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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新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１７７号               

２０２２-２３年度 第２７９０地区 地区大会 

２０２２年１０月９日（日） 

＜プログラム２日目＞ 

会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 東京ベイ幕張ホール 
 

（千葉物産展・寄付促進ブース） 

９：００～１６：００「ちばから世界を変えるフェスタ」 

 

（本会議２日目）    司会：地区幹事 杉浦 誠 

８：３０ 登録開始 

  ＲＩ会長代理ご入場 ＲＩ会長代理 柳生 好春 

      エイド 櫻木 英一郎 

９：３０ 点鍾    ガバナー 小倉 純夫 

  国歌斉唱「君が代」 

  ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

９：４５ 開会の言葉   地区大会実行委員長 中山 政明 

  物故会員追悼 

  ＲＩ会長代理・来賓紹介 ガバナー小倉 純夫 

９：５０ 来賓祝辞   千葉県知事 熊谷 俊人 

      松戸市長 本郷谷 健次 

１０：００ ＰＤＧ・地区役員・委員、ガバナー補佐紹介 ガバナー小倉 純夫 

  地区内クラブ（含ＲＡＣ）紹介 司会 

１０：１５ 祝電披露 

１０：２０ ガバナーアドレス  ガバナー 小倉 純夫 

１０：４０ ＲＩ会長代理アドレス・ＲＩ現況報告 ＲＩ会長代理 柳生 好春 

１１：２５ 地区大会決議の発表 決議委員長 諸岡 靖彦 

  選挙管理委員会報告 選挙管理委員長 漆原 摂子 

１１：３５ 表彰（個人）  ガバナー 小倉 純夫 

１１：４５ 寄付贈呈（ロータリー財団、米山記念奨学会、希望の風） 

  諸事お知らせ 

１２：００ 休憩・昼食 

１２：２０ 「大原保人スーパージャズクァルテット special guest 渡辺 真知子」 

 

１３：３０ 国際大会参加推進員会 委員長 小川 一 
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  ロータリーユース紹介 各担当委員長 

１４：００ 記念講演   高橋 英樹 

  「俳優活動とロータリーの精神」 

  謝辞    ガバナー 小倉 純夫 

１５：２０ ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 鵜沢 和広 

  ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 寒郡 茂樹 

  ガバナーノミニー・デジグネート挨拶 

１５：３５ ＲＩ会長代理講評  ＲＩ会長代理 柳生 好春 

  謝辞・記念品贈呈  ガバナー 小倉 純夫 

  次期地区大会ホストクラブ会長挨拶 千葉若潮ＲＣ 会長 原田 宗広 

  閉会の言葉   地区大会記念ゴルフ大会実行委員長 

                     伊原 清良 

１６：００ 点鐘    ガバナー 小倉 純夫 
 

国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ氏 
 

ロータリーリーダーの皆さま 

ロータリー地区大会に出席される皆さまにご挨拶申し上げま

す。地区大会は、これまでの成果を振り返り、国境や文化を

超えたネットワークを広げ、今後のためのアイデアを共有す

る場となります。 

 

ロータリアンである私たちは、奉仕へのコミットメントをも

ち、一人では達成できない大きなことの一翼を担いたいと願

っています。この特別な行事は、社会奉仕への情熱をさらに

高め、互いにインスピレーションを与えあい、ロータリーの

奉仕を次なる高みへと導く機会です。 

 

私たちは、ロータリーの奉仕と価値観が自分たちにもたらす影響を感じています。今こ

そ、この感覚を人びとと分かち合う時です。今年度 \は、私たちがベストを尽くせる世

界、私たちが毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っている世界をイマ

ジン(想像)する年度です。昨日のことをイマジン(想像)する人はいません。それは未来

を描くことです。 

 

私たちは、安全な水を使える世界、すべての子どもが読むことのできる世界、やさしさ、

希望愛、平和を想像します。会員に奉仕してこそ、地域社会にも奉仕できます。会員に

とって心地よい場所とし、会員への配慮ができれば、ロータリーの力を本当の意味で理

解してもらえることでしょう。 

 

