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　みなさま、こんばんは！
　先日、今週の月曜日に浦安ベイ
ロータリークラブの認証状伝達式に
参加してまいりました。2790 地区で
は実に 10 年ぶりとのことです。
　認証状伝達式は、なるほどこうな
のかというものでしたが、その後の
記念講演がすごくおもしろくて興味
深いものでした。体操のロサンゼル
スオリンピックの金メダリストの森
末慎二さんです。内容は「緊張とプ
レッシャー」という演題でした。こ
の内容はまた後日お話しすることに
して、火曜日の夜はサッカーの W
カップのパラグアイ戦でした。本当
に惜しくも PK で負けましたが、日
本代表に感動をありがとうと言いた
いです。
　さて、今年度 RI 会長レイ・クリ
ンギンスミス氏は、テーマを「地域
を育み、大陸をつなぐ」です。「ロー
タリアン以外の人々にロータリーの
目的を説明すること」と「ロータリ

も力を入れたいと思います。
　昨年作りましたうちわも残ってま
すし、柏まつりに参加している唯一
の奉仕団体として、ロータリーって
こういうものなんだなと、世間の人
に知って頂きたいと思います。手賀
沼マラソンにも参加しようと思って
います。走るということではなく、
何かロータリーの宣伝をしたいと
思っています。
　又、今年度から新世代奉仕が四大
奉仕部門に加わり、五大奉仕になり
ました。柏西 RC には提唱ローター
アクトクラブがあります。
　しかしながら、今年度は 8 名から
のスタートです。私もアクトの出身
ですが、私の時は40名以上いました。
やはり、人数が少ないと活動も限ら
れてしまいます。
　人数を増やすにはどうすればよい
か、我々もそうですけど、やはりロー
タリーのことを世間の人々に知って
頂くのが良いと思います。それには
どうすれば良いか、それをこの 1 年
で考えながら活動していきたいと思
います。
　みなさま方の御協力をお願いして
私の会長挨拶とさせていただきま
す。

会長報告

アンにロータリーの原則の重要性を
再認識してもらうこと」この 2 つの
目標を満たす簡潔なテーマが「地域
を育み、大陸をつなぐ」なのです。
そして今年度、2790 地区織田ガバ
ナーは、各クラブがすべてのロータ
リーの奉仕の構成要素であり、基盤
となります。そして私たちは綱領を
遵守する義務を負っています。まず
は足下を見つめて活動をしていくと
言っています。
　私もそう思います。
　ロータリーの基本は例会にあると
思います。週一回の例会に集い、例
会の場で職業上の発想の交換を通じ
て分かち合いの精神による事業の永
続性を学び、友情を深め自己改善を
図り、その結果として奉仕の心が育
まれていきます。例会で高められた
奉仕の心をもって、それぞれの家庭、
職場、地域社会に帰り、奉仕活動を
実践するのです。
　私の人事の目玉として SAA と親
睦活動を会長経験者にやって頂こう
と思い、お願いしたら、快く引き受
けてくださいました。先ほども発表
しましたが、SAA に嶋田秀明 34 代
会長、副 SAAに中村パストガバナー
と前地区幹事長の鈴木子郎 22 代会
長です。そして、親睦委員長に鈴木
桂三 33 代会長、親睦副委員長に榊
隆男 30 代会長です。
　必ずや楽しい例会をつくっていた
だけるものと思います。
　それと、ロータリーの広報活動に

第1674回例会　2010.7.2

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1674回　例会（2010.7.2）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/
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森 市　直 樹　幹事
幹事報告

今年1年宜しくお願い
いたします！
中村 佳弘 会長

ご招待ありがとう
ございます
飯合 幸夫 会員

BOXありがとう！

出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　
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1. 中村博亘ガバナーより事務所閉所報告並びに御礼の挨拶が届いています。

2. 織田吉郎ガバナーより2010-2011年度地区の役職に委嘱状の送付
 中村博亘会員　地区表彰委員会委員長
 　　　　　　　地区 ( 諮問・指名・財務 ) 委員会　委員
 飯合幸夫会員　第 10 分区ガバナー補佐
 鈴木桂三会員　ロータリー財団委員会奨学金小委員会委員

3. 中村博亘会員へ米山功労者 (米山記念奨学会寄付 )第 4回マルチプルの
 感謝状が届きました。

4. 2010-2011年度地区大会記念・親善チャリティーゴルフ大会の案内
 日　時　　10 月 4 日（月）
 場　所　　レインボーヒルズカントリークラブ
 登録料　　20,000 円
 ※ホテルバレンシア宿泊 ( 一泊 ) 無料
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柏西 RC 役員交替式

　みなさまこんばんは！
　柏西 RC 第 36 代会長の中村です。
本日は秋山市長様はじめ、中村博亘パ
ストガバナー、飯合第 10 分団ガバナ
補佐、パートナーの皆様、柏 RAC、
元米山奨学生の皆様、出席して頂きま
ことにありがとうございます。

　さて、我々柏西 RC は昨年度、中
村ガバナーを輩出して、地区大会、
地区のゴルフ大会そして創立 35 周
年という記念すべき年でありまし
た。皆様本当に御苦労様でした。昨
年度がたいへんだったから今年は少
し一休みしようと考えている会員の
方はいらっしゃらないと思います。

　ロータリーは日々進んでいます。
36 年目の新しいスタートとして気持
ちを新たに中村と森市幹事と共に歩
んでいただきたいと思います。皆様
方の御指導･御鞭撻をよろしくお願
いして、簡単ではございますが会長
就任のあいさつとさせて頂きます。
　本日はありがとうございました。

会長あいさつ

鈴木 子郎　　

森市 直樹

神林 聖光

● ロータリー暦記念品贈呈

木村 和俊（30年）

● 前年度出席優秀者表彰

安川 武年

嶋田 英明

田代 健一

鈴木 桂三

● ロータリー財団寄付優秀者表彰

岡田 靖子



柏西 RC 役員交替式
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柏西ロータリークラブ　臨時（新旧）理事会　議事録　

2010 年　7月　2日　17時 30 分

金  本   元  章

【旧理事会】

　①2009～2010 年度収支決算について

　②報告事項　□新入会員候補者 6/25 持回り理事会で承認

　　　　　　　　中嶋利生様　　（有）ナビック　代表取締役

　　　　　　　□退会届（6/30 付）受理

　　　　　　　　井上清・香島一彦・田代充・田中一成 会員

【新理事会】

　①2010～2011 年度収支予算（案）について

　②2010～2011 年度年間行事予定（案）について

　③その他　□服装（クールビズ）について

　　　　　　　上着・ネクタイ非着用（但し、襟付きシャツ）

承認

承認

承認

承認

承認

承認

直前会長

次回の例会は7月16日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎
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　皆様こんにちは。先週の役員交替

式、無事終えることができ、ありが

とうございました。会員の皆様、さ

らにパートナーの方々からもはげま

しのお言葉を頂き、本当に力強く感

じました。森市幹事と共に一年間

しっかりとクラブ運営ができるよう

頑張っていきたいと思います。

　再来週はガバナー公式訪問があり

ます。その 2 週前にガバナー補佐が

お見えになっての卓話があります。

よろしくお願いします。

会長報告

第1675回例会　2010.7.9

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　飯合 幸夫 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1675回　例会（2010.7.9）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市　直 樹　幹事
幹事報告

その他報告

1. 地区財団セミナーの案内
 日時　8月 8日（日）13：00 ～ 15：30
 場所　京葉銀行文化プラザ

2. 地区大会のお知らせ
 期日　11 月 6 日（土）・11 月 7 日（日）
 場所　銚子市青少年文化会館・銚子市体育館

3. 柏南ロータリークラブ『納涼例会』の案内
 日時　8月 3日（火）18：00 ～
 場所　廣池学園　麗澤キャンパスプラザ 1F
 ビジターフィー　3,000 円

4. 受信《活動計画書》柏南RC

■新入会員認証式
　中島利生会員

●推薦者　金本元章会員
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BOXありがとう！
出席報告

今日のお料理
会員数　

欠席者　

金子、ゲイビアデル、佐藤、
椎根、染谷、日暮、富士川、
柳、吉野、渡邊、渡辺
　　　　　　　　　出席免除8名含

出席率　

53名

11名

79.24％
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次回の例会は7月23日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

お誕生日おめでとう！
鈴木 健吾・秋山 弘昭・
後藤 浩一郎・金本元章 会員

パートナー誕生日おめでとう！
勝田 健一・川和 弘行 会員

結婚記念日おめでとう！
田代 健一 会員

　本年度RIレイ・クリンギンスミス
会長のテーマは「地域を育み、大陸を
つなぐ」です。
　これまでのRIテーマはロータリア
ンにのみ呼びかけるものが多かった
ことから
1）ロータリアンのみならず、一般の
　人にも呼びかけられるテーマを
2）エレベータースピーチ（エレベー
　ターに乗ってから降りるまでの短
　い間）でロータリーの目的を説明
　できること
3） ロータリアンの情熱、独創性、寛大
　さを表す言葉を
といった趣旨を間欠に表した適切な
言葉であります。
　また、2010～2011年度会長賞への
参加を求めています。
　本年度織田ガバナーの地区テーマ
は「スタイル（様式）を磨こう」です。
　織田ガバナーはニーチェの言葉と
して、「ある年齢を超えたとき、人は
スタイルを問われる。スタイルとは
（一貫した自分らしさ）だ。これがな

飯 合 幸 夫　幹事
卓話 い人間は周囲から見ても存在感が薄

い。そのスタイルを作る道は「短い習
慣の蓄積だ」と。ロータリークラブも
人と同じです。
　地区内のそれぞれのクラブは長い
年月をかけて、1業1会員制、例会重
視、職業奉仕の概念、四大奉仕という
型などの習慣を積み重ね、ロータ
リーならではのスタイル（様式）を作
り上げてきました。それにクラブ独
自のDNAが先輩達から引き継がれ
て、それぞれのクラブの個性となっ
てきました。
　そのスタイル（様式）に今、危機が
おとずれています。何が「不易・変わ
らない事」で、何が「流行」か、を各ク
ラブで徹底的に討論してほしいと
願っています。その過程でクラブの
「物差し」がより高い質を持ち、それ
がクラブのスタイル（様式）を磨くこ
とにつなげてほしいとの事です。
　また、地区の活動は「クラブが綱領
を推進するのを助けること」を唯一
の目的とする。としています。ガバ
ナーとして「クラブの自治を推進す
る」手助けがしたいとのことです。
　そのような訳で、本年度の地区大

会は全員登録の勉強する年次大会に
なります。
　11月6日（土）7日（日）に銚子で開催
されます。奮ってご参加をお願いい
たします。
　また、ガバナーの要請で、第10分区
情報研究会が全員登録で10月8日
（金）に当クレストホテルで柏西クラ
ブ主催で行われます。
　そのほか、年が明けてからIM合同
例会等も開催されます。
　今年一年間まじめな織田ガバナー
のもとで補佐を務めさせていただき
ます。杉山補佐幹事ともども宜しく
お願いいたします。
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　皆様こんにちは。
　昨年度は中村ガバナーを輩出した
り地区大会、創立35周年の式典及び
祝賀会があり大変だったと思いま
す。
　しかし、ロータリーには一休みは
ないということで、今後も走ってい
こうと思っています。
　さて、本年度の活動方針を発表さ
せて頂きます。
1. 青少年からリーダーシップを作り
　皆さんの考えを広く広めること
2. 広報
　世間へのロータリーの認知度向
　上。ロータリーの考えや奉仕の理
　想を伝え、会員を増やす
　以上を重点に置き、他の活動も合
わせ 今後も活動していきたいと
思っております。

　「超我の奉仕」は、ロータリーの第
一の標語です。すべてのロータリア
ンには、地元はもとより世界中の地
域社会において、奉仕を通じて人々
の生活の質の向上させる方法を見出
し、教育的・人道的プロジェクトの立

　ロータリー財団の使命は、「地域レ
ベル、全国レベル、国際レベルの人道
的、教育的、文化交流プログラムを通
じて、ロータリーの綱領とロータ
リーの使命を遂行し、かつ世界理解
と平和を達成しようとする国際ロー
タリーの努力を支援することである
（760）。」と規定されています。
　当クラブでは、今年からロータ
リー財団委員会に二つの小委員会を
設け活動していきます。
　一つの小委員会は「年次・恒久基金
小委員会」であり、もう一つの小委員
会は「ポリス・プラス小委員会」です。
　「年次・恒久基金小委員会」では、次
の年次寄附と恒久基金への寄附をお
願いしています。
１．年次寄附
　①年次寄附………ロータリアン
　　一 人毎年100ドル
　②ポールハリスフェロー
　　一人1,000ドル
　③マルチプルポールハリスフェ
　　ロー　一人500ドル（認証ポイン
　　ト利用）

　＊1,000ドルは難しいという会員に    
　　は、「財団友の会」という制度が
　　あります、年間一人100ドルを10
　　年間に渡り寄附をする制度があ
　　りますのでご利用ください。
２．恒久基金
　　ベネファクター　一人1,000ドル
　　これらの年次寄附及び恒久基金
　　について、年間50万円を目標に
　　定めました。
　「ポリス・プラス小委員会」では、
2790地区でのポリオチャレンジ2億
ドル（会員一人年間6,000円）の目標達
成の為、現在行われている例会での
小銭寄附を継続するとともに、小委
員会の皆さんと強調して、会員数×
6,000円の目標額を達成していきた
い。
　会員各位のご理解とご協力を頂い
て、これらの目標の実現に向かって
努力いたします。

司会：森 市 直 樹　幹事

中村 佳弘 会長

増谷　信一　委員長

第一回クラブ協議会

■活動方針

■奉仕プロジェクト委員会

高田　住男　委員長

■ロータリー財団委員会

案と実施を致します。
　柏西ロータリークラブでは、職業
奉仕〔職場見学会の実施〕・社会奉仕
〔柏まつりやごみゼロ等の実施〕・人
間尊重〔街頭献血の実施〕・新世代育
成（ＲＡＣ、ＲＹＬＡ）〔ローターアク
トの支援、地区ＲＹＬＡセミナーの
参加〕・世界親睦活動（姉妹クラブ）
〔台湾台中港東南扶輪社締結30周年
の開催〕の５つの小委員会が組織さ
れております。
　各小委員会と連携をとりながら、
一年間共に奉仕活動を実施して参り
ます。
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　ＣＬＰ導入３期目に入り、クラブ
会報、ホームページの配信等新たな
取り組みも浸透してきたところだと
思います。
　広報委員会としては、ロータリー
クラブの行っている活動を地域の
方々に理解を深めてもらい奉仕活動
を紹介することなどを目的としてい
きたいと思います。

活動計画
①前委員会の行っていた活動の継続
②ホームページの見直し、積極的な
　広報活動の推進
③クラブ会報の充実と見直し
④各委員会と協力し多くの会員にも
　参加してもらい広報活動を実践
　・柏まつり配布物への広報活動の
　　支援
　・献血キャンペーン時の人員増大
　　及びＰＲ方法
　・ゴミゼロ運動、老人ホーム慰問
　　等参加、ＰＲ方法の検討
　各会員のご協力宜しくお願いいた
します。

