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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２１８９号 
 

第    回 通常例会 

２０２３年１月１３日  金曜日   

１２：３０～１３：３０  

 
会長報告 会長 塚本 英夫 

11日の水曜日に柏 JCの新年会に出席してきました。昔と違っ

て真面目に取り組んでいることがわかりましたし、立派な人

材が大勢いましたので柏の将来は明るいと感じました。 

 

さて、今日は２２２２回の例会ですが、私の会長時に迎えら

れたと言うのは何か運命さえ感じます。クラブ活動計画書で

確認したら、創立は１９７５年 11 月ということでしたが、思

い出しますとこの年はオイルショック後で景気があまり良く

なかったんではないでしょうか？私は駆け出しのサラリーマ

ンでしたが、業界では結構企業の倒産があってバタバタして

た記憶があります。 

 

さて、「継続は力なり」という名言があります。このような組織には当てはまらないか

もしれませんが、これまで様々なトラブルはあったでしょう？先日、木村さんがお話し

てましたが、クレストホテルに落ち着くまで何か所も例会場が変わって大変だったよう

ですし、このような人材の集まりは結構人間関係のトラブルが発生しやすいと思います。 

 

しかし、いままでは危機的状況はなかったと聞いて

ますのでクラブの雰囲気がいいんだと思います。私

は２０１０年 9 月の入会ですので全部の例会を出席

したとしても５００回にはいかないわけで、やはり

歴史を感じます。 

しかも、何度もお話ししてますが、たまたま森市さ

んに誘われて今があるわけです。そして、入会して

からはサラリーマン生活では有り得ないと思う、幅

広い人脈ができました。こうゆうのが幸運なんでし

ょうね？ 
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幹事報告 幹事 寺田 康雄 
1. 米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けについて（依頼） 

 

2. 2023年決議審議会決議案提出のお願い 

    

3. 2023₋24年度第 11グループ『第 1回会長幹事会』開催のお知らせ 

        日時；2月 22日(水)18：00～ 

        場所；味すゞ亭『和香』 

 

R財団寄付に対しメジャードナー（$10,000）、米山功労者表彰 日暮 肇会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来賓挨拶  

RID2790 第１１グループ ガバナー補佐  

柏南 RC 猫田 岳治様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第２２２２回例会記念品 

柏エール（クラフトビール） 
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ニコニコ発表 
本人誕生日    寺田 康雄幹事   

浅野 秀樹会員 

川和 弘行会員 

 

 

ニコニコ（^^♪  日暮 肇会員 

（一ヶ月ぶりに復帰しました） 

 

 

 

 

 

出席報告     会員数５２名   欠席者７名   出席率８６.５３％ 

 

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。 

 

第５回 クラブ協議会 

クラブ管理運営兼戦略計画委員会 ゲイビ・アデル委員長 
 

プログラム委員会 金本 元章委員長 

下期活動報告   

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 嶋田 英明委員長 

下期活動予定 

1/6 家族新年例会 

                                   2/17さけたまプロジェクト 手伝い 

第２２２２回 通常例会 

https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
https://youtu.be/4i-pdX7YiAk
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3/9 八ッ場ダム 見学手伝い 

4/中 筍掘り 

4/28 インターゴルフ 

5/ 西南ゴルフ 

6/2-3 打ち上げ旅行 長野方面 

6/末 春野菜収穫祭 

6/末 親睦委員会 引き継ぎ 打ち上げ 

 

研修委員会活動報告 水野 晋治委員長 

下期活動計画は第２回の研修会を予定しています。 

時期は未定ですが、前回初級編より少しレベルを上げ、中級編の研修会にしたいと思っ

ております。 

 

出席委員会 上期活動報告 日暮 肇委員長 

下期は引き続き、ITツールを活用した正確な出席把握に努めます。 

 

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 助川です。下

期の活動計画を報告します。 

奉仕 PJ委員会には、４つの委員会がございます。 

 

職業奉仕員会は、水留委員長の下、3月 9日～10日

にかけ、八ッ場ダム視察見学を実施します。当た

り前のように蛇口から出る水道水、その源である

水脈の保護をするダムを見学することで、その意

味を知り意識に変化をさせたいと思います。また

今回の視察は、ロータリー財団の掲げる重点分野

の一つ、水と衛生につながるものであると認識し

ております。 

 

社会奉仕委員会は、勝田委員長の下、コロナ禍により地域のニーズを調べる活動は進め

づらいですが、継続する社会福祉事業への支援からクロスプロモーション（※両方が重

なるという意味）地域のニーズを探り一年毎に次に渡すことも視野に入れ、下期の委員

会を行います。次年度に活かして行きたいと考えます。 

 

青少年奉仕委員会は、櫛田委員長の下、『サケたま PJ』に取り組んでいます、11月 25

日に仕分けをした『サケたま』。2月上旬市内のロータリークラブ協力の下、ふ化した

サケの稚魚を利根川へ放流します。また、2月 18日～19日 南房総市に於きまして開催

される RYLAに参加します。 

 

国際奉仕委員会は、森市委員長の下、台中港東南扶輪社 姉妹締結 42 周年に向けまして、

2月下旬 訪問で打合せしました、計画を進めます。 
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会員増強委員会 湯浅 千晶委員長 