今地区大会で学んだことをクラブや地区に紹介し、次年度の成功へとつなげる手助けを

していただけることを願っております。「イマジンロータリー」のテーマの下、共に素

晴らしいことを達成していきましょう。     

 

心を込めて 
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国際ロータリー会長代理 RI 第２６１０地区 パストガバナー 柳生 好春氏 

 
このたび、ジェニファーE・ジョーンズ RI 会長より貴地区

の地区大会の「会長代理」を拝命いたしました RI第 2610

地区(富山・石川)の柳生好春と申します。 

 

地区大会はまさしくロータリー年度最大の「祭り」であり

「華」です。このような晴れがましい舞台にお招きいただ

き心より感謝いたします。 

 

今年度、 RI 会長は「イマジン・ロータリー」をテーマと

して掲げられました。人類はこのかた想像力を発揮し高度

の文化・文明を築き繁栄してきました。「ラスコー洞窟の

壁画」、「古代エジプトのピラミッド」など美術や歴史的建造物に至るまですべて人間

のイメージによるものであり、まさに「はじめにイメージありき」でした。 

 

ロータリーとて例外ではありません。ポール・ハリスなどの創始者のイメージにより始

まり 100 年の星霜を経て、今日まで拡大繁栄してきましたが、今私たちにさらなるイメ

ージが求められています。近年、矢継ぎ早に「ミッション声明」、「中核的価値観」、

「戦略的優先事項」、「Diversity(多様性) ・Equity(公正)・・Inclusion(参画)」など

が RI より私たちに示されました。そこに通底する価値観は「多様性」、「持続可能性」、

「変化」、「ネットワーク」、「行動」などであります。 

 

「ロータリーとは何か」、「ロータリーは他の団体とどこが違うのか」、「ロータリー

は必要か」はこれからのロータリーを考えイメージする際の必須項目です。「公共イメ

ージ」を高め、「会員増強」を行うためにも重要です。その意味で、この度の地区大会

が皆さまのロータリー理解の助けとなることを確信しております。 

 

今年度、小倉純夫ガバナーは「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千葉から世界を変え

ていこう」を地区スローガンとして掲げられました。近年の RI 会長のテーマは表現こそ

違いますが、共通して「ロータリーという素晴らしいリソース(資源)を活かし世界・地

域社会の課題解決に貢献しよう」というもので、この主旨にかなう壮大なスローガンで

す。この地区大会を起点として、小倉ガバナーのリーダーシップのもと、大きく前進さ

れることを心より祈念いたします。 
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RI 第２７９０地区 ガバナー 小倉 純夫氏 

 
皆様、本日は地区大云ムヘご参加いただき心より感謝申

し上げます。2020 年 2 月から新型コロナウイルスは感染

拡大し、依然として収束の見通しが立たず、第 7波が到

来しております。このような中で、本日の地区大会は 3

年ぶりに皆様が一堂に会しての大会に 

なります。本来であれば、コロナの終息を祝っての大会

及び大懇親会を開催する予定でおりましたが、残念なが

ら大懇親会は中止のやむなきに至りました。 

 

さて、 2022-23 年度国際ロータリー会長のテーマは、

「IMAGINEROTARY」です。 RI会長は、そのスピーチの中

で「世界にもたらす変化を想像して、大きな夢を抱き、その実現のためにロータリーの

繋がりを生かすような行動をしよう」と私達に呼びかけました。 

これを受けて私は、第 2790 地区のスローガンに「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千

葉から世界を変えていこう!」を掲げました。 

 

ロータリーは楽しくなければ、続けることは出来ません。仲間との信頼(親睦)を通して、

地域、そして世界で良いこと(奉仕)をしていこうということです。 

本日の地区大会では、全ての参加者の皆様に RI 会長テーマ、地区方針への理解を深め、

ロータリー活動への意欲を高めるプログラムを用意いたしました。この大会が、ロータ

リーの仲間の信頼・共感を深め、新たな剌激となって、地域でそして世界での奉仕活動

の実践に繋がることを期待しています。 

 

地区大会のこのような目的、実現のためにご参加いただいた全てのロータリーファミリ

ーの皆様に改めて感謝申し上げます。  

 

そして、ロータリーを楽しみながら、ロータリーの夢、未来を想像し、地域でそして世

界で良いことをしましょう!! 