　会員が日常的に気軽に例会に参加
して、奉仕を実践し、会員同士の親
睦を深める、と言ったクラブ活動の
活性化、クラブの維持発展に不可欠
な要素がこの管理運営委員会を構成
しているプログラム委員会、親睦活
動委員会、出席委員会です。今年度
は中村会長の活動方針、即ち例会の
充実、懇親を深めクラブ・ライフを
更に楽しく、ＣＬＰの更なる推進に
十分留意して活動して参ります。ま
た例会の効率化、簡素化の途を探っ
て行きたいと思います。

神林　聖光　委員長
■クラブ広報委員会

安川　武年　委員長
■クラブ管理運営委員会

クラブ会員数の推移　
（2010 年５月 28 日現在）
2005～2006　51 名
2006～2007　51 名
2007～2008　49 名
2008～2009　53 名
2009～2010　55 名
2010～2011　57 名

川和　弘行　委員長
■会員増強委員会

　今年度、ＲＩ会長のテーマにロー
タリーの目的を広く社会にＰＲしよ
うとあります。
　その為にも会員増強はかかせませ
ん。大変厳しい経済状況ですが、ロー
タリーの奉仕の活動が希望と不況脱
出の一助となれば幸です。
　皆でがんばりましょう。

本年度委員会目標
◎クラブ全会員に１名以上の入会候
　補者を推薦してもらう。
◎現会員の退会者が無いようにクラ
　ブ奉仕委員会と協力する。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

中 村 佳 弘　会長

第 2790 地区 会報　第1649号

　こんにちは！！
　会長報告をさせて頂きます。
　ワールドカップも終わり、無敵艦
隊といわれるスペインが優勝しまし
た。
　そして、参議院選挙も終わりまし
た。
　与党が負けて野党が勝ったじゃな
くて、いままで重箱のすみをつつく
ようにお互いの粗探しをしてやって
きましたが、良い法案はお互いに手
を取り合って検討してやっていけば
良いと思っています。
　さてみなさん、来週はガバナーの
公式訪問です。最初の 1 時間は通常
例会でガバナーの卓話を頂きます
が、そのあとクラブ協議会を開きま
す。

　今回のクラブ協議会はテーブル
ディスカッションを行います。
　テーマは「会員増強と退会防止」
です。各テーブルでこのテーマにつ
いて話し合って頂き、あとでテーブ
ルリーダーに発表して頂き、最後に

会長報告

第1676回例会　2010.7.16

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　榊 降夫 委員長

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1676回　例会（2010.7.16）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

岡 田 靖 子　会員
委員会報告

1. 八幡苑にお届けするタオルの件

水 野 晋 治　会員

2. 週報について

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 受信《活動計画書》柏RC・沼南RC
 　　  《週報》流山RC

ガバナーに講評して頂きます。みな
さんもあと 1 週間ありますので、何
か考えてきてください。
　よろしくお願います。
　以上で会長報告を終わります。

23 日にお持ち頂くか、または直接八幡苑に「ロータリーです」と
お届けください。

ホームページにアップしていますが、来週以降メールアドレスを
教えてもらえれば、メールでお届けすることも考慮中。
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BOXありがとう！

出席報告今日のお料理
会員数　

欠席者　

秋元、秋山、小澤、河西、
ゲイビ、小林、佐藤、
染谷、日暮（誠）、富士川、
吉野、渡辺

出席率　

52名

12名

76.92％

ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ

52名

12名

次回の例会は7月30日（金）夜間例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

写真ありがとう！
鈴木 子郎 会員

ニコニコあまり入ってないので
森市 直樹 幹事

　今年度の中村佳弘会長、森市直樹
幹事は、例会のプログラム委員会の
役割を、従来の卓話を誰にしてもら
うかということより、幅広く捉え、例
会のすべての仕切りを当プログラム
委員会の役割として考えているよう
です。
　従いまして、今まで、次回の例会案
内は、幹事が行っていましたが、これ
も当プログラム委員会の役目という
ことで、交代式の時にも、皆様方に、
月の第一例会(理事会が開催される
例会)には、食事時間を早めて、例会
を充実させるというお知らせを致し
ましたが、皆様には、なんでプログラ
ム委員会がという思いがおありかと
存じますが、今年度の方針ですので
お許しくださいますようお願いいた
します。
  さて、本年度、RI会長テーマであり
ます、「地域を育み、大陸をつなぐ」、
また、当クラブ中村佳弘会長の活動
方針に添ったプログラムの編成を行

榊　降夫　委員長
卓話 い、ロ―タリー情報、地域の各種情報

を会員が共有し、その上で、会員の 
「奉仕の理想」に向けての、更なる実
践活動の推進に寄与いたしたいと考
えます。

①会員がロ―タリーに関する情報を
共有するためにそれぞれの強調月間
において、担当の委員会から卓話を
していただきます。
②ロ―タリアンが地域社会に対し
て、「奉仕の理想」をどう実践できる
のか、他のロ―タリークラブがどう
取り組んでいるか、更に、当地域にお
いて他の団体、個人によって、どのよ
うな奉仕活動が展開されているか、
他クラブ会員をはじめ、地域の各種
の団体等の多彩なゲストを迎えて卓
話をしていただきます。
③卓話だけのプログラム編成でな
く、例会全体を通じて、会員が楽しく
有意義な時間を過ごせるよう、音楽、
映像等についても十分考え、例会の
充実を期します。
④親睦活動委員会、他の関係する委
員会と連携のもと、クラブの活性化

に寄与します。
　充実した例会とすべく努力いたし
たいと考えますが、皆様にもご協力
よろしくお願いいたします。

①各委員会報告については、スムー
ズに進行するため、報告がある場合
は、スタンバイを早めにお願いいた
します。
②例会が、ロ―タリーの奉仕に関す
る学びの場であると同時に、人間と
して様々なあり方を学ぶ場として充
実を期したい。その意味からも、諸先
輩の行動を通して、いろいろなこと
をお教えいただきたい。

塚本 英夫 様

今日のビジター
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柏西ロータリークラブ　2010～2011 年度　理事会議事録　

2010 年　7月　9日　13時 40 分

森  市  直  樹幹　事

弁当は髙島屋さんへ注文

×
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

中 村 佳 弘　会長

第 2790 地区 会報　第1650号

　皆さんこんにちは
　本日は織田ガバナーをお迎えして
の公式訪問です。
　特に緊張もしないで普段通りやり
たいと思っています。
　皆さんよろしくお願いします。
　さて、梅雨が明けたとたん連日
35℃以上の猛暑日が続いています。
皆さん体調管理の方は大丈夫でしょ
うか？
　よく熱中症と言われていますが、
熱中症とは外気においての高温多湿
等が原因となって起こる症状の総称
です。

　熱中症の種類には病態の違いから
次の４つに分類されます。
①熱失神②熱痙攣③熱疲労
④熱射病＝日射病

会長報告

第1677回例会　2010.7.23

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　織田 吉郎 ガバナー

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1677回　例会（2010.7.23）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

①熱失神
原因
　直射日光の下での長時間行動や高
温多湿の室内で起きる。発汗による
脱水と末端血管の拡張によって、体
全体の血液の循環量が減少した時に
発生する。

症状
　突然の意識の消失で発症する。体
温は正常であることが多く、発汗が
見られ、脈拍は徐脈を呈する。

治療
　輸液と冷却療法を行う。

分類
　I度

②熱痙攣
原因
　大量の発汗後に水分だけを補給し
て、塩分やミネラルが不足した場合
に発生する。

症状
　突然の不随意性有痛性痙攣と硬直
で生じる。体温は正常であることが
多く、発汗が見られる。

治療
　食塩水の経口投与を行う。

分類
　I度

③熱疲労
原因
　多量の発汗に水分・塩分補給が追
いつかず、脱水症状になったときに
発生する。

症状
　症状は様々で、直腸温は 39℃程度
まで上昇するが、皮膚は冷たく、発
汗が見られる。

治療
　輸液と冷却療法を行う。

分類
　II 度

④熱射病
原因
　視床下部の温熱中枢まで障害され
たときに、体温調節機能が失われる
ことにより生じる。

症状
　高度の意識障害が生じ、体温が
40℃以上まで上昇し、発汗は見られ
ず、皮膚は乾燥している。

治療
　緊急入院で速やかに冷却療法を行う。

分類
　III 度

（ウィキペディアより）

※詳しくはウィキペディア（http://ja.wikipedia.org/wiki/熱中症）ページを見て下さい。　
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森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 8 月のロータリーレート　1ドル＝88円

2. 鈴木子郎会員へロータリー財団より年次寄付 (マルチプル )の寄付に対し、ピンの
 送付

3. 榎本洋史会員へロータリー財団より恒久基金 (ベネファクター )の寄付に対し、
 認証状

4. 山田修平 (木更津東RC) ガバナー・エレクト事務所開設のお知らせ
  所在地：木更津市請西東1-5-4
  電話№ ：0438-72-2790
  FAX№ ：0438-72-2794

5. 地区より『千葉国体・千葉スポーツ大会』の協力（会員一人500円）依頼
 ロータリアン・公共機関関係者用の「ようこそ選手団・お迎えバッジ」30,000個
 作成経費（130万円程度）　※強制無

6. 例会変更・休会のお知らせ

 　□ 松戸東RC： 7/23( 金 )18：00～ガバナー公式訪問夜間例会
 　□ 印西RC： 7/28( 水 ) 夜間例会
   8/11( 水 ) ガバナー公式訪問
   8/18( 水 ) 休会
 　□ 柏RC： 7/28( 水 ) 夜間例会
   8/18( 水 ) 休会
 　□ 沼南RC： 7/29( 木 ) 移動例会
   8/12( 木 ) 休会
 　□ 我孫子RC ： 8/3（火）ガバナー公式訪問
   8/17（火）休会

7. 受信《週報》柏RC
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出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

秋山、小澤、河西、金子
佐藤、東海林、髙田
中嶋、日暮（肇）、日暮（誠）
富士川、吉野、渡辺

造り） 鮪の辛子味噌掛け　分葱

煮物） 揚出豆腐　そばの実あん
 打葱一味

メイン） 天婦羅うどん（冷し）
 　海老メゴチ
 　茄子 青唐 丸十 蓮根

食事） 鶏入り五目飯

香の物）　あきしば漬　沢庵

出席率　

53名

12名

77.36％

あきしば漬　沢庵

53名

12名

　経済先進国、とりわけわが国ロー
タリーの衰退は私達が今待ったなし
の危機の真っ只中にあることを示し
ています。その原因は長引く不況の
影響だけではとても説明がつくもの
ではありません。私達は今ここにあ
る危機にどう対処したらよいので
しょうか。
　それにはまず、この危機の原因を
多面的に分析し、その後に自分達の
力で改善できるものから着手してゆ
くことが必要となります。多少時間
はかかるかもしれませんが、クラブ
自身で分析を進めてゆくその過程こ
そが危機脱出への突破口になる筈で
す。
　私の考える日本のロータリー危機
の構図につきましては例会時にお話
しましたので、紙面の関係でここで
はその中から「品格あるクラブの条
件」として、クラブ運営の改善に役立
てていただけるかもしれない2つの
提案をします。
　１つめは自治意識の高揚です。幕
末開国時に日本を訪れたイギリス人
が江戸市中で庶民が瓦版を立ち読み
しているのを見て、日本を植民地化
することをあきらめたといいます。
２００年以上にわたる鎖国で外国の
文化と隔絶されていたにもかかわら
ず、世界一の識字率を誇っていた文

■柏祭り
　写真はホームページへ掲載してお
ります。

【参加者】
榎本、中村(博)、中村会長、田代(健)、
岡田、高田、湯浅、神林、嶋田、川和、
水野、秋元、森市、杉山、東海林、小林

織田吉郎 ガバナー
卓話 その他報告化レベルの高さが日本を救ったので

す。今私達は江戸人の持っていた文
化（ローカリズム）の貯金を使い果た
してしまったのでしょうか。ひたす
らグローバリズムに流されて、今で
は本当の文化はどこか他所のところ
で作られるとすら思っています。自
前の文化や伝統を軽視する姿勢は
ロータリーにおいても同じです。「自
分のクラブは自分で守る」という自
治意識を育まねばなりません。単に
ＲＩに追随するのではなく、自分達
で自分達の基準（物差し）作りをす
る、そのためにロータリーの原則を
今一度全員で学びなおしてみる、そ
の過程で会員が育ち、理事会の権威
が増してゆきます。
　２つめはクラブに平等の精神世界
を育むことです。
　例会には、地位や権力や富等およ
そ世間で重んじられるものを脱ぎ
去って純粋にただの人間になって参
加することで、その場に均一的平等
の精神世界をつくることができ互い
が無一物同士となって磨きあうこと
ができます。その時私達は皆対等で
平等、そんな例会を通じて人柄を少
しでも清らかで高雅なものにしてゆ
こう、そして日々研鑽した私達の精
神世界を家庭や職場はもちろんのこ
と職業倫理を高めることによって、
地域に影響を及ぼしてゆこう…それ
がロータリーです。高い平等の成熟
度は魅力あるロータリアンを育みま
す。そして会員の友愛の深まりは結
果として質の高い例会へと結実して
ゆくのです。
　以上、２つの提案は、品格あるクラ
ブ作りに役立つだけでなく、今ある
日本ロータリーの危機を突破する
きっかけ作りにもなるのではないか
と考えています。

次回の例会は8月6日（金）です。
食事　12：00～12：30　点鐘　12：30に変更になります。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

「品格あるクラブの条件」
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■新入会員認証式
　渡邉治雄会員

■エコキャップ回収報告

その他報告
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　織田ガバナーから日本のロータ
リークラブは今存亡の危機にあると
いうお話がありました。
　25％会員が減っているという事は
4人に１人という事です。
　今年度は57名を目標としており
ます。
　また、会員拡大の裏返しには退会
防止という事があります。
　その辺りの事を皆様で話し合って
下さい。

　2790地区の織田ガバナーをお迎えし
て第2回クラブ協議会を開催しました。

　毎週例会はきついという話も出た
が、毎週会わないと寂しいという意
見も出た。
　結果的に毎週あって然りという意
見が大半だった。

　会費が高いという意見もあるが、
逆に会費を下げると会員が増えるの
かという話もある。

　昼の時間を作るのが大変という意
見が出たが、その時間を作ってこそ
ロータリアンであり良い経営者であ
るという事でまとまった。

　バッジがあればメーキャップで世
界中の超一流のホテルでも入れるの
で他の地域の例会もぜひ行ってみて
はどうかという意見が出た。

　柏西クラブは年代間のバランスが
非常に良いのではないか。

　せっかく入会しても５年以内の退
会率が高いようだ。
　経済的理由で退会される方も出て
きている。

　会としてのイメージアップ、広報
宣伝活動は必要であろうという意見
が出た。

　普段からバッジを付けてロータリ
アンとしての自覚を持とう。

 川和　弘行　委員長

第二回クラブ協議会

■初めの言葉

■Aテーブル

■Bテーブル

　会費がひとつのネックではないか
という意見がある。

　女性がもっと増えるとより良いの
ではないか。

　ロータリーに入って人と人との繋
がりができて、より自分を高めてい
こうとか、刺激が増えた。
　そういう良さをもっと知って欲し
い等の意見が出た。

　もう少しＰＲを考えてみてはどう
かという意見が出た。

　ロータリーは人と人とのつながりで、
自分を高め、自分の商売を高め、そう
いうところであるという意見が出た。

　皆さん本質を突いていらして驚き
ました。
　当地区で一番安い会費は東金
ビュークラブで年間12万です。日本
国内ですと、財団の学友が集まって
いるクラブで５万円。
　その他６万７万、８万と続きます。
　世界の情勢としては段々と会費を
下げている傾向にあります。
　メンバーを増やしているところは

