
 

 

   

Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 
柏西 RCの歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１６４号 

            

      

2022‐23年度『柏西 RC役員交替式』 

日時；2022年７月 1日(金)18：30より 

場所；ザ・クレストホテル柏 

交替式・就任式 

18：30 開始  司会：ゲイビアデルクラブ管理運営委員長 

1. 物故者黙祷―富士川  明（2021.10.13逝去） 

      榎本 洋史（2021.11.27逝去） 

      鈴木 子郎（2022.3.22逝去）   

2. 国歌斉唱及びロータリーソング斉唱（奉仕の理想）                     

3. お客様紹介       

RID2790 第１１グループ ガバナー補佐 柏南 RC 猫田 岳治様（ねこた たけはる） 

〃  ガバナー補佐幹柏南 RC 小林 亘様（こばやし わたる） 

〃  柏 RC会長 渡辺 敏行様（わたなべ としゆき） 

〃  柏 RC幹事 島田 秀貴様（しまだ ひでき） 

〃  我孫子 RC会長 藤本 行宣様（ふじもと ゆきのぶ） 

〃  我孫子 RC幹事 日暮 保巳様（ひぐらし やすみ） 

〃  柏東 RC会長 塚越 立太様（つかこし りゅうた） 

         〃  柏東 RC幹事 三井 文子様（みつい あやこ） 

         〃  柏南 RC会長 吉川 末満様（よしかわ すえみつ） 

         〃  柏南 RC幹事 山口 修代様（やまぐち のぶよ） 

        宇田川博司夫人 宇田川陽子様（うだがわ ようこ） 

岡島昭信夫人 岡島 純子様（おかじま じゅんこ） 

勝田健一夫人 勝田 正恵様（かつた まさえ） 

金子 正夫人 金子 まゆみ様（かねこ まゆみ） 

川和弘行夫人 川和 美恵子様（かわわ みえこ） 

櫛田仁一夫人 櫛田 和世様（くしだ かずよ） 

ゲイビアデル夫人 鈴木 和代様（すずき かずよ） 

小溝正行夫人 小溝 八重子様（こみぞ やえこ） 

齋藤敏文夫人 斎藤 綾子（さいと うあやこ） 

鈴木健吾夫人 鈴木 恵子様（すずき けいこ） 

塚本英夫夫人 塚本 久美子（つかもと くみこ） 

日暮 肇夫人 日暮 泰子様（ひぐらし やすこ） 

飯合幸夫夫人 飯合 愛子様（めしあい あいこ） 



 

 

 

本日入会される坂本健様夫人 坂本 由佳様（さかもと ゆか） 

 

 

2009-10年度米山奨学生 ジョ アケン様        

   2021-23学年米山奨学生 リュウ ブンキン様 

 

 

 

4. 柏西 RC旗の引継ぎ      前幹事→前会長→新会長→新幹事 

 

5. 会長・幹事 RCバッチの交換  前会長→新会長 前幹事→新幹事 

 

6. 理事・各委員長発表 ― 寺田康雄 幹事  

 

7. SAA・親睦活動委員長 たすき交換 

宇田川博司前 SAA→吉田朋令新 SAA 

齋藤敏文前親睦活動委員長→嶋田英明新親睦活動委員長 

8. 歴代会長の紹介 ― 塚本英夫 会長 

9. 新会長挨拶 ― 塚本英夫会長 

 

10. 前会長・幹事へ記念品の贈呈 プレゼンター 塚本英夫 会長 

 

11 ロータリー暦記念品贈呈 プレゼンター 水野晋治 前会長              

在籍 25年＝勝田健一・増谷信一 

在籍２０年＝小林太時 

在籍１０年＝松本隆一郎 

 

12. 前年度ロータリー財団寄付者表彰 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ鈴木桂三前 R財団委員長 

 ＄1０,000以上（メジャードナー）；川和弘行・日暮肇(花束贈呈；住田みゆき) 

＄1,000以上（PHS会員）：飯合幸夫・川和弘行・鈴木健吾・榊 隆夫・鈴木桂三 

金本元章・日暮 肇・水野晋治・岡島昭信・塚本英夫・櫛田仁一・寺田康雄 

13．前年度米山記念奨学会寄付表彰  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ松本ユミ前米山記念奨学会委員長 

  年間 10万円以上（功労者）：榊 隆夫 

 

第 2197 回例会 

19：00 開始   司会： SAA  

１． 幹事報告 寺田康雄幹事            

２． 点  鐘 塚本英夫会長    

３． 会長挨拶 塚本英夫会長                         

４． 新入会員承認式     

若山元伸様  

    坂本 健様   

５． 米山奨学金授与 

６． 来賓挨拶 第 2790地区第 11グループガバナー補佐 猫田岳治 



 

 

７． 委員会報告 

８． ニコニコ発表―親睦活動委員会 

９． 次回予定報告―プログラム委員会 

 