 

地区大会各種表彰 クラブ表彰 

 

【2021-22年度 □ータリー財団に対する貢献】 

1 人当たりの年次寄付額上位 3クラブ《認証バナー》 

 

★柏西ロータリークラブ       第１１グループ   599.91ドル 

千葉ロータリークラブ       第 ３グループ  448.31ドル 

習志野中央ロータリークラブ    第１２グループ    383.29ドル 
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ロータリー財団年次寄付優秀クラブ 

 

2022 年 6月 30日におけるロータリー財団管理委員会の報告書に記載された

年次寄付額を 2021年 7月 1日現在の会員数で除した会員 l人あたりの寄付

の上位 10位まで 

 

★柏西ロータリークラブ          第１１グループ   599.91ドル 

千葉ロータリークラブ     第 ３グループ   448.31ドル 

習志野中央ロータリークラブ  第１２グループ   383.29ドル 

柏ロータリークラブ      第１１グループ   344.76ドル 

千葉若潮ロータリークラブ   第 ３グループ   311.52ドル 

浦安ロータリークラブ     第 １グループ   285.99ドル 

市原ロータリークラブ     第 ４グループ   267.69ドル 

松戸ロータリークラブ     第１３グループ   260.15ドル 

柏南ロータリークラブ     第１１グループ   239.36ドル 

習志野ロータリークラブ    第１２グループ   233.33ドル 

松戸西ロータリークラブ    第１３グループ   233.33ドル 

 

 

End Polio Now COA《感謝状》 

ロータリーポリオ撲滅活動に、 1,500 米ドル以上寄付を行ったクラブ 

 

船橋南ロータリークラブ       第 ２グループ 

千葉ロータリークラブ        第 ３グループ 

市原ロータリークラブ        第 ４グループ 

市原中央ロータリークラブ      第 ４グループ 

君津ロータリークラブ        第 ５グループ 

茂原ロータリークラブ        第 ７グループ 

成田ロータリークラブ        第１０グループ 

富里ロータリークラブ        第１０グループ 

成田コスモポリタンロータリークラブ 第１０グループ 

柏ロータリークラブ         第１１グループ 

★柏西ロータリークラブ        第１１グループ 

柏南ロータリークラブ        第１１グループ 

佐倉中央ロータリークラブ      第１２グループ 

野田ロータリークラブ        第１４グループ 
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地区大会各種表彰 クラブ表彰 

 

ロータリー財団メジャードナー 

2021-22 年度に累計あるいは一括でこれまでの寄付額１万ドルに達した会員

およびレベルアップした会員 

 

山本 美代子    習志野中央 RC   第１２グループ  MD2 

橋岡 久太郎    佐倉中央 RC    第１２グループ  MD2 

皆川 隆      鎌ヶ谷 RC     第 ２グループ  MD1 

野村 進一     上総 RC      第 ５グループ  MD1 

冨  一美     成田空港南 RC   第 7 グループ  MD1 

寒郡 茂樹     富里 RC      第１０グループ  MD1 

★日暮 肇      柏西 RC      第１１グループ  MD1 

★川和 弘行     柏西 RC      第１１グループ  MD1 

石井 賢徳     習志野 RC     第１２グループ  MD1    

小倉 純夫     松戸 RC      第１３グループ  MD1 

森田 精司     野田セントラル RC 第１４グループ  MD1 

 

 

出席報告          

会員数５５名   欠席者０名   出席率１００．００％ 

                  