■Cテーブル

■織田ガバナー講評

　短期間での退会の防止を考えた方
が良いという意見が出た。

　スポンサーが例会でも横について
しっかりフォローする。

　若い世代を見つけ、育てて行く事に
よって将来のリーダーを育てられる。

　会費についてもネックではないか
という意見が出た。

　世界では朝例会というのが多いそ
うだ。時間をつくりやすいという意見
が出た。

■Dテーブル

大変会費が安い。
　世界では朝例会が40％次が夜例会
で35％、昼例会が25％実は世界では
一番すくないのです。
　日本では圧倒的に昼例会です。
　非常に驚いた話で、ＲＩの理事が
話をしていたのですが、アメリカの
ある街で住民が7,500人しかいないの
に179人のロータリアンがいるそう
です。
　昼例会をしていた時は106人だっ
たが、朝例会をするクラブを作り73
人になったそうです。その結果その
街には179人ということです。
　聞くと自分達のクラブでは増強と
いう事を全く考えた事がないという
のです。しいて言えば私達がやって
いる事を街の人達が見ているので
しょうと言うのです。
　ロータリーは奉仕をする団体では
ない。基本的には奉仕をする事は何
もない。ロータリーは奉仕をする人
の団体である。と言ったのは米山梅
吉さんです。
　恐らく7,500人の街のロータリーも
一斉に半纏を着て何かをやるのでは
なく、それぞれのエリアでそれぞれ
が活動し、それが行きわたっている
のだと思います。
　先程から皆さんのお話を聞いてい
て、全体が右肩下がりの中、こうして
維持していらっしゃるのはなぜかと
少し分かった気がします。
　皆さん非常にフットワークが軽
い。汗をかく事に非常に研ぎ澄まさ
れている。
　まさにロータリーは奉仕をする人
の集まりという事を実践されている
というのがこのクラブではないかと
思いました。
　例会を楽しくするというにはどう
したらいいか。
　私が入会したての時、あるパスト
ガバナーに例会後呼ばれ話を聞く
と、「ロータリーで一番大事なのは平
等だ」というのです。
　あなたはロータリー歴もなく若い
が何も心配する事なく、堂々と振
舞って下さい。
　ロータリーの皆さんはあなたから
何かを学ぼうと思っています。
　そしてあなたも他の人から学べま
すよ。全くイーブンなんです。
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2010年規定審議会において採択された制定案10-27により、クラブ定款第9条(出席)第5節(出席の記録) が改正されました。
また、採択された制定案10-21および10-23により同条第3節(a)および(b)がそれぞれ改正されましたので、以下に変更箇所
を記載します。

第9条 出席
第3節　理由のある欠席。　次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
　　　 (a) 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限
　　　　  を持つ。 このような出席規定の適用の免除は、最長12 カ月間までとする。
　　　 (b) 年齢が65 歳以上の会員で、かつ、一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合
　　　　　計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事
　　　　　会が承認した場合。
第4節  RI役員の欠席。　会員が現役のRI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 出席の記録。  本条第3節(b) または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員はがクラブ例会に出席した場合、 
 　 その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれないるものとする。

この結果、出席率を計算する際に以下の計算式をご使用頂くこととなります。

出席率の計算式

 

A:　出席免除の適用を受けていない会員数
B:　定款第9条第3節(a)の出席免除の適用を受けた会員数
C:　定款第9条第3節(b)および第4節で出席免除の適用を受けた会員で出席した会員数

出席率の算出

×100%
免除会員を含む出席した会員数

A+B+C

平等が一番大事なんですよ。と聞い
たんです。
　その後例会を重ねていく内、その
意味が分かって来ました。それは例
会に入る時にそれぞれの鎧を脱ぐと
いう事がとても大事なんだというこ
とです。

　それぞれの会員が持っている社会
的地位であるとか、資産の大小であ
るとか、学歴であるとか、ロータリー
歴、年齢といった世俗の論理という
ものを一回はずして例会に入る。
　そしてお互いが平等の関係の中で
お互いに磨き合う。だから楽しいし、

わだかまりがない。そして帰る時は
またその鎧を着て帰ればいいので
す。
　ロータリーは均一的平等の精神世
界と私は思います。その成熟度が高
いという事はとっても良いクラブで
はないかと思います。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

中 村 佳 弘　会長

第 2790 地区 会報　第1651号

　みなさん、こんばんは！
　前回の例会ではガバナー公式訪問
も無事に終わり、ご協力ありがとう
ございました。
　そして土曜日には私と岡田社会奉
仕委員長と 2 人で、吉野会員の八幡
苑に行き、みなさまから頂いたタオ
ルを渡してまいりました。
　そして日曜日の柏まつりでは、子
供たちに縁日セットを配り、よろこ
んでもらいました。みなさま方の協
力、本当にありがとうございました。
　さて本日は夜間例会です。
　第 5 例会まであるときは、その第
5 例会を夜間例会にするという規定
を読んだことがあるのですが、とに
かくそう決めました。夜間だからと
いってアルコールはでません。
　今から 19 年前位でしょうか、
1991～92 年の会長でした榎本ゲ

タ屋のおやじさんの時に、月の
最終例会はすべて夜間にすると
いうことを行いました。
　榎本 - 藤本年度です。その時
親睦委員長をやらせて頂き、と
てもおもしろかったことを覚え
ております。
　今日は疲労について少しお話し
ます。
　「疲れた」「しんどい」といっ
た疲労感は私たちに休息の必要
性を知らせるためのアラームの
一つです。
　身体の異常を知らせるアラー
ムは 3 つあります。一つは疲労、
あと 2 つは何だかわかります
か？そう「熱」と「痛み」です。
　疲労には 2 つありまして、1 つ

会長挨拶

夜間通常例会

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　鈴木 桂三 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1678回　例会（2010.7.30）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

は疲れていても、一晩ぐっすり
眠れば回復する程度のもの、こ
れを「生理的な疲労」といいます。
　もう一つは「寝ても疲れがと
れない」「朝から疲れがたまって
いる」「休んでも疲れが抜けない」
と疲労感が持続することを訴え
る人が増えています。これを「慢
性的な疲労」といいます。
　一旦休養して、エネルギーを
修復に投入する必要があります。
つまり細胞活動が低下し、早急
に修復する必要があるというア
ラームが疲労感です。
　とりあえずアスコルビン酸、
ユビデカレノン（ノイキノン）
補中益気湯が良いと思います。

クレデンシャル8月号より
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BOXありがとう！

出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

秋山、小澤、河西、佐藤、
椎根、日暮（誠）、富士川、
増谷、升谷、柳、渡邊（雅）、
渡邊（治）

出席率　

53名

12名

77.36％

7月出席率　 82.55％

ニコニコ

X
ニコ

OX
ニ

O
コニ

O
コ

B
ニコ

53名

12名

次回の例会は8月20日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

柏まつり公式訪問
ありがとうございました！
中村 佳弘 会長

タオルありがとう
ございました！
吉野 一實 会員

　今期、親睦委員長を仰せ付かり
ました鈴木です。今年度の中村会
長の活動方針は、例会を充実さ
せ、身近な奉仕と親睦でクラブラ
イフをもっと楽しくしたい、そし
て会員の皆様の御協力でこれか
らの一年「明るく楽しく」をモッ
トーに活動していきたいと仰っ
ております。親睦委員長の私とし
ても、この会長方針に沿って精一
杯活動していきます。どうか会員
の皆様一人一人の御協力宜しく
お願いいたします。
　それでは、これから一年の年間
行事を見てみますと、8月27日に
夜間納涼例会がロータクトを交
えて、西光院で行われます。榊会
員の御厚意によりますので、会場
の準備、後片づけ等には親睦委員
はじめ皆様の御協力を宜しくお
願いします。9月はすべて通常例

鈴 木 桂 三 親睦活動委員長
卓話 会です。10月22日には、第一回イ

ンターゴルフ並びに親睦小旅行
を企画しております。ゴルフは小
名浜オーシャンゴルフクラブ、観
光組は、アクアマリン福島－竜神
大吊橋（昼食）－国営ひたち海浜
公園－小名浜魚市場を予定して
おります。
　11月には、柏南RCとの合同親
睦ゴルフが11月12日にあります。
その後、クレストホテルで合同夜
間例会がございます。又、11月27
～28日は一泊で職場見学を兼ね
て、親睦旅行が計画されておりま
す。職業奉仕委員会と相談しなが
ら詳細は決めていきます。12月は
通常例会です。新年1月7日は家族
新年例会です。新企画を加えて、
ロータリーファミリーで新年を盛
大に祝いたいと思っております。
　2月22日は台中港東南クラブと
の姉妹クラブ締結30周年です。
3泊4日位で台中を訪問する予定
になっております。世界親睦委員

会のサポートを親睦委員会全員
でしていきます。
　3月29日は柏南RCの観桜例会に
便乗させて頂き、麗澤キャンパス
の一室をお借りして柏西RCの例
会を開き、その後、柏南RCの観桜
例会ビジターとして参加します。
　4月1日は移動例会で、家族親睦
会を兼ねて職場見学及び東京近
郊の日帰り観光ツアーを予定し
ております。又、4月22日には第10
分区の合同例会及びゴルフコン
ペがあります。
　最後に5月27日、台中港東南ク
ラブのメンバーと函館で合流し
まして、姉妹クラブの交流会を予
定しております。中村年度の打ち
上げ旅行も兼ねております。
　以上のような予定で一年間やら
させて頂きます。会員の皆さん、ど
うか宜しくお願いいたします。

森 市　直 樹　幹事幹事報告

1. 鈴木桂三会員へロータリー財団より年次寄付（マルチプル）に対し、
 ピンの送付

2. 地区米山記念奨学委員会セミナーの案内
 　日時　8月 28 日（土）14：00 ～ 16：30
 　会場　千葉駅ビル｢ペリエホール｣

3. 受信《週報》流山RC
 　　  《活動計画書》流山・松戸・我孫子RC

委員会報告

■社会奉仕委員会
　岡田靖子委員長
　7/24 皆様のおかげで、無事
　八幡苑にタオルを持参する
　ことが出来ました。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

中 村 佳 弘　会長

第 2790 地区 会報　第1652号

　みなさんこんにちは！
　本当に毎日毎日暑いですね。
　昨日、福井では 38.6℃まで上がっ
たそうです。人間の体温より高いと

会長挨拶

通常例会
1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　川和 弘行 委員長

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1679回　例会（2010.8.6）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

いうのは、たまらないと思います。
　さて、火曜日は南 RC の納涼例会
に多くの会員の方々が出席していた
だいて、ありがとうございました。
　やはり、あの麗澤キャンパスの緑
の中では、少し涼しく感じました。
　みなさん、本当に熱中症には気を
つけて下さい。
　今日はみなさん暑さで頭がボーっ
としていると思いますので、頭の体
操をします。
　漢字の読み方ですが、解ったら手
を挙げてください。

①仙人掌－さぼてん
②甘藍－キャベツ
③辣韮－らっきょう

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. WCS( 世界社会奉仕 )交流セミナーのお知らせ
 日時　8月 29日 ( 日 )12：00～ 15：30
 会場　浦安ブライトンホテル

2. 浦安ベイロータリークラブ認証状伝達式出席のお礼状

3. 例会変更・休会のお知らせ
 松戸東RC：8/13( 金 ) 休会
 　　　　   ：8/28( 金 ) チャリティーオークション例会

4. 受信《週報》松戸東RC
　　　　  《活動計画書》松戸東･野田RC

④万寿果－パパイヤ
⑤濠太剌利－オーストラリア
⑥泥婆羅－ネパール
⑦莫臥児－モンゴル
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BOXありがとう！

出席報告

会員数　

欠席者　

秋山、佐藤、椎根、髙田、
中嶋、日暮（誠）、富士川、
増谷、渡邉

出席率　

53名

9名

83.02％
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9名

次回の例会は8月27日（金） 夜間納涼例会
（西光院）です。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

お誕生日おめでとう！
杉山　智 会員
安川 武年 会員

母の誕生日
杉山　智 会員

孫の誕生日
吉野 一實 会員

卓話しますので
川和 弘行 会員

結婚記念日おめでとう！
宇田川 恵司 会員
杉山　智 会員

　会員増強拡大月間ということで、
お話いたします。
　織田ガバナーもおっしゃっていま
したが、ロータリーは今、存亡の危機
であると。
　この5年間を振り返りますと、日本
では約10％減っています。
　当クラブは他のクラブと比較して
も増えていて、存亡の危機という危
機感があまりないのですが、日本全
体で考えると激減しております。

川和　弘行
会員増強委員会 委員長

卓話

10～11 年度　8月　理事会議事録

2005年6月末

会員数

女性会員数

日本の会員数

世界のクラブ

世界の会員数

柏西R.C

3,102

115

100,710

32,505

1,224.258

51

3,013

122

99,189

32,751

1,222.619

51

2,924

121

97,239

32,938

1,223,989

51

2,870

124

95,288

33,265

1,231,276

49

2,842

119

91,935

33,790

1,234,527

53

2,773

128

91,952

※34,056

※1,227,046

55

2006年6月末 2007年6月末 2008年6月末 2009年6月末 2010年6月末

※同日の国際ロータリーのデータベース上の数字で公式な数字ではありません。

世界、日本、柏西R.C過去5年間の会員数の動向

2010年　8月　6日

（上図参照）
　日本のロータリーがどういう理由
で減っているかというと、

　1. 国際ロータリーの問題
　2. 日本社会の問題
　3. 日本のロータリー自身の問題

の3つに区分けしてあります。

この続きの詳細音声を
http://kashiwa-nishi-rc.com/shuuho.html
へ公開してます。

×

□ 1 会員 500 円　全会員　徴収

西口より

□ RAC6 人　１０分区会長幹事・柏南会員・４５名　参加

承認

承認

承認

承認

承認
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

中 村 佳 弘　会長

第 2790 地区

　みなさんこんにちは！
　毎日、ものすごい暑い日が続いて
おります。みなさまの体調はどうで
しょうか？
　先日、私の知り合いが熱中症にか
かり、意識がもうろうとして声もで
ず、大変な思いをしたそうです。

会長挨拶

通常例会
1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　秋山 弘昭 委員長

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　本当に気を付けて頂きたいと思い
ます。
　さて、先週はお盆ということで休
会にさせて頂きましたが、お休みは
どうでしたか？
　ちなみに、私は休みもなく毎日働
いていました。暇かなと思ってまし
たら、けっこう夏カゼや胃腸炎など
の患者が多く、忙しい思いをしまし
た。
　又、高校野球も、いつもはここま
で残っていないので、あまり見ない
のですが、今回は千葉が残っており、
もしかしたらということで楽しみに
しています。
　みなさんに報告があります。
　本日の会報の理事会の議事録にも
出ていますが、板倉会員が退会して
名誉会員になりました。

