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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２１８５号 

第２２１８回 通常例会 

２０２２年１２月９日  金曜日   

１２：３０～１３：３０  
 

 

会長報告 会長 塚本 英夫 

 
あと 20 日ちょっとで今年も終わりです。特に師走はバタバタ

して早いですね。最近はコロナにも慣れてきたというかワク

チン効果もあるんでしょうけど、だいぶ元の生活リズムに戻

ってきた感じがします。 

 

専門家は８波のピークは 1 月中旬頃としてますが、この２、

３日は重症者が少なくなってきてます。飲み薬もできたよう

ですし、早くマスクなしでも睨まれない環境になって欲しい

ものです。 

 

さて、６日の火曜日に勝田社会奉仕委員長の企画で岡島会員

が運営する光こども園にチューリップの球根を届けて、植え

付け作業をして参りました。小雨で寒かったのですが雨もあがって、園児や先生と一緒

に楽しく作業ができました。やっぱり子供たちの笑顔はいいですね。癒されました！ま

た花が咲いた頃にお邪魔してみんなとお弁当でも食べながら楽しめればなと思いました。 

 

次に、先週の理事会で承認された案件の中に姉妹クラブの台中港東南クラブからの周年

行事ご招待をお受けすることが承認されました。友好締結４０周年の記念行事がコロナ

禍で延期になったので、４２周年として開催しようと言うことになったようです。 

 

担当窓口は森市国際奉仕委員長になりますが、すでにスケジュール等の打ち合わせをし

ていまして、２月 22 日～25 日の 3 泊４日の予定です。渡航費用は個人負担になります

が、多数の参加者を切望します。なを、この件については詳細等がわかり次第改めて回

覧いたします。 
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 幹事報告 幹事 寺田 康雄 

 
1. 青森県津軽地方豪雨災害支援金のお礼と報告 

各地区 45,581,805円+当地区 2,748,195円＝48,330,000 円 

 

2. 2022年手続要覧『日本語版』My ROTARYの組織規程のページ 

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/governance-documentshe 

へ記載されています。 

 

3. 富津シティーRC『東日本大震災語り部プロジェクト』の案内 

Zoomミーティング 

●12月 12日（月） 

https://us06web.zoom.us/j/86271898114?pwd=NTJCRjdudFkzYWZCNFRLRWxmdW9wUT09 

・ミーティング ID: 862 7189 8114   ・パスコード: 301462 

●12月 13日（火） 

https://us06web.zoom.us/j/86119831386?pwd=RnFYRisvOVhIMW1Dd2lIZ2RaN0NOdz09 

・ミーティング ID: 861 1983 1386   ・パスコード: 865101 

 

4. 令和 5年柏市消防出初式 

日時；1月 8日(日)10：00～  場所；大堀川防災レクリエーション公園 

 

ニコニコ発表 
 

ニコニコ（^^♪   

塚本 英夫会長 （ゴルフハンデキャップ沢山ありがとうございました） 

ｹﾞｲﾋﾞ･ｱﾃﾞﾙ会員 （クラブ協議会、年次総会宜しくお願い致します） 

                  

２０２２－２３年度 柏西 RC 年次総会       司会 寺田 康雄幹事 

                

第１号議案 2021-22 年度決算報告 水野 晋治副会長 
 

収入の部 :  

予算額 24,658,400 円に対し 

決算額 25,503,180 円  

 

支出の部 :  

クラブ活動費 奉仕活動費の合算  

予算額 20,718,110円に対し、  

決算額 18,068,938 円  

 

・コロナ禍の例会休会中の食事代 170万円をロー

タリー財団を通じてウクライナに寄付 

 

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/governance-documentshe
https://us06web.zoom.us/j/86271898114?pwd=NTJCRjdudFkzYWZCNFRLRWxmdW9wUT09
https://us06web.zoom.us/j/86119831386?pwd=RnFYRisvOVhIMW1Dd2lIZ2RaN0NOdz09
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・グローバル補助金を使ったタイへの医療機器贈呈が次年度への継続事業となったこと

により特別基金に繰入、贈呈関連費用は特別基金より繰出する。 

 

特別基金会計：2020-21 年中嶋年度本会計残高 3,912,900円を繰入 合計 14,243,657円 

 

質疑応答なし、満場一致で承認 

 

第２号議案 2022-23 年度上期決算報告 寺田 康雄幹事 

 
7/1～11/25分 

収入の部 :  

予算額   24,658,400 円に対し 

中間決算額 14,972,370 円  

 

支出の部 :  

クラブ活動費 奉仕活動費の合算  

予算額   20,718,110円に対し、  

中間決算額  9,558,647円  

 