 
コロナの中、会員の皆様のお仕事の状況も以前とは

違うものになりましたでしょうか。 

会員数は５５名とずいぶん減りました。年齢ととも

に自然減もあります。常に新しい会員の入会は必須

です。 

 

まず入会した方に、ロータリーの存在意義を感じら

れる様にしたいと思います。 

さけたまプロジェクト、ゴルフ同好会コンペ、嶋田

会員畑訪問、こども園訪問、チューリップ球根植付

等、沢山のイベントを行っていただいています。新

しい会員とロータリー歴の長い会員との親睦懇親を

深め仲良くなり、更にそこにビジターの方をお誘いして、ロータリー入会に繋げられる

と良いと考えます。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

公共イメージ委員会 竹澤 雅彦委員長 

 
2022-23年度も下期となりました。上期に引続き下

期でも当委員会の事業を推進してまいりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

先週は新年例会が行われましたが、開始早々に機

材トラブルが発生し、Zoom中継とクラウドレコー

ディングが不調となり、映像記録が一部出来ない

事態となりました。上期は全般的に順調に記録で

来ていたため、大変残念ではありましたが、障害

発生原因が特定出来ているため、事前設営の手順

を見直して、同様の障害が再び発生しないよう対

応していく所存であります。 

 

また、YouTubeで限定公開している例会映像で、オープニング映像を下期から変更させ

てた頂きました。下期では 2種類のオープニング映像で制作させて頂きます。 

  

その他、当委員会へのご意見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。引続き年度末まで、ご理解ご協力を賜りますよう、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 
ロータリー財団委員長の増谷です。今までのクラブ協議会は所要で欠席の為、浅野会

員・住田会員に代理で発表をして頂きました。今日は、私から下期の活動計画を発表さ

せて頂きます 

。 
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昨年は、１０月に柏駅東口ダブルデッキ上で「猫田

ガバナー補佐。小林ガバナー補佐幹事」の音頭の下、

太田柏市長を始め第１１グループ５クラブから大変

多くのロータリーアンが集まりポリオデーを開催致

しました。 

 

又、１１月のロータリー財団月間では、「年次基金

１５０＄・ポリオプラス３０＄」のご寄付を会員の

皆様にお願いをさせて頂きました。その結果、恒久

基金を含め合計額では、８２クラブ中・第２位と成

りました。後一歩で、１位に成りますので「下期の

活動計画」として、年次基金・ポリオプラスのご寄

付を、後数名の会員の皆様、宜しくお願い致します。 

 

ちなみに、昨年度１８０＄をお願いいた時には、１０月には１＄＝１４５円・１１月に

は１４８円でした、今年１月のレートは１３２円迄円高に成りましたので、今月中でし

たら２３，７６０円に成ります。なんと２，８８０円も下がりました。今まで、円高に

成るのを待っていた会員の方ためらわずに、ご寄付をお願い致します。 

そして、塚本年度でも是非１位に成り２連覇を達成致しましょう！ 

 

以上で、ロータリー財団委員会からの下期活動計画とさせて頂きます。 

 

ロータリー米山記念奨学会 鈴木 桂三委員長 

 
ロータリー米山記念奨学会下期活動計画の発表を

させていただきます。 

 

基本的には上期同様米山記念奨学会奨学事業への

会員一人ひとりのご理解を深めて頂けるように活

動していきます。会員の中には一部米山記念奨学

会への支援を忘れている方がおります。自発的な

寄付を宜しくお願い致します。 

 

そして一人でも多くの奨学生を受け入れ特に近隣

諸国との親睦・相互理解を推進し関係改善の一助

になれるように活動したいと思います。 

 

また現奨学生の柳雯昕さんが３月には卒業されま

す。そこで３月３日（金）に送別会を実施したいと考えております。詳細につきまして

は後日カウンセラーの榊さんよりお知らせ致します。 

 



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
12：15～　順次食事
13：00～15：10　IM

〇 承認

〇
なし

〇 ③2023学年度米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けについて

引き受ける

〇
④台中港東南クラブ訪問について

参加者が負担するのもは飛行機＆宿泊
〇 クラブからの負担額を分かるように予算書を出してください。

次回に再度協議
⑤八ッ場ダムについて

〇 次回に再度協議

⑤報告事項
〇 ❐2022‐23年度12月決算報告　（資料添付）

❐島田宜尚・住吉寿泰・花島伸幸会員退会（12/31付け）
慶弔金支給規定により餞別を贈る

〇 ❐4/14（金）フレイルの公開例会について
　　　　

〇
　　　　

〇

〇

〇
●次回理事会　2023年2月3日（金） 【例会終了後】

①2/21(火）『第11グループIntercityMeeting』について

⑥その他

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

助 川 昌 弘

鈴 木 桂 三

増 谷 信 一

嶋 田 英 明

金 本 元 章
②2023年決議審議会決議案提出について（締切り3/15）

    柏西ロータリークラブ2022-23年度　第8回　理事会議事録

　2023年 　1月  13日　

ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

塚 本 英 夫

浅 野 肇