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 「第 9回ロータリー全国囲碁大会」の案内
 日時　10月 16日 ( 土 )10：00～
 会場　日本棋院会館
 申込は事務局まで。参加はメークアップになります。

2. ロータリアン芸術祭作品出展の依頼
 期日　11月 7日 ( 日 )
 場所　地区大会会場
 詳細は事務局まで

　7 月に入ってすぐ、板倉会員から
退会したいとの申し出があり、私は
チャーターメンバーであり、西クラ
ブの発展と共に活動していた板倉会
員をやめさせたくなくてすぐ話しに
いきました。
　ロータリークラブには正会員と名
誉会員の 2 種類しかなく、理事会で
話し合った結果、チャーターメン
バーで年齢 75 歳以上、そして会長
経験者という規約をつくり、そして
1 年間限定ということで板倉会員を
名誉会員として承認して頂きまし
た。
　そして理事会の承認を受けて、板
倉会員に話しましたら、名誉会員を
受けてくれました。
　安心しました。

3. 米山梅吉記念館より｢秋季例祭｣の案内
 日時　９月18日 ( 土 )14：00～
 場所　米山記念館ホール

4. 受信《活動計画書》松戸西･野田東･
　  印西野田セントラルRC

第1680回　例会（2010.8.20）

会報　第1653号
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「横浜とソウル」
　皆さん今日は。只今ご紹介いただきま
した、会員増強委員長を務めております
秋山です。今回、入会以来２回目の卓話に
あたり、何を話すか非常に悩みました。前
回は、髙島屋の歴史について話させてい
ただき、「他人の会社の歴史を聞いて頂い
ても」と反省した次第ですが、今回は、さ
らに皆さんを困惑させそうです。なぜな
ら、今回のテーマに私の趣味を選んだか
らです。仕事の話よりも自分の趣味につ
いてお話した方が、より皆さんに親しみ
を感じていただけるかと、勝手に思い込
みこの「横浜とソウル」というテーマにし
ました。しばらくの間、お付き合いいただ
ければと、思います。   
　まずは一番目のテーマ、横浜について
お話させていただきます。私は昭和２７
年に横浜に生まれました。以来、昨年柏に
来るまで一度も横浜を離れたことがあり
ませんでした。というと生粋の「浜っ子」
だと思われるかもしれませんが、そうで
はありません。横浜でも中心部から離れ
た、かっては田んぼや畑のあった長閑な
地域に育ちました。柏で言えば沼南のよ
うな所です。高校時代にこんなエピソー
ドがありました。雑誌に「横浜の男の子と
文通したい」と投稿があって、勇んで手紙
を書こうとしたら但し書きに港北区と戸
塚区の人は除くとあり、私は、その港北区
でした。「そんな所で育ったのに」なのか、
それとも「そんな所で育ったから」なの
か、私は人一倍横浜に対する”思い入れ”
が強く、誰にも負けない郷土愛を持って
いると自負しています。野球は、あの万年
最下位のベイスターズですし、サッカー
も　Ｊ１はマリノスのファンです。（Ｊ２
は勿論レイソルの大ファンですけど）
　そんな横浜をこよなく愛する私には、
前回の髙島屋の時もお話ししましたが、
物を集めるという変態性があり、その二
つがかけ合わさった結果、我が家はガラ
クタで溢れかえっています。横浜物蒐集
には、特に力が入っておりいろいろな物
を集めています。まずは横浜浮世絵です。
これは、横浜が今から１５０年前に開港
した直後、明治時代の初期に横浜の文明
開化を江戸時代の浮世絵師が描いた作品
で、来日した外国人の珍しい風俗を描い

秋山 弘昭  増強・分類委員長

卓話 ています。当時、横浜に来た地方の方のお
土産用に沢山刷られたようです。この作
品は、芳員の「五カ国異人横浜上陸図」で
各国の軍隊の様子が描かれています。次
の浮世絵は、西洋の異人が描かれている
ことの多い横浜浮世絵にあって大変珍し
い、中国人が描かれています。当時を知る
資料としてとても貴重なものですが、横
浜浮世絵はバブル以降価格が上昇してお
り、手が届かなくなっています。
　もう一つは、明治期の絵葉書です。横浜
浮世絵がすたれた後、写真技術を生かし
たポストカードが制作され日本から外国
に向けての手紙として海を渡りました。
東京や京都のものも数多くありますが、
一番多いのは横浜で、先ほどの浮世絵と
は逆で、日本らしい風景、風俗が題材に選
ばれています。当時は、カラー写真は無
く、モノクロ写真に日本の絵師が着色し
て仕上げていました。上段左は宇田川さ
んが幼少を過ごした「伊勢佐木町」右は
「横浜港」下段左は春の「横浜公園」右は現
在は埋め立てられて石油コンビナートに
なっている「本牧三の谷」です。私も、子供
の頃、ここによく海水浴に行きました。あ
のユーミンの名曲「海を見ていた午後」で
ソーダ水の中を貨物船が通ると歌われた
場所が、このすぐ傍になります。次のポス
トカードは、つい先日アメリカのイン
ターネットオークションで落札した横浜
の絵葉書です。世界各地を旅して多くの
作品を残したバートンホームズの写真
で、左上の看板を良く見ていただくと
「Ｓ．ＩＩＤＡ　ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹ
Ａ」とあり、残念ながら大震災で倒壊して
なくなった当時横浜の居留地にあった髙
島屋飯田貿易店が写っています。この店
のホームズの写真は見たことがあったの
ですが、まさか絵葉書になっていたとは
ビックリで、かなり高い落札価格になる
と覚悟していたのですが、あまり競るこ
とも無く、手に入れられました。また次の
写真は、同じオークションで半年前に購
入した絵葉書の場所の案内カードです。
表に営業内容、裏に横浜の地図が入って
おり、桜木町駅からのルート案内図に
なっています。奇しくも、別々の所有者の
物が私の手元にきて、これを眺めながら
悦に入っています。次の絵葉書セットは、
鳥瞰図で著名な吉田初三郎の昭和１０年
の絵はがきです。また、先般「川瀬巴水展」
を当店で開催しましたが、その弟子で横
浜の老舗デパート野澤屋の宣伝部員で

あった、石渡江逸の新版画を集めていま
す。この作品蒐集で先日卓話をお願いし
た渡邉章一郎氏とも知り合いになり、私
が持っていない作品を分けてもらってい
ます。江逸は自宅から伊勢佐木町の会社
まで通勤の合間に写生して歩き、作品を
沢山残しました。残念ながら架け替えら
れて、この特異な姿は見られなくなって
しまいましたが、赤レンガ倉庫近くに今
も架かる万国橋や本牧、さらには横浜港、
ここに図版はありませんが中華街など横
浜各地を描いて、版元渡邉木版画店から
多数の作品を出版しました。私は当初、江
逸の全作品を集めようと気合を入れてい
たのですが、最近、巴水ほどではないです
が値段が上がってしまい、サラリーマン
生活の私には手が届かなくなってきてい
ます。次の作品は、横浜生まれの版画家　
川上澄生の「海岸通り」と「横浜どんたく」
です。川上澄生美術館は現在、栃木県鹿沼
市にあり、生地横浜では、あまり評価され
ていないのが残念です。
　最後に横浜ご当地ソングです。北は北
海道から南は沖縄まで全国その土地土地
にご当地ソングが数多くありますが、横
浜をテーマにした歌も沢山あります。そ
のレコードを集めています。主にシング
ル盤で、「ブルーライトヨコハマ」から「伊
勢佐木町ブルース」や「港のヨーコ・ヨコ
ハマヨコスカ」まで３００曲近く集めま
した。その中から抜粋した曲をＣＤにし
て、楽しんでいます。ジャケットもオリジ
ナルで制作して、それぞれ「演歌編」「アイ
ドル編」「ロック編」とに分けて編集して
います。本日は、そのＣＤを皆さんにプレ
ゼントしようと思い、作ってきました。メ
ンバーの年齢を考慮して「演歌編」を沢山
持って来ました。良かったら、お帰りに一
枚ずつお持ち帰りください。
　本日は時間がなくなったため、「横浜と
ソウル」のうち、「横浜」のみを話させて頂
きました。「ソウル」につきましては、次
回、機会があれば、お話しさせて頂きま
す。
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BOXありがとう！
出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、河西、佐藤、染谷、
日暮（誠）、富士川、渡邉

出席率　

53名

7名

86.79％
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次回の例会は9月10日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

お誕生日おめでとう！
榊　隆夫 会員

パートナー誕生日
おめでとう！
木村 和俊 会員

□点鐘＝18：00　例会・弁当
□場所＝日立サッカー場

19：00　開始
チケット 2,000円
会員 1,000円
家族・入会見込者 2,000円

②第1回インターゴルフ及び親睦常陸旅行
　　　10月22日（金）
　　　観光組会費　4,000円
　　　ゴルフ組　　 3,000円

×

×

×

一任

承認

承認

53名

7名

今日のお料理
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会 報  第1654号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

第1681回　夜間例会（2010.8.27）

第1681回 夜間納涼例会は、柏西ＲＣ・柏ＲＡＣの合同例会でした。

　今回は、ゲストに沼南ＲＣ、柏南ＲＣ、そして韓国より梨花女子大ＲＡＣをお招きし
まして、榊  隆夫会員の協力いただき西光院にて夜間納涼例会は始まりました。
　中村佳弘会長による韓国語の挨拶に始まり中村博亘パストガバナーのお礼の言葉の後
は、飯合幸夫ガバナー補佐の乾杯と共に和やかな雰囲気で親睦を深めた宵でした。
　柏RACへ 2010-11年度の支援金（10万円）をお渡ししました。

2010.8.27夜間例会
1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

柏 RAC 布施博会長へ支援金授与
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BOXありがとう！
出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　

53名

0名

100％

ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ

次回の例会は9月24日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

生ビールどうぞ！
中村 博亘 会員

ベーコンありがとう！
6名より

吉場幹雄（沼南RC）

関口和行、髙松健太郎、大内啓

八木和男、山崎康弘（柏南RC）

柏RAC（6名）

梨花女子大ＲＡＣ（5名）

今週のビジター
53名

0名

　韓国メンバーは、2005～2006年度より続いている日韓相互プロ
ジェクトによる受け入れで、日本にきました。目的は、相互の文化理解
と国際交流です。

　宿泊先は、ローターアクトの個人宅に宿泊

　25日　梨花RAC成田空港到着
　26日　ムアクRAC成田空港到着
　27日　浅草・スカイツリー・東京タワー　観光
　　　　  18:00　柏西ロータリークラブ
　　　　　　　　　柏西RC.・RAC合同納涼例会　参加
　28日　BBQ 佐倉、さよならパーティー印西
　29日　成田発

韓国メンバー
kim soo kyung 22歳
jo eun ji 21 歳
yang jin young 20歳
hwang so yeon 21歳
yun ji soo 21歳

梨花女子大学校
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

安川 武年　副会長

第 2790 地区 会 報  第1655号

　中村会長は掛かり付けの病院で検
査したところ、入院した方が良いと
お医者さまの勧めで昨日慈恵医大柏

会長挨拶

2010.9.3通常例会
1. 点　　鐘　安 川  武 年 副会長

1. 会長挨拶　安 川  武 年 副会長

1. 幹事報告　森 市  直 樹 幹　事

1. 卓　　話　河西 晋二郎 委員長

1. 点　　鐘　安 川  武 年 副会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1682回　例会 （2010. 9. 3）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

病院に入院されました。 中村会長は
薬剤師ですから、薬や病気のことに
習熟している専門家です。 どうして
ミイラ取りがミイラになってしまっ
たのか、その秘訣を教わりたいと
思っています。 
　１日も早く回復して復帰する事を
願って止みません。
　さて、本日の卓話は河西新世代育
成委員長です。どのようなお話をさ
れるのか楽しみでございます。こう
暑い日が続きますと、『猛暑の日』
とか『熱中症』を話題にするのが旬
だと思いますが、河西さんに因んで
一言。 サッカーのワールドカップは

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. ９月のロータリーレートは１ドル＝86円

2. 中村博亘パストガバナーへ｢地区大会資格
　 審査委員会委員長｣としての委嘱状

3. 青少年交換派遣高校生募集要項
　 ※願書締切＝９月30日

4. 例会変更のお知らせ
 　※松戸西RC:9/15( 水 ) は親睦移動例会に
   変更、9/22( 水 ) は休会

　 ※松戸RC:9/22( 水 ) は休会

5. 受信《活動計画書》松戸中央RC
　 　　  《創立 25周年記念誌》松戸西RC

今年南アで開催され世界中が沸いた
のはご案内の通りです。 次はブラジ
ルで開催されますが、開催に向けて
国全体が燃えております。ブラジル
は今経済が好調です。インフラ整備
が進められ今後益々発展が期待され
ておりますが、インフレ率が現在
4.8％で過去に異常に高い二桁のイン
フレ率で信用不安を招いている国で
すから 4 年後まで高度成長が持続す
るか気掛りでもあります。次の次に
東京が名乗りを挙げているのはご案
内の通りです。

6. 第 10分区会員名簿出来ました。

7. 中村会長　入院
　 慈恵医大 柏病院　9/2～9/18

■新入会員認証式
　塚本 英夫 会員

その他報告
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　ロータリークラブ歴3年になる河西で
す。あまり熱心な会員とは言えないので
すが、仕事の合間を縫って、出来るだけ例
会には出席してきました。欠席がちなこ
ともあり、活動も受身になってしまい、自
ら積極的に動く事に欠けていたことは否
めません。申し訳なく思っています。
　ところが、中村会長からのお話で新世
代育成小委員会を纏めてほしいとのお話
がありまして、逡巡したのですが、お引き
受けする事になったわけです。
　何をやる委員会なのか、イメージがわ
かなかったのですが、私なりに少し勉強
してみました。当クラブのホームページ
にも記載されている通り、この委員会は、
RACの支援とRYLAの趣旨を踏まえた活
動の場を提供する事に有ると理解しまし
た。この両者とも渚動の目標や趣旨は定
義されていますが、目標や趣旨に沿って
いれば、活動内容は各クラブの自主性に
任されているようです。これからどのよ
うな活動をするかについては、先輩方の
なぎさどう活動内容やご意見などを参考
にさせていただきながら、委員の皆様と
考えて行きたいと思います。
　RACやRYLAの目的や趣旨を読んで考
えましたのは、今の日本ほどこの思想か
ら遠く離れた若者が多い社会というの
は、日本の歴史からみても、かなり特殊な
状況なのではないかという事です。
　精神的疾患やニート・引きこもりの急
増が、他の国の状況は知りませんが、我国
では大きな問題として捉えられ、これを
分析する様々な本が書かれていて、これ
が売れているというのも、この問題に対
して多くの人が問題意識を持っている事
の現われでしょう。先日もテレビで、この
問題が議論されていました。様々な意見
が出ていましたが、この問題の発生原因
は、高度成長期に農村から都会への移住
者が増え、これに伴い農村における村落
共同体が壊れ、また都会においても核家
族化現象が共同体を壊し、さらに、これに
代わって共同体機能を果たしていた企業
を中心に作られた共同体も、効率主義の
下で、その機能を果たしえなくなってき
た。というような事が論じられていたよ
うに思います。