質疑応答なし、満場一致で承認 

 

第３号議案 2023-24 年度理事・役員選出 ゲイビ・アデル会長エレクト 

 
2023-24 年度理事・役員の選出について、下記

次年度人事案のご審議をお願い申し上げます。 

これに対し、異議のある方は理事会に対し、書

面による申し立てをすることが出来ます。 

 
2023-24年度 役員 

会長    ：  ゲイビ・アデル 

副会長   ：  塚本 英夫 

会長エレクト：  助川 昌弘 

幹事    ：  浅野 肇 

会計    ：  内山 雅博 

ＳＡＡ   ：  増谷 信一 

 

2023-24年度 理事 

・ゲイビ・アデル    ・浅野 肇     ・塚本 英夫   ・助川 昌弘 

・高田 住男      ・増谷 信一    ・金子 正    ・湯浅 千晶 

・中嶋 利生      ・齋藤 敏文    ・住田 みゆき  ・宇田川 博司 

・竹澤 雅彦      ・オブザーバーとして５０周年準備委員会 

 

質疑応答なし、満場一致で承認 
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第４回 クラブ協議会                  司会 寺田 康雄幹事 
 

クラブ管理運営兼戦略計画委員会 ゲイビ・アデル委員長 
 

各委員会の上期活動報告を発表します。 

 

プログラム委員会はサッカー観戦、インターゴ

ルフ納涼会、「公開例会」の開催など計画通り

に、推移しています。例会及びクラブ協議会は、

内部・外部卓話など、概ね順調に開催されてい

ます 

 

そして、下期の活動計画として職場見学に、 

八ッ場ダム、インターゴルフ、夜間例会など、

開催予定してます。また、ロータリークラブの

活動を地域社会の人々に広く知ってもらうため、「公開例会」を４月 14 日に計画して行

きます。これからも、魅力ある全員参加型の例会を目指し会員の帰属性を高めるよう努

力したいと思います。 

 

親睦委員会は、上期は５回の委員会を開催しました。また、活動実績としては、納涼例

会、新人歓迎会、サッカー観戦例会、インターゴルフ夜間例会、地区大会参加手伝い 秋

野菜収穫祭、新人研修会手伝い、さけたまプロジェクト手伝い、忘年例会抽選会という、

このコロナ禍の中、たいへんたくさんの活動を行うことができました。 

 

出席委員会は、今年度よりライン、調整さん、グーグルスプレッドシートなどの IT を活

用し、会員と委員会と事務局との連絡が密に行えるようになり、例会出席者の事前把握

を正確に行うことができるようになりました。今期は月末に移動例会や休会が多く、月

初の例会出席が紙で行えない事が多かったのですが、これにより昼食の無駄を減らせる

ことができました。また、委員と事務局の負担を軽くすることもできました。 

 

最後に研修委員会です。10 月 21 日 17 名の会員に参加いただ

き、1 回目のクラブ研修会を実施しました。1 回目は初級編と

し、ロータリー全般について委員長の水野委員長が講師をしま

した。2回目は上級編とし、来年開催を予定しています。 

以上となります。よろしくお願い致します。 

 

質疑応答 

中村 博亘会員 ： 八ッ場ダムに行く目的はなんですか? 

 

ゲイビ・アデル委員長： 社会奉仕委員会の活動として見学に

行きます。目的については、職業奉

仕の理念を再確認し、改めてご報告

させて頂きます。 
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奉仕プロジェクト委員会 助川 昌弘委員長 
奉仕プロジェクト委員会 委員長の助川です。

上期の活動報告をします。奉仕 PJ 委員会には、

４つの委員会がございます。 

 

職業奉仕員会では、水留委員長の下、3 月に予定

する八ッ場ダム視察見学に向けて計画を進めて

きました。 

 

社会奉仕委員会では、勝田委員長の下、今期も

コロナ禍の状況により地域のニーズを調べる活

動が進められず、昨年より継続する社会福祉事

業への支援に取り組みました。 

 

具体的には、12 月 6 日に、岡島会員の光幼稚園

へチューリップの球根を届け、園児と共に 11 個の鉢植えをしました。また、大久保会員

の老人ホームへの寄付、児童相談所、未来の子供ネットワークへの寄付に向けて準備を

してきました。また 11 月 25 日の委員会では、中村先生より新しいクロスプロモーショ

ン「両方が重なる」という意見を頂き、地域のニーズを探ること、出来れば新しいこと

も考える、一年毎に次に渡すことも視野に入れよう。物品の寄付も良いが、子供たちの

心の支えになるような事も考えよう。これらを踏まえ、今後の委員会に活かして行きた

いと考えます。 

 

