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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２１８０号 

第２２１３回 通常例会 

２０２２年１１月４日  金曜日   

１２：３０～１３：３０  
 

 

会長報告 会長 塚本 英夫 

 
早いものでもう 11月です。 

 

10 月は行事が多かったのであっという間でしたね。前半の行

事は前回の例会で報告しましたが、後半の 10 月 23 日は柏駅

東口デッキで初めてポリオのキャンペーンをしました。柏市

長のご参加もあり 50 人以上のロータリアンが集まり広報活動

をしましたが、残念ながら通行人が思ったより少なく、募金

箱もイマイチの感じでした。 

 

たまたまその日の夕方、NHKニュースを見てたら埼玉でポリオ

Ｔシャツを着てクラシックカーを披露してましたが、おそら

く彼らもロータリアンでポリオ撲滅活動をしてたんだと思い

ます。でも、テレビではあのようにしか報道してもらえないのでしょうか？ 

 

そして、25 日の情報研究会は５クラブから多数の出席者があり、ほぼ満席でした。そし

て、あの二宮金次郎の７代目の子孫になるそうですが、講演者の中桐万里子さんのお話

はわかりやすくとてもいい内容で、たいへん参考になりました。質問コーナーでも具体

的にしかも丁寧に答えてくれました。ガバナー補佐の締めの挨拶で、今回は最後まで一

人の退席者が出なかったと言ってましたが、それくらい素晴らしかったです。私は所用

があり、終了後の懇親会に参加できず大変残念でした。 

 

これから冬に向かってコロナの８波があると言っている専門家もいるようでまだまだ油

断はできません。そして、毎年寒くなるとインフルエンザもありますので、みなさん遊

び過ぎないように体調管理しましょう！ 
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 幹事報告 幹事 寺田 康雄 
1. 11月ロータリーレートは＄1＝１４８円 

 

2. R財団への寄付に対し、表彰品の贈呈 

住田みゆき会員；マルチプル PHF1回目 

前田徹会員；新ポール・ハリス・フェロー          

（PHF） 

 

 

 

 

 

3. 地区大会表彰 

【個人表彰】ロータリー財団メジャードナー； 

    川和弘行・日暮肇会員 

 

 

 

 

 

 

 

【クラブ表彰】 

   ❐地区で年次寄付への一人当たりの寄付額上位 3クラブ表彰 

   この表彰を受けるクラブは世界でわずか 1,530クラブ（クラブ一人当たり$50

以上） 

     ❐「END POLIO NOW；歴史を作るカウントダウン」キャンペー感謝状  

$1,500をポリオ根絶活動に寄付したクラブ 
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4. 2021‐22年度『ロータリーカード・ベストクラブ賞』第 1地域 1位の受賞 

      11月開催のロータリー研究会にて表彰 

5. 地区より『青森県大雨災害支援』報告 

  災害支援金 2,676,328円 ※柏西ＲＣ～@1,000×56名＝56,000円 

6. 2月 18日(土)～19日(日）RYLA（R青少年指導者養成プログラム）セミナー開催の案

内 

      場所；南房総・岩井海岸 

      参加者；ロータリアン 1名/青少年 14～30歳男女 2名 

7. 2011ロータリー希望の風奨学金『風の便り』（例会場回覧） 

 

 

 

来賓挨拶 米山留学生 柳雯昕様 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ発表 
本人誕生日          岡島   昭信会員 

            竹澤   雅彦会員 

 

パートナー誕生日  岡島   昭信会員 

 

結婚記念日      松本 隆一郎会員 

            金子     正会員   

飯合   幸夫会員 

水留   茂之会員 

中塚   雅人会員   

 

ニコニコ（^^♪         塚本  英夫会長 （松本会員復帰おめでとう！） 

            松本 隆一郎会員 （無事復帰出来ました） 

            助川  昌弘会員 （柏オープンゴルフ出場ありがとうございます） 

            川和  弘行会員 （孫が結婚しました！） 

            安田  勝利会員 （ポリオデーお店ご利用ありがとうございました） 
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委員会報告                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３分間スピーチ 松本 隆一郎会員 

（写真をクリック又はタップすると 

動画が見れます⇒⇒） 

 

 

 

 

 

 

 

     

会員数５５名   欠席者１３名   出席率７６．３６％ 

 

例会動画リンク   第２２１１回 通常例会 

https://youtu.be/vTXVkZZqRkc 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会   

増谷 信一委員長                                                                

10月米山月間、11月ロ

ータリー財団月間、合

計＄180 の寄付をお願

い致します、 

 
 

青少年委員会 

櫛田 仁一委員長                                                                
サケたまプロジェクト 

11 月 25 日（金）9：00

頃から、各小学校に卵

を配布します。参加お

待ちしております 
 

出席委員会 

浅野 肇副委員長                                                                
例会数 ４回 

出席率 87.72％ 

来週パスト会長会議 

宜しくお願い致します 

社会奉仕委員会 

勝田 健一委員長                                                                
柏駅前ごみゼロ運動 

11月 23日（水）祝 

8：30～10：00参加 

お願い致します。 
 

社会奉仕委員会 

安田 勝紀副委員長                                                                
小野春香様 NPO 法人ピッ

コラーレへ、皆様寄付の

ご協力ありがとうござい

ました。 

 

https://youtu.be/AbJHFBdyTVA
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２０２２ 柏オープンゴルフ結果報告 １０月３０日 日曜日 

 

助川選手の活躍は写真をポチ⇑    花島選手の活躍はこちら⇑ 

 

https://youtu.be/qaKsOs9QPaE
https://youtu.be/ES2wMgeE-Hc
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開催　日時 会　長 塚　本　英　夫

開催　場所 幹　事 寺　田　康　雄

理　　　事 出欠

ビンゴゲーム＆６人のスピーチ
②1月6日(金）『新年家族会』について

新年例会としパートナー・米山奨学生のみ招待
委員会から２０万円支出、不足分は会長負担
ジャズシンガー高橋奈保子他数人

③1月13日(金)『第2222回例会』について
予算は１５万円～２０万円
オリジナルビール＆紅白饅頭＆当日の食事で赤飯

④2023‐24年度地区委員　推薦について
奉仕プロジェクト統括委員会に水野委員長・吉田委員として
ロータリー財団統括委員会に浅野委員として推薦

⑤八ッ場ダムの視察について

⑥報告事項
❐2022‐23年度10月決算報告　（資料添付）
❐10月4日水野晋治会員のお父様のご逝去に対し、

　　　　　　

●次回理事会　2022年12月2日（金） 【例会終了後】

    柏西ロータリークラブ2022-23年度　第6回　理事会議題　

　2022年　11月 4日　

ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

塚 本 英 夫

浅 野 肇

助 川 昌 弘

鈴 木 桂 三

増 谷 信 一

嶋 田 英 明

金 本 元 章

寺 田 康 雄

ゲイビアデル

竹 澤 雅 彦

水 野 晋 治

吉 田 朋 令

湯 浅 千 晶

①12月23日(金）『忘年会』について

慶弔金支給規定による香料・供花（会長名)を贈る

⑦その他

　３月９・１０(木・金)移動例会

宿泊費と夜の宴会費用は受益者負担、それ以外は会からの支出