河西 晋二郎  新世代育成委員長

卓話 　要するに、社会のセーフティネットが
破壊されたために、現在の状況が起こっ
ているのだという事なのだろうと思いま
す。
　それではどうするのかという事です
が、社会のセーフティネットの構築を行
政が担うべきだとか、ネット社会に応じ
て個々人が独自の新しい共同体を作るべ
きだとか、発言されていましたが、私には
言葉はわかるのですが、どんな社会のこ
とを言っているのか、具体的意味や内容
についてはさっぱり理解できませんでし
た。
　共同体の崩壊というのは確かに原因で
はあるでしょうし、核家族化も一因には
なっていると思いますが、職後、それまで
あった暗黙の社会的規範というものを国
民が全員で否定、あるいは無視してきた
事が、現在の状況を生み出しているよう
に思います。（共同体の崩壊と杜会的規範
を失ったという事は同じことを言ってい
るのかもしれません。）
　私は、昭和21年の戌年生まれですから、
終戦1年後に生まれ、まさに戦後教育の落
とし子と言ってよい世代に属する人間で
す。生まれたのは神奈川県ですが、小さい
ころから、結婚するまでは都下の三鷹市
で過ごしました。
　小さいころの思い出は年とともに薄れ
てゆきますが、小学校のころには、確か毎
週ホームルームの時間というのがありま
した。自分たちのことは自分たちで決め
ようといういかにも民主主義的な目的で
設けられた時間であったように憶えてい
ます。この時間は、今クラスで問題にしな
ければいけないと思うことを、それぞれ
が出し合い、どうしたらよいかを自分た
ちで決めようというものでした。基本的
に先生は発言せず、生徒がそれぞれ自分
で何が良いのか考えようということで
す。今風に言えば主体的個人の育成を図
るための時間だったといっても良いと思
います。この時間のいやな思い出は、時と
してこれが、個人の追求の場になる事で
した。誰々がこんな事をやっているけれ
ども皆どう思うかとかいった類の話で
す。今考えてみるとこんな人民裁判のよ
うなことを、手本としたアメリカでは
やっていたのでしょうか。
　次に話は飛びますが、私が社会人に
なったのは、昭和45年です。この年は、日
本の人口が1億人を突破した年であり、大

阪万博が開催された年でもありますし、
一方で公害が経済的・社会的に大きな問
題となった年でもあります。
　この頃会社は、週休1日、土曜日は午前
中のみ勤務でした。大体土曜日の午後は
仲間とマージャンをやったりしていまし
た。皆が毎月金を積み立て、春には花見に
出かけ、秋には運動会や社内旅行をする
のが恒例でした。良否は別として皆楽し
んでいるように見えましたし、こういう
仲間内の遊びの中で、その人の人となり
や、酒の飲み方、年長者との付き合い方、
無礼講といっても何処までなら許される
のかといったようなことを、知らず知ら
ずのうちに覚えて行ったように思いま
す。上司の言う事は絶対で、余程の事がな
いと逆らえませんでしたが、命令どおり
やっていれば良いので、仕事で悩むとい
うような事はあ.まり無かったように記憶
しています。自由でない事が精神的負担
を少なくするということは、今でも言え
るのではないでしょうか。こういう、制度
や習慣は今は殆ど無くなってしまいまし
た。
　バブル期を経て、日本の年功序列賃金
は悪平等である。個人の業績によって評
価され、対価が払われるべきであるとい
う考え方が主流となり、効率牲の追求が
求められるようになって来ました。自律
的社員が求められたわけです。最近に
なってようやく、この評価制度は特別な
領域の仕事をしている人たちにしか適用
すべきでないという気運が出てきたよう
ですが。
　精紳疾患やニート・引きこもりの急増
の原因は、国・社会・メディア・教育・会社・
家庭等、色々あるのでしょうが、何か一つ
に原因があるのではなく、戦後60年か
かって、皆が、良かれと思い作り上げてき
た社会の仕組みが生み出した現象なので
はないでしょうか。この問題は、何かのボ
タンを押せばすぐに解決するというよう
な簡単な問題ではないでしょう。どうす
ればよいのかは、私にはわかりませんが、
自分の出来る範囲で、他者に目を向ける
若者を育てていく事をしていくしかない
と考えています。
　ARCやRYLAの活動は、良き社会人を
育成するための活動であると理解してい
ますので、自分の出来る範囲で、少しでも
お役に立てればと思っています。

以上
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BOXありがとう！
出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　

54名

4名

92.59％
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次回の例会は9月24日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

写真ありがとう！

木村 和俊 会員
吉野 一實 会員
小澤 邦治 会員

パートナー
誕生日おめでとう！

金 子　正 会員
鈴木 子郎 会員
染谷 照夫 会員
中村 博亘 会員

×

×

承認

承認

承認

承認

告

54名

4名

今日のお料理

佐藤、富士川、湯浅、渡邉

中村会長に御見舞

受入れについては否定
会報、ネット情報等告知募集は承諾
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

神林 聖光 クラブ広報委員長

第 2790 地区 会報　第1656号

　本日は中村さん、安川さんがお休
みなので、会長の代理の代理という
ことでご挨拶させていただきます、
増谷です。
　本日はサッカー観戦ということで、
富山との試合です。
　レイソルは現在 1 位ですが、皆さ
んの応援で 1 日でも早く J1 に上がれ
るよう、最後まで楽しく応援したい
と思いますので、皆さんも最後まで
よろしくお願いいたします。

レイソル観戦記

　久々のサッカー観戦でわくわくし
ながらビールをかたむけ試合開始を
待ちつつ雑談にハナをさかせて今か
今かとキックオフを待っていました。
　カターレ冨山との対戦ということ
でアウエーのスタンドを見ると遠く
富山から来たのか 300 ～ 400 人ぐら
いのサポーターが熱心に応援してい
るようにみえました。
　19 時キックオフで試合が開始さ
れ、前半はレイソルが押し気味に流
れていたので今日も勝ちゲームだな
と皆が思いながら、ビールも進み応
援にも熱が入り順調に進んでいまし
たが前半 32 分カターレ冨山が一瞬の
すきをついて先制ゴール。
　しかし、レイソルも前半終了間際
ＤＦ近藤のヘッディングシュートで
追いつき、一同一安心。
　前半終了になり、皆おもいおもい
トイレに行ったりビール、おつまみ
を買いに行ったり、後半の始まりを
待ちつつサッカー談義にハナを咲か
せつつビールをぐびぐび。
　後半からは久々に見るミスターレ
イソル北嶋が６試合ぶりにピッチに
立ち動きの良いところを見せスタン

ドは大いに盛り上がり、レアンドロ
のパスに反応していきなりチャンス
を作りキレのいいところを見せてい
た。
　しかし、こう着状態がつづき引き
分けムードが漂い始めていたが 90 分
ごろホジェルが逆転ゴールを決めは
らはらどきどきの試合は無事レイソ
ルの勝利で終了しました。
　なんと言っても一番うれしかった
のは北嶋選手のはつらつプレーでし
た。
　北嶋に対してはレイソル入団当時
から大器の器として期待され柏西ク
ラブとして、応援団を結成して応援
していました。日本代表にもなり順
調に成長していたが、いま一歩飛び
越えることができず入団５～６年目
には清水エスパルスに移り、またレ
イソルに戻ってきた経緯があり心配
していましたが、フォワード北嶋を
見られて、感動を皆であじわいラッ
キーでした。

移動例会 -サッカー観戦-
1. 点　　鐘　増谷 信一 奉仕委員長

1. 会長挨拶　増谷 信一 奉仕委員長

1. 点　　鐘　増谷 信一 奉仕委員長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1683回　例会（2010.9.11）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

増 谷  信 一  奉仕委員長
会長報告
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次回の例会は10月8日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　

54名

0名

100％

54名

0名



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

安 川 武 年　副会長

第 2790 地区 会報　第1657号

　連日「猛暑日」の今年の夏もここ
へ来て少しは涼しくなりホッとして
おります。
　中村会長をお見舞に行って参りま
したが、いつも通りお元気そうでし
た。 予定より早く、昨日退院された
のでホッとしております。
　さて、今月は新世代のための月間
です。 第一弾で河西新世代委員長に
卓話をして頂きました。間にサッ
カー観戦を挟み、今日は第二弾とし
て外部講師の柏市少年補導センター
所長・細田武仁様をお迎えしてお話
を伺います。
　前回の繰り返しになりますが、
ロータリーには新世代育成のための
魅力あるプログラムがいろいろ用意
されております。①ロータリー財団

の国際親善奨学生制度、②米山記念
奨学金制度、③青少年交換制度、④
ローターアクト・クラブ、⑤ＬＹＲ
Ａ、等です。次代を担う若者に高度
の教育機会を与える、職業のスキル
を磨く、リーダーシップを養成する、
ボランティア精神を養成するなどの
サポートをロータリーはしておりま
す。 落ちこぼれ、不登校、とかで非
行に走る少年の補導は地味で、難し会長挨拶（会長代行）

通常例会
1. 点　　鐘　安川 武年 副会長

1. 会長挨拶　安川 武年 副会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　細田 武仁 様

1. 点　　鐘　安川 武年 副会長

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1684回　例会（2010.9.17）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 中村博亘会員へロータリー米山記念奨学会評議
　　委員として任期満了により退任の感謝状の送付

2. 千葉国体・千葉スポーツ大会
　　お迎えバッチ制作支援金 (一人 500円 ) のお礼

3. 受信《活動計画書》流山中央RC
　　　　 《クラブ会報》流山中央RC

4.　中村会長退院のお知らせ　9/15水曜日 退院

い使命だと思いますが、とても貴重
なお仕事です。大人達が、社会全体
が心しなければいけない任務、今流
に言えば、我々のミッションだと思
います。
　本日は細田様のお話を楽しみにし
ております。
　よろしくお願いいたします。
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BOXありがとう！

出席報告今日のお料理
会員数　

欠席者　

河西、佐藤、染谷、髙田
中嶋、中村（佳）、日暮（誠）
富士川、吉野

出席率　

54名

9名

83.33％

ニコニコ
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ニ
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コニ

BO
ニコ

54名

9名

次回の例会は10月8日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

写真ありがとう！

　柏市少年補導センターの細田武仁 
様に「柏市少年補導センターの役割 
と 柏市の青少年の現状」のタイトル
で卓話を頂きました。

細田 武仁 様

卓話

柏南 RC
河合 嘉久 様

今日のビジター

水野 晋治 会員、田代 健一 会員
嶋田 英明 会員、鈴木 桂三 会員
湯浅 千晶 会員、森市 直樹 会員
中村 博亘 会員、岡田 靖子 会員
秋山 弘昭 会員、日暮 肇 会員

柏市少年補導センター 所長



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1658号

　みなさん、こんにちは！
　なんとか退院してきました。入院
中はみなさまにご迷惑をかけて誠に
申し訳ございませんでした。
　先月の西光院での夜間例会のあ
と、31 日に病院に結果を聞きに行っ
たところ、かなり数値が悪いという
ことで 9月２日に入院しました。
　約 3 週間の予定だったのですが、
成績が良く2週間で退院できました。
ずっと寝たきりだったのですが、と
にかく人間というものは、すぐ筋力
が落ちるんですね。

　今は歩くのも休み休み、ちょっと
仕事をするとすごく疲れます。
　アルコールも飲んでいませんの
で、そういうお誘いはしないで下さ
い。よろしくお願いします。

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1685回　例会（2010.9.24）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 10月のロータリーレートは１ドル＝86円

2. 例会変更・休会のお知らせ
    沼南RC： 9/30(木)は夜間例会
 　　   ： 10/7(木)は10/8(金)の「第10分区合同
 　　　  例会及びR情報研究会」に変更のため、
  休会

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　青木 邦彦 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

小澤、ゲイビ、佐藤、椎根
東海林、染谷、髙田、馬場
日暮（肇）、日暮（誠）、富士川
増谷、水野、安川、柳、渡邉

出席率　

54名

16名

86.57％

ニコニコ
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ニコ 告

54名

16名

次回の例会は10月8日（金）第10分区合同例会
及びR情報研究会です。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

　ザ・クレストホテル柏の和食料理長
の青木邦彦様に卓話を頂きました。
　この卓話の詳細音声を
http://kashiwa-nishi-rc.com/shuuho.html
へ公開してます。

青木 邦彦 様

卓話

柏南 RC
河合 嘉久 様

今日のビジター

ザ・クレストホテル柏 和食料理長

お見舞いありがとう！
中村 佳弘 会長

写真ありがとう！
飯合 幸夫 会員
中村 佳弘 会長
勝田 健一 会員

レイソルありがとう！
河西 晋二郎 会員

出席委員会より　9月分の出席率報告（小林太時会員）

親睦活動委員会より　ニコニコの発表（中嶋利生会員）
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承 認：1975年 11月 24日
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　先週の例会から 1 週間。少しづつ
体がもどるような気がします。歩く
のも人の波に乗れるようになりまし
た。酒もタバコもやめたのが続いて
います。
　すごいと思います。
　また、今女房が料理を作るときに
塩分を制限してくれています。する
と血圧がみるみるうちに下がって今
は上が 110 ～ 120　下が 70 ～ 75 で
おちついています。みなさん塩分の
取り過ぎには注意してください。
　来週は 10 分区の情報件研究会で
す。ガバナー補佐が出ているクラブ
がホストということで、うちがホス
トをつとめます。研修テーマは「私
たちは、何故週一度ロータリーに集
うのか」です。

　私たちは RC に入会し、毎週金曜
日が決められた例会日だから、なん
となく義務感で来るだけではないと
思います。やはり何かなければ来な
いと思います。
　来週はその辺のことを話し合って
頂きたいと思います。

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1686回　例会（2010.10.1）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. ガバナー月信 (12月号 ) への寄稿の依頼
　　（提出期限10/27）
　　12月の家族月間に合せ、クラブで行った家族や
　　親睦に関する活動の紹介

2. 例会変更・休会のお知らせ
　　我孫子RC：10/5( 火 ) は 10/8( 金 ) の
　　「第10分区合同例会及びR情報研究会」
 に振替の為、休会
 松戸西RC：10/13( 水 ) は 10/15( 金 )
 「第 12分区合同例会及びR情報研究会」に
 振替の為、休会

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　柳 　　肇 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！