青少年奉仕委員会では、櫛田委員長の下、サケたま PJ に取り組み、去る 11 月 25 日に、

東葛教育会館で『サケたま』の仕分けをしまして、同日、柏市内のロータリークラブの

協力の下、市内小学校、及び保育園へ『サケたま』を届けました。ふ化したサケの稚魚

は 2月に利根川へ放流予定です。また、RYLAに向けて参加を予定しています。 

 

国際奉仕委員会では、森市委員長の下、11 月ポリオデーに第 11G 合同、柏駅ダブルデッ

キでのポリオ撲滅イベント活動に参加。また、台中港東南扶輪社 姉妹締結 42 周年に向

けて、2月訪問で打合せ、計画を進めています。 

 

 

 

会員増強委員会 湯浅 千晶委員長（代読 竹澤 雅彦会員） 
 

会員増強に付きまして、上半期は塚本会長のご尽力により２名の方が入会されました。

下期は湯浅も頑張ります。ご協力宜しくお願い申し上げます。 
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公共イメージ委員会 竹澤 雅彦委員長 
早いもので今期も 6カ月が経過したところですが、

当委員会では期初の活動計画を順調に消化させ

て頂いております。 

 

前期では発行に滞りがあった会報も、現時点で

は開催された例会全てが発行済みで、遅延なく

運営させて頂いております。例会の映像につい

ても確実に蓄積されており、会報とともにクラ

ブのアーカイブとして体裁が整いつつあり、い

つの日か未来の会員の皆様にご利用頂けるかと

考えています。 

  

前期から運用を開始した LINE 公式アカウントの

うち対外向けについては、今月登録者数が 50人

を超えました。会員以外にご登録頂いている方々は、会員パートナーの皆さまや、来訪

頂いた他クラブ・2790地区の方々などです。 

 

特に卓話者が当クラブの会員以外の方だった例会の YouTube映像は、こちらの対外向け

LINE 公式アカウントにご案内させて頂いております。前述の通り映像を YouTubeに載せ

るのはアーカイブを目的にしておりますが、対外向け LINE公式アカウントにご案内させ

て頂くと、即時に多数の方に閲覧を頂いており、外部の方に当クラブの情報を発信する

手段として定着が見受けられます。 

  

下期においても、現在の運用環境を維持継続させて頂き、情報の受け手である皆さまに

とって簡単で気楽な情報の入手が出来るよう、地道に活動させて頂きます。ご要望など

ございましたら、お気軽にお声をお寄せ下さいませ。宜しくお願いいたします。 

 

ロータリー財団委員会 増谷 信一委員長（代読 浅野 肇会員） 
財団委員会の増谷委員長が不在のため、浅野が代

理で発表させて頂きます。 

 

１１月まで寄付金額は年次基金がトータルで

1,299,000 円、ポリオが 394,610 円となっており

ます。 

 

住田、上田、両副委員長の精力的な活動により、

上期にも非常に多大な成果を上げることができま

した。どうもありがとうございました。 

 

また、昨年一人あたりの寄附金額が１位だった地

区の中では、現在は１０位となっております。も

っとも、これはドルでの集計ですので、今だとい
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ったいいつ寄付すればレートがいいかというマネーゲームめいた状況になっております

ので、会員の皆様も、相場を注視し、ただし早めに年次基金の１５０＄、ポリオプラス

の３０＄の寄付をお願いします。あんまり遅くなりますと、重鎮の小委員長の出番とな

りますので、皆様、くれぐれもお気をつけ下さい。 

 

ロータリー米山記念奨学会 鈴木 桂三委員長 

こんにちは、米山記念奨学会担当の鈴木です。

当委員会の上期の活動報告をさせていただきま

す。 

上期は非常に悲しいことに、カウンセラーの松

本ユミさんが急逝されまして、カウンセラーの

交替がありましたが、奨学生は来春卒業へと順

調に推移しております。又、米山奨学会への支

援に関しましては、米山功労者に 9人もの多く

の方になっていただきまして本当にありがとう

ございます。 

 

そして会員の皆様からの任意の寄付である特別

寄付には 687、000円していただきまして年間の

目標を達成することができました。下期も会員

一人ひとりの皆様方の米山奨学会へのご理解御支援を引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 

会員数５５名   欠席者１２名   出席率７８，１８％ 

 

例会動画リンク   第２２１８回 通常例会 

 https://youtu.be/1n4EaQcgvTc 
 

グローバル補助金委員会報告 
 

１２月８日タイの病院に大腸がん検査機器が搬入

されました。                                                                                                  


