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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２１８８号 

第２２２１回 新年例会 

 
新年例会式次第 

日時 2023年 1月 6日（金）18：00～ 

場所 ザ・クレストホテル柏 
 

■17：30 集合 

■例会                    司会；SAA 吉田朋令 

18：00 点鐘         

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

ロータリーの目的朗読 

 

お客様の紹介 

名誉会員   柏市長 太田 和美様 

 

パートナー  宇田川博司 夫人   宇田川陽子様  

大沼  隆 夫人   大沼 貴代様 

岡島  昭信 夫人      岡島 純子様 

勝田 健一  夫人    勝田 正恵様  

金子  正  夫人     金子まゆみ様  

川和 弘行  夫人     川和美恵子様  

櫛田 仁一 夫人   櫛田 和世様  

ゲイビアデル夫人   鈴木 和代様  

小溝 正行 夫人   小溝八重子様 

齋藤  敏文  夫人      齋藤 綾子様 

嶋田 英明  夫人     嶋田美奈子様 

鈴木 健吾  夫人     鈴木 恵子様  

髙田 住男  夫人     高田 政子様             

塚本  英夫  夫人      塚本久美子様 

中嶋 利生 夫人   中嶋 明子様 

松本隆一郎 夫人   松本愉美子様 

    飯合 幸夫 夫人   飯合 愛子様 

吉田 朋令 夫人   吉田 峰子様 
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柏市長 太田和美後援会事務局長 塚田 文男様 

 

本年度米山奨学生； 柳 雯昕様（リュウ ブンキン）（カウンセラー；榊隆夫会員） 

 

会長挨拶       

幹事報告       

ニコニコ発表 

 

18：30 点鐘    

■懇親会                司会；親睦活動委員会 

18：30    

開会の言葉 ；  塚本 英夫 会長   

乾杯発声  ；  飯合 幸夫 会員 

祝７０歳  ；  嶋田 英明 会員  

          

19：00～19：40   

アトラクション ； ジャズシンガー 高橋 奈保子様 

    

20：00   

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 
新年あけましておめでとうございます。太田市長そしてパー

トナーの皆様、柏西の新年会にようこそ！どうぞ最後までお

付き合いください。 

 

さて、昨年の 7 月から会長を務めさせて頂いていますが、コ

ロナ禍でも休会をしないでなんとか乗り切れました。まだ半

分ですが、ここまで順調に運営してこれたのは寺田幹事はじ

め周りのみなさんのお陰だと素直に思っていますので、引き

続きよろしくお願いします。 

 

ところで、今年の干支である「卯」年をネットで調べてみま

した。漢字では左右に開かれた門の形から出来たと言われて

おり、閉じてた門が開き「とび出る」という意味があるとされてます。このように「と

び出る」や「分ける」と言う意味から「飛躍する」や「契機になる」年と言われたりし

ますと書いてありました。そうなるように物価が落ち着いて、早く景気が上向きになっ

て欲しいですね。 

 

さて、これからも感染状況を判断しながらとなりますが、下期も楽しみな行事を予定し

てます。まず来週の例会は２２２２回ですので、記念のプレゼントをご用意しました。 
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それから、3 月 9～10 日は八ツ場ダムを見学に行

きます。今回、国交省職員の案内で一般公開され

てない場所も見学できるということです。 

 

そしてもう一つ、6 月の打ち上げ旅行は、シーズ

ン中の予約が日本一取れないと評判の帝国ホテル

上高地を計画しています。宿泊費も特別料金で交

渉しますので、楽しみしていてください。それで

は、今年もよろしくお願いします。 

   

 

幹事報告 幹事 寺田 康雄 
1. 2023年 1月のロータリーレート＝132円 

 

2. R財団寄付に対し、認証品の贈呈 

メジャードナー（$10,000） 

；岡島 昭信会員・塚本 英夫会員 

 

3. 『NGO未来の子供ネットワーク』『千葉県柏

児童相談所』より子供たちにランドセル・靴

下・カップ麺・ノート・鉛筆などの支援に対

して、お礼状が届きました。 
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来賓挨拶  

柏市長 太田 和美様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山留学生 柳 雯昕（リュウ ブンキン）様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ発表 
本人誕生日    寺田 康雄幹事  浅野 秀樹会員 

 

パートナー誕生日 水野 晋治会員  湯浅 千晶会員  竹澤 雅彦会員  

浅野 秀樹会員 

 

結婚記念日    鈴木 健吾会員 

 

ニコニコ（^^♪  塚本 英夫会長（今年も宜しくお願い致します） 

寺田 康雄幹事（太田市長ようこそお越し下さいました） 

森市 直樹会員（台中港東南ＲＣより招待状きました） 

         吉田 朋令会員（新年例会宜しくお願いします） 

         嶋田 英明会員（70 才ありがとう、親睦委員会下期もがんばります） 

         金本 元章会員（柏の葉花火大会大成功） 

助川 昌弘会員（鈴木孝道君ゴルフの時はありがとう） 

         勝田 健一会員（社会奉仕事業ありがとうございました） 
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出席報告     会員数５５名   欠席者０名   出席率１００.００％ 

 

例会動画リンク    

 
こちらのイラストがついている画像は、パソコンからはマウスの左クリック１回、 

スマートフォンからは画面をタッチするタップ１回することで動画やスライドショーが 

ご覧いただけます。 

 

２０２３新年懇親会 

第２２２１回 新年例会 

スライドショー 
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