出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

河西、勝田、ゲイビ、小林
染谷、髙田、日暮（誠）
富士川、松本、渡邉（雅）

出席率　

54名

10名

81.48％

ニコニコ
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ニコ

54名

10名

　皆さん　こんにちは、職業奉仕委員会の柳です。
　今日の卓話は、ロータリーにおける職業奉仕
についてと、私の職業、それと来月の11月27日
（土）、28日（日）に予定しています、信州職場見学
と親睦１泊２日旅行のお話を中心にしていきた
いと思いますが、よろしくお付き合い下さい。
　すみませんが、昨晩仕事を終えて、お酒も飲
まず家に着いて原稿をチェックしてみたら、意
外と時間的に短いんじゃないかと思ったので、
少し私の自己紹介から始めたいと思います。
　出身は、柏市の東口、河西会員の柏レイソル日
立サッカー場の近く、永楽台が今でも実家です。
中学校は柏第四中学校、小澤会員、柏市長の秋
山名誉会員、プロ野球ロッテマリーンズの小宮
山 悟選手の出身中学で、隣の柏第二中学校出
身の（中村会長、森市幹事、秋元会員の中学校）
とならんで名門？中学です。
　小学２年生までは、泣き虫な子供でした。長
男でありながら、友達とのケンカを次男に助け
てもらったりしてました。足も遅く、どんくさ
い子供でした。
　小学３年の時に、現千葉県知事の森田健作氏
のドラマ、たしか「俺は男だ」（の再放送）を見て
影響をうけ、剣道を習い始めました。でも、まだ
まだ他の男子には負けていた記憶があります。
　４年生頃だったと思いますが、駆け足もクラ
スで２番位になり、小学生なりに少しは安心し
たものでした。中学でも剣道部に入りました。
　柏市というのは、その頃から剣道が盛んで、私
の一つ下の学年の柏中学校が、団体戦で全国で
確か、女子が一位、男子が二位という位に強かっ
た時代でした。今でも柏の逆井中学は全国レベ
ルと聞いています。
　中学３年だったと思いますが、柏市民剣道大
会個人戦で、まぐれで３位になり、調子付いて、
専修大学松戸高校でも剣道部に入部しました。
結構、というよりは、先生、先輩方が厳しく、い
つもさぼる事を色々と考えていましたが、なん
とかレギュラーになり、また、高校でいう引退
前に、団体戦で千葉県大会３位入賞という結果
をおさめる事が出来ました。
　でも、その後進学について考えました。（その
頃、数学、英語が本当にダメでして）剣道部の顧
問の先生からは、“剣道を四年間やるのなら大
学に推選する”と言っていただいたのですが、
当時は遊びたい盛り、先輩、後輩の関係で四年
間を無駄にしたくない、を理由に丁寧にお断り
しました。本音を言うと、もう剣道はいいや，く
さい，その頃は練習中は水が飲めない，それと
濡れた胴着が乾かない，坊主頭→パンチパー
マ，サーファーブーム。早く自分の車を買いた
い、今と違って免許をとって自分の車を買う→
女の子をナンパ。
　でも、顧問の先生、先輩、同級生、後輩とはいま
だ、ＯＢ会、ＢＢＱ大会等のつながりで、幹事を
やらせていただいております。…と、ここまで昨
晩書き足しました。この時点で焼酎４杯いって
ました。
　私の職業は、「炭火焼居酒屋八っちゃん」を経
営しております。柏の西口旭通りと、東口のサ
ンサン通り、我孫子の北口と、天王台の南口の

柳　肇　職業奉仕委員長

卓話

写真ありがとう！
増谷　榎本 会員

誕生日おめでとう！
岡田　金子　水野　東海林 会員

結婚記念日おめでとう！
増谷　吉野　小澤 会員

パートナー誕生日おめでとう！
中村 会長 　
飯合　宇田川　榎本　小澤 会員

卓話よろしくお願いします！
柳　会員

４店舗です。私が柏西ロータリークラブに入っ
て、早や３年目になりました。
　入会のきっかけと言えば、嶋田会員、香島会
員、神林会員という、いかにも酒好きの御三家
の方が毎週金曜日に来店されていて、商売柄お
話をしたのがきっかけでした。
　入会した頃は、皆さんが非常に恐く思えたの
が第一印象でしたが、色々な行事に参加しなが
ら、お顔と名前を覚えながら交流していただ
き、なんとか３年が過ぎました。
　その間に、第一印象とは違う、柏西ロータリー
ならではの、さりげない優しさを感じました。
　今回も、職業奉仕についてとのお話というこ
とで、森市幹事にご心配いただき、色々と資料
等の差し入れをいただきました。また、西光院
の榊会員の所で、美味しい竹の子を御馳走に
なったり、日暮会員の畑で楽しい芋ほりをした
思い出があります。昨年の我孫子店の開店時に
は、色々な方に御協力していただき、感謝して
おります。
　本題になります、来月11月27日（土）、28日
（日）の職場見学についての予定ですが、今回は
長野方面となりましたので、長野県について少
し調べてみました。海に面していない内陸県
で、面積は全国第４位ですが、盆地、山が多いた
め、人が住める面積では、千葉県と大差はない
そうです。
　産業では、かつては時計、光学機器等の精密
機器が主体でしたが、1980年代以降は情報通信
機械器具、電子部品等に変化をしたそうです。
また、日本酒やワイン、味噌の醸造が盛んであ
るとの事なので、今回の職場見学に選んだ理由
です。
　では、お手元の資料をご参照の上、行程を説
明させていただきたいと思います。
　11月27日（土）　朝７：00に柏駅をバスで出
発。首都高速、中央高速、長野自動車道を通り、
第一に「松本城」に到着します。松本城は、現在
は天守群などの建物が現存し、城跡は国の史跡
に指定されています。安土桃山時代後期から江
戸時代にかけて建造され、国宝に指定されてい
ます。
　松本城を見学後、「信州そば歳　長野」という
お店で少し遅い昼食となります。信州そばが美
味しい理由は、空気が澄み、寒暖の差が大きく、
そばの栽培に好条件の風土です。またそばの味
を引き締める水が豊富だからです。
　昼食後は「善光寺」を見学します。善光寺は戦
国時代　善光寺平は武田信玄と上杉謙信の争
いの舞台となり、寺は荒廃しました。この後、善
光寺は寺地を地方に流転することになり、本尊
は織田信長により岐阜、豊臣秀吉により京都、
更に徳川家康によって尾張へ移されるなどし
ましたが、1598年（慶長３年）秀吉の死の前日に
信濃へ帰されたという歴史があるそうです。
　そして、善光寺をあとにして次に向かうの
は、「松代象山地下壕」という、第２次世界大戦
末期に本土決戦に備えて、大本営や政府中核を
松代に移すという計画のもとに掘られた大地
下壕です。秘密に工事が開始されたのが昭和
19年。当時にして約２億円の費用をかけて総
延長は６㎞にもおよぶそうです。
　次に、「宮坂酒蔵店」という、日本酒の“真澄”
で知られる上諏訪の蔵元です。この蔵には、
「セラ・マスミ」という売店があり、試飲は週替
わりで用意されているそうです。300円でグラ

スを購入して、ご自由にどうぞ、というスタイ
ルみたいですので、日本酒好きの人にはたま
らない売店です。そして、「千曲館」というホテ
ルに宿泊をして、温泉につかり、夜の宴会で１
日目を終わります。
　２日目、「新田醸造」で信州みその試食見学
をします。最近のおすすめは、お味噌ももちろ
んですが、「ミソ ソフトクリーム」だそうです。
それから、上信越自動車道を通り、「白糸の滝」
を観光後、「軽井沢プリンス」で昼食。近場の「信州
ハム　軽井沢工房」を見学します。その後、「軽井
沢プリンスショッピングプラザ」というアウト
レットで買い物をして、帰路に着く、という行程
を予定しています。
　最後になりますが今回の旅行は、職業奉仕、親
睦活動、プログラム委員会の皆様と一致団結し
て、この企画を成功させますので、会員の皆様に
おかれましては、是非ご参加いただける様にお願
い申し上げます。以上をもって卓話を終わりま
す。大変ありがとうございました。



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ　2010～2011 年度　理事会議事録　

2010 年　10 月　1 日　13 時 40 分

森  市  直  樹幹　事

×

×

次回の例会は10月15日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

2011-12 年度の地区委員推薦の依頼について



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1660号

合同例会ーR情報研究会ー

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1687回　合同例会（2010.10.8）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

ホストクラブ　森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 習志野中央RC創立 25周年記念式典並びに祝賀会」・
 「習志野中央RAC創立 20周年記念式典並びに祝賀会」
 のご案内
 　日  時　11月 14日 ( 日 )   13：15～記念式典
 　　　　　　　　　　　　   　　17：45～祝賀会
 　会  場  千葉工業大学津田沼校舎新1号棟
 　　　　  登録料  一人一万円

2. 例会変更・休会のお知らせ
 印西 RC：10/13( 水 ) は 10/9・10の「コスモス
 　　　　　祭り」に振替の為、休会
 　　　　　11/10( 水 ) 地区大会に振替の為、休会
 　　　　　11/24( 水 ) は 11/18（木）の「R情報
 　　　　　研究会」に振替の為、休会
 松戸東RC：10/15( 金 ) は「R情報研究会休会」に
 　　　　　　変更

中 村 佳 弘　会長
ホストクラブ会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

　皆さんこんにちは。 今年度初めて
の合同例会です。 
　ホストクラブ会長として一言ご挨
拶申し上げます。
　本日は地区職業奉仕委員長の土屋
様始めクラブ研修委員長の海寳様、
クラブ研修委員会委員の安蒜様、堀
内様、中山様来て頂いて誠にありが
とうございます。挨拶の前に一つご
報告があります。 
　今週の月曜日に行われた地区大会
記念ゴルフ大会で柏西ＲＣが団体優
勝した事を報告します。 

　さて、本日の情報研究会はんです
が、テーマは「私たちはなぜ週一回
ロータリーに集うのか」です。 
　クラブの例会が慣習化されてし
まっています。 
　もう一度クラブ例会の意義をみな
さんと共に話し合ってみたいと思い
ます。 

　本日の情報研修会が皆さんにとっ
て有意義になりますことを祈念挨拶
とさせていただきます。 
　本日はよろしくお願いします。



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

図り、道徳水準を高め、その心をもって自らの
職業を通じて社会に貢献することを目指して
いる倫理運動です。
　平素の行動の行動基準として、【四つの
テスト（自己評価の観点）】を示し自己抑制を
求めています。
　この四つのテストについては、佐藤千壽パ
ストガバナーの次のような解説がございます。
・ロータリー精神を一番わかり易く表現してい
るもの

・Service above self やOne profits most 
who serves bestという哲理を、具体的行
動指針として置き換えたのがこの「四つのテ
スト」、これこそロータリーの真髄

・「近江商人の家訓“売り手よし、買い手よし、
世間よし”の“三方良し”は、ロータリーの四
つのテストを全部包み込んでいる」

・これをもっと煮つめて一番短い簡単な言葉
で表現しろ、と言われたら、「相手の立場に
なって考える」ということ
【二大標語】
・ 超我の奉仕（ Service above self ）
　　ロータリーの哲学
　　自分の利益だけに没頭することなく、自

分の正当な利益だけを受け、先ず奉仕
（＊奉仕の心で、利己と利他の調和）せ
よ。

　　二宮尊徳「一円観」（善と悪、勤勉と怠
惰、真面目と遊び心、貪欲と奉仕）

・最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（ 
One profits most who serves best ）

　実践的倫理原則
　職業奉仕理念　　　　　　
　　“情けは人の為ならず”（人に情けをかけ

ておけば、いずれめぐりめぐって自分のた
めになる。）

　　成功する商売の道は奉仕することにか
かっている。どんな取引でも買手と売手
双方に利益するものでなければならな
い。

【職業奉仕】：自己の職業にロータリー精神
（奉仕の精神）を傾注させ、世の中に役
立たせること〈土屋委員長より〉

【奉仕の理想】：は「入りては例会で“超我の
奉仕”のこころを磨き、出でては“最もよく
奉仕する者、最も多く報いられる”のここ
ろで奉仕の実践をしよう」　ということ

【職業奉仕→行動（実践）レベルでの理解
（見える可）】を試みたいと思います。

別紙のとおりですが、
①お客様に喜ばれて　②社員がいきいきと
仕事をして　③利益を出し　④社会貢献す
る
この４項目を同時に実現するための実践行動
ということができると思います。

　さて、1905年創立、1923年のロータリーの
理念の確立後、理念や週一度例会開催の原
型に大きな変更がなかったように認識しており
ますが、1905年当時及び20世紀初頭をご一
緒に想像してみたいと思います。
　ロータリーの誕生についての一般的見解、
としては；
「友」より　　ロータリーとは　　「ロータリー
の誕生とその成長」　に次のように書かれて
おります。

　20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会
経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目に
つくようになっていました。・・・青年弁護士
ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、・・・・。
　創立時及び20世紀初頭のアメリカの社会・
経済を想像すると、正に激動の時代、乱世で
あったと思われます。無法・腐敗の街シカゴ、
金儲けのためなら人殺しや、不法侵入、不払
い、計画倒産、取り込み詐欺、夜逃げ、およそ
考えられる限りの悪知恵競争を繰り広げてい
たということです。“騙される方が馬鹿”の道
徳観が公然とまかり通っていたようです。ア
ル・カポネ（シカゴ暗黒街のボス、ギャングス
ター1899年生まれ～1947年没）という人物も
いました。無秩序な自由競争の結果発展した
大企業の放任阻止のため反トラスト法の制定
がありました。
　日本の歴史に関係することとして1905年は
ポーツマス条約（日露戦争の講和条約）締結
ですとかがあります。
　昨今、ギリシャ危機をはじめとして世界の金
融・経済は、今非常に大きな変化の荒波を受
けています。生産者人口の減少（少子高齢
化）、デジタル化や、インターネット時代が急激
に進行している時代でもあります。そんな中
で、既存の市場が消えていく事態に直面して
いる経営者が少なくないようです。今まで売れ
てたものがさっぱり売れなくなる。今までの顧
客がぱったりいなくなる。特に最近は、単に安
ければ売れるというものではなく、顧客のニー
ズが非常に多様化しており、対応に苦慮して
いる状況もあります。もちろん、業種業態を変
え成功している企業も結構多いと思われま
す。さらに、リーマンショック後の景気低迷下で
も、増収かどうかは兎も角として、史上最高益

を出されている企業もあります。
　これは、要するに、世の中が急速に変化し
ているということであって、変化を嘆いたり変
化を止めよう思っても、それは不可能なことで
す。このようなときに、自分がいかに対処する
かを考え、具体的に行動していくことが経営

（環境適応業）というものだといわれます。
　さて、先輩から教えていただいたことです
が、常々、こういうイメージで経営をすることに
しております。「お客様に喜ばれて、社員がイ
キイキと仕事をして、利益を出し、社会貢献を
する。」これは、ロータリーの職業奉仕の理念