19：30懇親会   司会： 親睦活動委員会  

  1.  『開会の言葉』―  塚本英夫会長 

  2.  乾杯発声 ―  水野晋治前会長 

  3.  懇親会 ―  アトラクション：  バイオリニスト寺井尚子 

  4.  中締め ― ゲイビ・アデル会長エレクト 

 

会長報告 会長 塚本 英夫 
 

交代式挨拶 

この度、2022-22 年度の会長を務めさせて頂くことになり

ました。微力ではありますが、精一杯頑張りますので、

一年間よろしくお願いします。 

 

3 年前の岡島年度の途中から中嶋年度、そして水野年度

は感染拡大で何度も休会をして、計画通りの活動が出来

ませんでした。ただ、最近はようやく落ち着いてきてい

ますので、感染対策をしっかりとしていれば、通常の生

活をしていていいのかな？と言う感じになってきました。

後は治療薬が早く市販されるといいですね。 

 

さて、本日はパートナーとたくさんのゲストをお招きしての交代式になりました。

この後に通常例会があります。そして懇親会になりますが、アトラクションには、

もうスタンバイされていますがジャズバイオリ二スト寺井尚子さんの魅力あるジャ

ズライブをご用意しました。どうぞ最後までお付き合い下さいますようお願い申し

上げます。 

 

例会挨拶 

感染拡大で制限がありましたが、４回目の予防接種も始まるようですし、状況は安

定しそうですね。なので、各委員会の活動を復活しましょう！ 本日の理事会で予

算も承認されましたので、まさに準備は整いました。 

記念すべき 2,222 回の例会も間もなくです。寺田幹事とコミュニケーションをとっ

て盛り上げてまいりますので、活動に積極的な参加をお願いします。 

 

懇親会挨拶 

行事が無事に終わりました。ご協力ありがとうございます。これからフレンチのコ

ース料理でお食事です。ディナーの後は寺井尚子さんのジャズバイオリンにどうぞ

しびれてください。では、お時間の許す限りお楽しみください。 

 

幹事報告 幹事 寺田 康雄 
1. 7月のロータリーレートは＄1＝136円 

 



 

 

ニコニコ発表 
 

本人誕生日：     金本元章会員 鈴木健吾会員 

 

パートナー誕生日：  勝田健一会員 櫛田仁一会員 川和弘行会員 

 

結婚記念日：     寺田康雄会員 東海林康之会員 

 

ニコニコ（^^♪：    塚本英夫会長（毎日暑いですね。気を付けましょう） 

寺田康雄幹事（一年間こけないように） 

                板倉 茂名誉会員（新年度おめでとう） 

鈴木孝道会員（香典お礼） 

            安田勝紀会員（新年度はりきって！） 

            住田みゆき会員（塚本会長がんばって） 

            吉田朋令会員（SAA１年間よろしく） 

            ゲイビ・アデル会員（塚本会長、寺田幹事がんばって） 

            嶋田英明会員（親睦委員長よろしく） 

            齋藤敏文会員（親睦おつかれさま） 

            竹澤雅彦会員（暑いから、、、） 

            青野真哉会員（全国支社対抗戦 最優秀！！） 

            宇田川博司会員（昨年度お世話になりました） 

            花島伸幸会員（お久しぶりです） 

鈴木一弘会員（言われたから、、、） 

            木村和俊会員（新年度おめでとう） 

            櫛田仁一会員（昨年出席委員会協力ありがとう） 



 

 

 

出席報告     会員数５８名   欠席者０名   出席率１００％ 

 

例会動画リンク  2022-23 役員交替式 ・ 第 2197 回 通常例会 ・ 懇親会 

https://youtu.be/fogOpqlshaE 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ 柏西ロータリークラブ 

事務局：〒２７７－００１１ 千葉県柏市東上町７－１８ 柏商工会議所会館５０５ 

ＴＥＬ：０４－７１６２－２３２３  ＦＡＸ：０４－７１６６－８２８２ 



開催　日時 会　長 塚　本　英　夫

開催　場所 幹　事 寺　田　康　雄

理　　　事 出欠

〇
承認

〇

×
承認

〇
承認

〇
④2022-23年度　行事予定(案)について 承認

〇

〇

⑤その他 削除
〇

〇

〇 　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

〇

〇

〇 ●次回理事会　2022年　7月8日（金）例会終了後

    柏西ロータリークラブ2022-23年度 臨時理事会 議事録　

　2022年　7月 1日　17：45～　

ザ・クレストホテル柏

吉 田 朋 令

議　　題　　概　　要

塚 本 英 夫 ①2022-23年度　理事について

浅 野 肇

岡 島 昭 信
②2022-23年度　役員・理事・委員会　組織表(案)について

金 本 元 章 ③2022-23年度　収支予算(案)について

ゲイビアデル

助 川 昌 弘

寺 田 康 雄

鈴 木 桂 三

竹 澤 雅 彦

増 谷 信 一

水 野 晋 治

湯 浅 ち あ き