（最もよく奉仕する者、最も多く・・・・）を一段
行動レベルへ分解したものともいえると思いま
す。この経営のイメージを念頭に置きますと、
過去約１０年の間に起きた様々な企業不祥
事は、隠蔽工作も絡み、とてもお客様に喜ば
れるものではありません。また、不祥事の発覚
も社員からの情報提供が大半とも聞いており
ます。とてもイキイキと仕事をしていたという状
況ではなかったようです。
　正に、『「天網恢々、疎にして漏らさず」悪事
を冒した者は天罰をのがれることはできないと
いうこと。』と思います。もちろん、利益を出し、
社会貢献することに、純粋さを欠いていたと
思われます。不祥事を起こした企業名を挙げ
るときりがありませんが、中でも、伊勢の赤福が
製造年月日、消費期限等の偽装をし、営業禁
止になったことは残念でなりませんでした。
　素晴らしい経営姿勢で経営されていた創
業300年以上の会社と認識しておりました。5
月の朔日餅のときに本店を訪れたことがござ
います。社長は、伊勢ロータリークラブの会員
であったようです。この経営のイメージに照ら
しますと、一部が欠落していたと思われます。
いつ誰が見ているかわかりません。1億（国
民）総監査人の時代ですから、法律遵守は
基本です。お客様に全く喜ばれないことをし
たのです。
　現下の経営環境にあって経営者にもっとも
必要とされる能力は、コミュニケーション能力
だといわれます。すなわち社員、取引先、株
主、顧客など、さまざまな立場の人たちとしっ
かりコミュニケーションをとって現状を把握し、
みんなの思いや実力の発揮できる場がどこに
あるかを前提に、会社の戦略・戦術を示すこ
とが求められるようです。建前・形式の時代か
ら本音・本質の時代への現状認識が必要の
ようです。
　ここで、もう他界されておりますが、あるロー
タリアンが経営されていた会社の経営理念を
ご紹介させていただきます。職業奉仕の理念
を格調高く表現されている経営理念であり、
「お客様に喜ばれて、社員がイキイキと仕事を
して、利益を出し、社会貢献をする。」がしっか

クラブ研修委員会委員　安蒜 俊雄 様



　7月に新年度がスタートして3カ月が過ぎまし
た。私たちの第10分区も4クラブの公式訪問
が終わり残すところ沼南クラブのみになりまし
た。各クラブの会長幹事さんも、落ち着いたこ
ろではないでしょうか。
　さて、本日の情報研究会は、織田ガバナー
と地区職業奉仕委員会の提言で、8月から11
月にかけて、第2790地区全14分区で「私たち
は何故週一度ロータリーに集うのか」と言う同
一テーマで実施されています。織田ガバナー
は、ロータリーの基本理念である「ロータリー
の綱領」を理解し、「自身ののスタイルを磨き」

「クラブの物差し」作りを啓蒙することから
「ロータリアン自身のボトムアップ」が図れること
を熱望しています。職業奉仕の取り組みを最
重要と位置づけて、グループでの話し合いの
機会を作りました。それが本日の情報研究会
であります。
　千葉県には伊能忠敬という正確な日本地
図を作った偉人がおります。伊能は自分の佳
事を引退した55歳から測量を始め日本全国
4000万歩を踏破したそうです。200年前にあ
れほど精緻な地図を作ったのは、彼が仕事を
止めて隠居してからであります。
　終生学び続けることがいかに大切か、大き
な仕事ができるか、という事だと思います。
　本日の情報研究会が、お集まりのロータリア
ン自身のボトムアップにつながることを祈念し
てご挨拶と致します。

　国際ロータリー第2790地区第10分区ロー
タリー情報研究会の開催に当たり、一言ご挨
拶を申し上げます。
本年度のロータリー情報研究会は、飯合幸
夫ガバナー補佐様のご指導の下、中村佳弘

柏西ロータリークラブ会長様を始めとする第
10分区の皆様のご協力を戴き、情報研究会
がこの様に立派に、準備して戴きましたことに
対し、衷心より感謝申し上げます。
　さて、本年度の織田ガバナーは5大奉仕部
門の内、職業奉仕が最も理論的であり、倫理
的であると結論づけられました、その様な観
点から、今後益々増えることが予想されるで
あろうRIからの提示、並びに諸々の案件に就
きまして、各クラブがそれらに就いて、独自に、
その是々非々の判断を下す必要性が想定さ
れます。それ等に対応すべく、各クラブの職業
奉仕委員会の中に『クラブ研修委員会』を設
置することを要望され、常日頃から研鑽を積
んで戴きたいと、断っての要請でございます
　特に、織田ガバナーは今年度・各分区毎に
開催されますロータリー情報研究会を地区の
職業奉仕委員会が担当するように指示され、
テーマも「私たちはでぜ週一度ロータリーに
集うのかと示され、̶ 『̶出席なくしてロータ
リーなし』と言いますが̶̶出席の重要性を
再確認して、真のロータリーライフを構築して
戴きたいとの思いと拝察致します。
　　出席と申しますと、これはクラブ奉仕の分

野ではないのか?
　　今更そんな当たり前のことを議論するの

か?
等のご意見も聞きますが、ロータリークラブの
定例会は些か異にします、例会と言っても連
のセレモニー、食事、卓話、それ以外にロータ
リーの例会にはもっと深遠なものが、存在しな
ければなりません。それを本日掴み採って戴き
ましょう。それこそが、職業奉仕を理解する上
での大前提であるからであります。
第10分区のロータリアンの皆様、今日の研究
会は皆様の研究会であります。
敢えて言わせて頂けば、地区の職業委員の
任務は、職業奉仕への道案内人に過ぎませ
ん。
どうぞ活発なるご意見を戴き、楽しく、実り多
い研究会になりますことを期待致します。
　混迷する社会で生き残る道は、唯一つ、職
業奉仕の実践『大道無難』に尽きます。

　ただ今、ご紹介頂きました地区職業奉仕委
員会の小委員会でありますクラブ研修委員
会の委員安蒜俊雄と申します。松戸東ＲＣ会
員で、職業分類は公認会計士でございます。
　織田ガバナーから、クラブ研修委員会に対
しまして、各地区で開催されるロータリー情報
研究会の主管をするようご要請を頂きました。
テーマもご指定いただきまして、《私たちは何
故週一度ロータリーに集うのか》です。ロータ
リーの理念に関わる大変重要なテーマである
と思っております。
　後ほど、皆様方には、各テーブルにて、この
テーマで討議をして頂くことになっております。
　その前に、これまでにロータリーで学んだこ
とをお伝えし、後ほどのグループ討議の参考
にして頂けると幸いです。例会の役割は、
様々な視点からとらえることができると思いま
すが、本日は職業奉仕の視点からお話しさせ
ていただきます。よく“職業奉仕は難しい”
とお聞きしますので、実践レベルでの見える可
を試みたいと思います。そして例会との関わり
をも考えて見たいと思います。
　はじめに、ロータリーが大事（理念など）にし
ていることをおさらいさせて頂きたいと思いま
す。解釈にご異論のある方がいらっしゃいまし
たら、今日のところは、安蒜の主観であるとご
理解頂きたいと思います。
　ロータリークラブは1905年に、アメリカ、シカ
ゴで誕生、1業１会員制と規則的例会出席の
原則が確立され、1912年には、ロータリーの
綱領とロータリーの標語が採択されました。そ
の後、ロータリークラブは105年間にわたって
継続、成長・発展し、現在200以上の国と地
域、33,855クラブ会員122万人余を擁しており
ます。
　ロータリーに関する基本的な考え方を確認
させていただきます。

【ロータリークラブは】：職業倫理の向上を諮
る同志の集まり　（土屋委員長より）

【ロータリーの目的は】：職業倫理を高揚して
ゆくこと（織田ガバナー、ガバナー月信7月
号：ロータリアンの矜持＝ロータリーの綱
領→（ロータリーの綱領は、・・・→「ロー
タリーの目的は社会に価値のある企業
活動の基本として奉仕の理念を企業に
導入し、育んでゆく、特に・・・。」と読み替
える。）

【ロータリークラブは何を目的としている集
団ですか】と問われることがあります。
ロータリー運動は、一口にいって、人生を如何
にいきるべきかを問い続ける専門職業に携わ
る者又は企業経営者の生涯学習の場です。
　会員は一業一会員を原則として週一回の
例会をもっています。この運動の目標とすると
ころは、会員相互の交流を通じて自己啓発を
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開催主旨説明挨拶

第 2790 地区職業奉仕委員会
委員長　圡屋 亮平 様

第 2790 地区第 10 分区
ガバナー補佐　飯合 幸夫 様

国際ロータリー2790地区第10分区
ロータリー情報研究会
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いる倫理運動です。
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テスト（自己評価の観点）】を示し自己抑制を
求めています。
　この四つのテストについては、佐藤千壽パ
ストガバナーの次のような解説がございます。
・ロータリー精神を一番わかり易く表現してい
るもの

・Service above self やOne profits most 
who serves bestという哲理を、具体的行
動指針として置き換えたのがこの「四つのテ
スト」、これこそロータリーの真髄

・「近江商人の家訓“売り手よし、買い手よし、
世間よし”の“三方良し”は、ロータリーの四
つのテストを全部包み込んでいる」

・これをもっと煮つめて一番短い簡単な言葉
で表現しろ、と言われたら、「相手の立場に
なって考える」ということ
【二大標語】
・ 超我の奉仕（ Service above self ）
　　ロータリーの哲学
　　自分の利益だけに没頭することなく、自

分の正当な利益だけを受け、先ず奉仕
（＊奉仕の心で、利己と利他の調和）せ
よ。

　　二宮尊徳「一円観」（善と悪、勤勉と怠
惰、真面目と遊び心、貪欲と奉仕）

・最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（ 
One profits most who serves best ）

　実践的倫理原則
　職業奉仕理念　　　　　　
　　“情けは人の為ならず”（人に情けをかけ

ておけば、いずれめぐりめぐって自分のた
めになる。）

　　成功する商売の道は奉仕することにか
かっている。どんな取引でも買手と売手
双方に利益するものでなければならな
い。

【職業奉仕】：自己の職業にロータリー精神
（奉仕の精神）を傾注させ、世の中に役
立たせること〈土屋委員長より〉
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別紙のとおりですが、
①お客様に喜ばれて　②社員がいきいきと
仕事をして　③利益を出し　④社会貢献す
る
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経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目に
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　素晴らしい経営姿勢で経営されていた創
業300年以上の会社と認識しておりました。5
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います。社長は、伊勢ロータリークラブの会員
であったようです。この経営のイメージに照ら
しますと、一部が欠落していたと思われます。
いつ誰が見ているかわかりません。1億（国
民）総監査人の時代ですから、法律遵守は
基本です。お客様に全く喜ばれないことをし
たのです。
　現下の経営環境にあって経営者にもっとも
必要とされる能力は、コミュニケーション能力
だといわれます。すなわち社員、取引先、株
主、顧客など、さまざまな立場の人たちとしっ
かりコミュニケーションをとって現状を把握し、
みんなの思いや実力の発揮できる場がどこに
あるかを前提に、会社の戦略・戦術を示すこ
とが求められるようです。建前・形式の時代か
ら本音・本質の時代への現状認識が必要の
ようです。
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タリアンが経営されていた会社の経営理念を
ご紹介させていただきます。職業奉仕の理念
を格調高く表現されている経営理念であり、
「お客様に喜ばれて、社員がイキイキと仕事を
して、利益を出し、社会貢献をする。」がしっか

り醸し出されていると思います。会社の存在
意義、行動指針、社風、それらの価値観の共
有、リーダーシップ、コミュニケーション、様々な
重要事項が盛り込まれていると思います。経
営資源という言葉がありますが、人、物、金、
情報、社風です。正に、この理念の下での社
風を大事にされていたように感じます。〈別紙
参照〉是非、ご一読ください。1960年、売上高
が10億円にも満たない町工場のような状況と
きの経営理念の策定であったようです。2007
年3月期は売上高579億円経常利益93億円
だそうです。
　「日々に新たに、また日に新た（ダイヤモンド
社）」という書籍に紹介されております。ホーム
ページで確認しましたところ、現在も全く同じ
経営理念です。
　経営理念の中にも謳われておりますが、「日
に新たに、日々に新たに、また日に新たな
る・・・」は中国の格言「（殷(いん)王朝　初代
湯(とう)王「筍(まこと)に日に新たに、日日に新た
に、又日に新たなり（今日の行ないは、昨日より
も新しくよくなり、明日の行ないは、今日よりもさ
らに新しくよくなるように日々 修養に心がけなけ
ればならない）」、“新たにする”は“学ぶ、修行
する”ことだそうです。
　私たちの先輩・友人のロータリアンの中に
は素晴らしい経営をされている方々が、身近
に沢山いらっしゃいます。師は、クラブ内に、
そして隣に座っていらっしゃいます。
　昨今は、先行き不透明、変化の時代、手本
がない時代です。潜在能力を開花させながら
新しい挑戦をしていく以外、道はないといわれ
ます。これから新たにどんな商品・サービスを
開発できるだろうかとか、新しい顧客をこうい
うやり方で開拓してみようとか、潜在的な可能
性を考えてさまざまに試行錯誤していく必要

があるのではないでしょうか。
　時代を大きく見渡せば、今は「乱世」とよん
で良いと思います。現下の経済は超円高、デ
フレです。この乱世は、1985年のプラザ合意
（為替協調介入、超円高）から始まっており、
60年続くともいわれます。物事が昨日と同じよ
うに動く世の中ではなく、今日は昨日とはまった
く違うことが平気で起こる時代です。したがっ
て、乱世においてこそ、勉強が必要だといわ
れます。
　では、何を勉強すればよいのか。リーダー
シップ、マネージメント、技術のこと、世の中　
の情勢など。さらには人としての生き方や哲学
なども大変重要になってきます。これを　しっ
かり勉強しておかないと、非常に大きな変化
に直面したとき、狼狽したり短絡的な行動をし
てしまって、成功から遠ざかってしまうことが
多いようです。
　また、乱世においては、実学はあまり役に立
たないといわれます。即戦力とされる人材が、
なかなか成功を持続できなかったり、組織の
価値観を乱すことになったりします。乱世であ
ればあるほど、基本に立ち返って経営の基礎
を固め、特に、社内の価値観（思想）の共有
が重要項目です。本来の自分の使命を果た
すよう、価値観の共有を図り、経営者も社員も
行動していかなければ、未来は開けないとい
われます。
　今、私たち職業人は、1905年当時と同様
に、激動の乱世の中にいるとご認識をいただ
いて、例会の意義を考えてみたいと思いま
す。
　一週間、私たち職業人は、厳しくも慌しい
俗社会の中で、職業に専念する毎日なので
すが、時には適当な方便もつきながら、利己
主義に陥りやすく、様々にけがれた身になっ

て、ホームクラブの例会に出席してきます。
　例会の目的は、癒しの場・憩いの場である
のと同時に、異業種の仲間達との親睦や職
業上の発想の交換を通じて、相互に分かち
合いの精神による事業の永続性を学びあい、
友情を深め合い、反省や志の再確認をし、自
己心の改善を図ることにあり、その結果として
の奉仕の心、即ち、思い遣りの心が育まれてく
るのだと思います。
　米山梅吉翁が語った『ロータリーの例会は
人生最高の修練の場』とは、会員同士が切
磋琢磨して、自己研鑽に励む貴重な修練の
場でなければなりませんから、例会運営にあ
たる会長と幹事やＳＡＡは、会員が職業に従
事すべき貴重な時間を割いていることに対し
て、例会に出席するメリットを、沢山与える責
任と義務を認識したいものです。
同時に、出席会員は；
①例会は、会員各自によってつくられる。
②「貴方の出席が例会を変え、ロータリーを変
え、そして、貴方と貴方が関わる家庭・職
業・社会生活を豊かにする。」、すなわち、

『貴方の出席が、・・・貴方を豊かにする。』
の意識をもって、出席していただきたい（・・・し
たい）と思います。

「人は、人の中でしか育たない。」
　そして、乱世にあっては、「何気ない会話の
中から、大きなヒント・気づきがある。」こんなこ
とを思う昨今でございます。今こそロータリー
の草創期に立ち還り、例会にて会員同士が
職業奉仕を語り合い・学びあう（意義ある卓
話を含む。）ことが、真のロータリー運動の推
進につながり、ひいては、新しい会員の増強
にも結びつくものと、大いに期待しているところ
です。
　ご静聴ありがとうございました。

私たちは何故週一度
　ロータリーに集うのか
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テーブルディスカッション ・毎週の例会はクラブ内の親密感を持続させるのに調度良い
間隔である。

・入会まもないので、週一回の例会に出席する意義を学んで
いるところである。

・週一回出られない理由を考えると、仕事が多忙で時間的余
裕が無い、出てきて果たして何が得られるのか等が考えら
れるが、共通の目的を持って集う仲間との出会い、難しい条
件下で出席する達成感など組織の中で夫々が個々の目標
を持って参加する事が大切。

・例会の出席は、仕事との優先願位で決められてしまうのは
仕方が無い、ロータリーの例会で勉強すると言う特別な意
識は無いが仲間との対話を楽しみにしている。

・この機会は毎週有るほうが好ましく調度良い問隔と思う。
・入会一年目で、現在は毎週例会に出席する事で、自分自身
にロータリアンであると言う、所属意識の確認ができ、ロー
タリアンとしての自覚がもてる。

・異業種の人たちと逢うことに意義を感じる。ロータリー活動
を勉強中であるが自身の
職業の信念と合いいれる感がある。
・例会は、例えると飛行場の様なもので、ここには常にヱネル
ギーが蓄積され、豊富な技術、故障の修理、などが揃ってい
る。ロータリアンはこの善意と友情に満ちた飛行場で週に
一度　心を休め、充電し、修正し、新たな力を得て飛び立ち
夫々の職場で活躍しまた1週間後再び戻ってくる・・こんな
ふうに考えています。

・人間の記憶力は、3日で忘れてしまうらしい、忘れる記憶力
を取り戻し、物理的にロータリーへの所属意識を維持する
ためには週一の例会が程よいペースなのではないか。

以上が当ユニット参加者の夫々の発言です、例会参加を自己
研鑽の場と考える人共通の目的を待っ人々の親睦の場と考
える人と、まちまちで、夫々の方が、夫々の日的と何かしらの
期待を持って例会に参加しているようです。例会出席に仕事
の多忙さから苦労している方が多い様ですが、例会に週一度
集うことに批判的な意見を持つ人はいませんでした。

・出席する人が少ない。週1回集まり。親睦。研鑽。
週1、リズムになる。卓話公演で勉強になる。交流が出来る。
→行動を週1、メイキャップは他のクラブ
・業界の人としか会えない。他の業界の人と友人になれる。
出席率、他の人と話したりするのが重要。
・→異業種交流が有意義。
例会の卓話、勉強になる。
元気が出るし、ロータリアンの意識がでる。
・長いロータリーの期間では波がある。
限られたメンバー、グループの人が時間を合わせて
・自分の視野が広がる。
学習の場、例会に人生経験が広がる。
・このような場、職業人、職業奉仕の意識。
自分を磨く→自分レベルUP→会社、社員UP
・職業宣言
例会に出れば得をする。
・週1回とは
他のメンバーに会って、磨いた自分
学び合う場、自分なりの研鑽
会員の資格→ロータリーの同じ立場、トップ
クラブ組合員
自分もロータリーに恥じない人間に

・人間の哲学のために集っている会は少ない。
・月に1度だと、中食を食べるだけになる。週1だと会員同士
の話す機会がが増えて、内容が増える。仕事上のアドバイス
等も、時間が過ぎると話しにくい、タイミングが必要だ。

・週1だと退会防止にもなる。
・親睦が中心で良いのではないか。倫理的（意味のない又は
興味）な話しだけだと、魅力がなくなる。

・週1位の期間の周期が良いのではないか。
・週1はハードである。回数が多いと思う。
・週1は、習慣でよい。
・本来は異業種の集まりであり、情報を受けやすいのではな
いか、相談しやすい。

・週1の息抜きである。昼だとだらだらにならない。
・夜間例会が月一度有るので、会員同士の意思の疎通がとれ
る。

・週1の決まった曜日で日程が取りやすい。メイキャップを他
団体に出ることが出来る。

・社会に出てからの部活動であり、職業外の良い集まりであ
る。

・出席免除の制度について、どう思うか
・対象の会員が自分の意思である。自己申告制である。有って
も良い。

・週1回の例会は、日常性かつの中でのリズムを作り、習慣化
することにつながる

・習慣になり、例会に出席を続けることが仲間づくりにつなが
り、楽しみになり、充実感を感じられるようになる（出席の重
要さ）

・年齢差を超えて学び合い、思いやりを向け合うようになるこ
との意義

・1業種1会員：1国1城の誇りある主の集まりであることから
くる気のおけない仲間の集い（息抜き）

・楽しい卓話、卓話充実の工夫が大切
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次回の例会は10月22日（金）移動例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

1.各人がテーマについて述べた事項
・1つの会員の責務
・会員との会食時の会話は楽しみ
・「何か得るものが」との期待・楽しみ
・会話（雑談）に元気をもらう
・家庭から会社に携わるようになって、多くの人に出会うことはあ
りがたい

・食事も楽しい（美味しい）
・少しずつ積み重ねの中で、自分も高めてもらっている気がする
・なぜ週1回か?の理由は知らない
・毎週だから続けられそう（生活の習慣・単位となっている）
・みんなと会える
・昼の集まりは仕事で出席が難しいこともあった（入会時）
・以前の会は厳しい雰囲気があった
・職業上の自らの情報をメンバーに提供できる場となっている
・柏RC例会は卓話時間が確保されている
・他業種・職業人の集まり
・楽しい雰囲気で食事＝きっかけ＝楽しい
・時間を例会に咲いている→金銭にかわる価値がある
・仲間の安否も確認できる
・地元の方々との接触は、同業種（分野）の中だけで得られない、
自分を広げる

2.まとめ
（前提）
ロータリークラブの例会という共通した空間で、
（1）会員同士の会話と食は楽しい
（2）他業種の職業人の集まりの中で、同業の中では得られないも

のを感じる
（3）何気ない積み重ねの中で、自らが高められているような気が

する
（4）生活は週単位で回っており、週1回の例会は適当である

・かつては、入会5年目までの会員を対象にしていた。今回、全員
を対象としているのは、新しい情報研究会を目指しているのだ
ろう。

・週1回例会を開催するのは、定款（規定）に規定されている。規
定審議会で決められている。

・月1回程度だと、会員同士の親近感がわく。週1回程度が会員
同士の仲間意識にちょうどいい。情報交換かコミュニケーショ
ンをとるのに適当。

・他業種の人の意見を聞ける。ロータリアンである意識が確認
できる。

・柏（地区）の情報を入手出来る。
・奉仕活動が世間に認識されるレベルに達していないのがもっ
たいない。

・ロータリーは「アイ・サーブ」会員が各自で社会に奉仕する事を
考える団体。

・ロータリーの他団体との違いは「職業奉仕」である。会員各自
が自分をみがき、社会のためになる人間になる。

・先輩と週1回集うことにより、先人の職業奉仕の姿勢、人間性
に触れられる。

・会に出て、アピール・卓話による知識向上。
・第1線の人間には週1はつらい。出席率60～70％のクラブで
は休んでも・・・。

・12:30～13:30の昼食時、腹を割って話す→親睦→職業奉
仕に通じる。

・アルピニスト的、「例会があるから」他業種との意見交換→力を
つける（元気づけ）。

・毎日でもOK。多種の職業の人と接する（食事）→職業奉仕→
週1は必要。

・時間をやりくりするのも勉強。自分を知ってもらう。
・クラブとの約束、会場がそごう→ホテル、会の格調が上がる。卓
話の質が上がる。

・休みが続くと、出なくなってくる。
・面談する人の数によって手頃になる。
・柏南クラブの例会場は、座席抽選＆テーブル模様替え。
・柏クラブは食事と例会の席は別。
・沼南クラブは座席抽選、温かい食事が良い。通常は弁当。
・柏西クラブはSAAが石指定、クレストにきて、10卓×4。SAA
がふる。

・曜日、時間が決まっていれば出席しやすい。出席率の目標達
成。

・日で決めるより、曜日のほうがわかりやすい。
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通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1688回　例会（2010.10.15）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 地区社会社会奉仕委員会より

 「青少年による環境をテーマとする模擬国連」参加者の依頼

 　参加者募集：

　

　

 　学 習 時 期 ：

 　模擬国連会議：

 

2. 地区より「広報・IT 委員会だより」発行、協力依頼

3. 受信《クラブ会報》印西 RC

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　田代 健一 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

　皆さんこんにちは！
　先週は 10 分区の情報研究会ありが
とうございました。
　「私たちはなぜ週 1 度、ロータリー
に集うのか」というテーマで、他ク
ラブの方々と話し合って頂き、誠に
有意義だったと思います。
　又、来週は第 1 回目のインターゴ
ルフと親睦の小旅行が行われます。
企画して頂いた鈴木桂三親睦委員長
には、下見まで行ったらしく、あり
がとうございます。
　楽しみにしております。

10月6日～11月25日

16～30歳の青少年（高校生を含む）

1チーム3名とし10チーム公募

2010 年12月～2011年 3月

日  時　2011年 3月21日 (日 )  

会  場　千葉市、京葉銀行文化プラザ



　今年度ロータリー米山記念奨学会委
員会、委員長を拝命いたしました。
　今月１０月は、米山月間にあたりここで
ロータリー米山記念奨学事業につきまし
て皆様と一緒に本日は、勉強いたした
いと思いますのでよろしくお願いします。
　すでにお詳しい方も多いこととは存じ
ますが、柏西RCも新しいメンバーも増え
たことでございますし、また米山奨学会
の学友たちの最新DVDを用意いたしま
したので後ほど上映いたします。

世界の平和を願って始まっ
た奨学事業

　さて、財団法人ロータリー米山記念
奨学会は、日本全国のロータリークラブ
会員の寄付金を財源として日本に在留
し勉学を志す外国人に対し奨学金を支
給し支援する民間の財団です。
　その歴史は、５０年以上前にさかのぼ
ります。
　１９５２年（昭和２７年）日本のロータ
リーの礎を築いた米山梅吉氏（1868－
1946）の功績を記念して、東京RCによ
つて「米山基金」が設立されました。
　この目的は、世界に平和日本の理解
を促すことにありました。留学生が平和
を求める日本人と出会い、互いに信頼し
合う関係を築き、「世界の懸け橋」となる
ことを願ってつくられたのです。　
　本日１０月１５日の日本経済新聞朝刊
にロータリー米山記念奨学会について
記事が出てましたので本日コピーをお
持ちしました。

米山梅吉氏とは、

１８６８年（慶応４年）江戸（東京）に和
田竹造、うたの三男として誕生。
５歳の時、父親が他界のため母親の郷

里である静岡県三島に移住する。
２０歳から８年間の在米中、オハイオ州
ウエスレアン大学、ニューヨーク州シラ
キュース大学で法学を学ぶ。
三井銀行常務、三井信託株式会社初
代社長、日本初のロータリークラブ「東
京ロータリークラブ」を設立し初代会長
に就任。（１９２０年）
幼い時に父親を亡くし苦労をして育ち
母親の郷里では、養子縁組の話から米
山家の後押しがあり上京そして米国留
学と努力の人であつたことが歴史から
良く分かります。
もっと知りたい方は、「米山梅吉の一生」
栄光出版社、1,575円を紹介します。

「世話クラブ・カウンセラー制度」

　ロータリークラブ米山記念奨学事業
の最大の特長は、「世話クラブ・カウンセ
ラー制度」による心のこもった支援にあ
ります。奨学生は、毎月一回クラブ例会
に通い、クラブの行事に参加するなどし
て、ロータリアンとの交流を図ります。
　奨学生にとつては、大学生活では、
味わえない地域の日本人との交流の機
会であり、ロータリアンにとっても海外か
らの奨学生と触れ合うことで、事業への
理解を深め、更なる支援の意欲につな
がってます。
　人を知り、文化を知り、お互いへの関
心を深めて平和の創造を実践していく。
世話クラブ・カウンセラー制度こそ、世界
に平和の種をまくロータリー米山奨学事
業の真髄なのです。

データで見る米山学友

　この表を見ましても奨学生は、中国、
韓国、台湾といったアジアの国々から多
く来られています。現在の緊張した日中
関係もこうした米山の学友たちにより国
と国との相互理解を深めることに活躍さ
れることと信じます。

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

卓話
米山記念奨学会　委員会
委員長　田代 健一 委員長

BOXありがとう！

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、河西、佐藤、染谷、髙田
日暮（誠）、富士川、水野、
吉野、渡邉、渡邉

出席率　

54名

11名

79.63％

ニコニコ

地区記念ゴルフ大会
名誉あるブービー賞
杉山 会員

10月 8日 1687回例会

10月 15日 1688回例会

地区記念ゴルフ大会 
ベスグロ賞　中嶋 会員

地区ゴルフ大会 団体優勝
中村 会長

情報研究会 
ありがとうございました
飯合 ガバナー補佐

今日のお料理



　月日の経つのは早いもので、藤ヶ谷カ
ントリーで皆さんにお手伝いして頂いた
地区大会記念ゴルフから一年。銚子Ｒ
Ｃ主催で今年は行なわれ、柏西からは
11名のエントリーを数え、３日の日曜日の
夕方、秋山会員のご尽力で高島屋駐
車場をお借りしマイクロバス組が集合し
一路銚子へ。杉山会員の小遣いでたっ
ぷりとお酒を買い込んで頂き、宴席は柏
を出て３分後から始まった。（杉山さんご
馳走様でした）
　銚子へ着くとホテルへ荷物を置き、森
市幹事の計らいで銚子らしくヒラメの専
門店で舌鼓を打った。ホテルへ戻り、次
第に酒量も増し、翌日の雨天を覚悟しつ
つ就寝した。
　翌朝目覚めると朝方までの雨が部屋

の前のグリーンを鮮やかに染め上げて
いた。わずかに好転する期待が残る空
を横目に朝食をとり、泊まり組は早 と々ス
タートしていった。
　何とか小降りだった天気は前半を終
えての昼食中にその形相を変え、滅多
にない土砂降りの雨が目の前のテラス
に打ち付けていた。後日談だが、当日集
合した当分区のメンバーはこの土砂降
りの中プレーしたようだった。(お疲れ様
でした)
　食事を終える頃には幸運にもまた小
止みになり、午後の競技を再開。が、まも
なく雷雲の接近を知らせるサイレンが鳴
り競技は中断。雷雲が過ぎるまで数十
分間待機し、競技を成立させる為、９
ホールを終えていない組だけがプレーを

再開。結局、全組とも９ホールでの新ぺ
リア方式で順位を競う記憶に残る大会
となった。
　参加者は皆ベストを尽くしたが、チー
ム戦にエントリーした本クラブメンバー
は、神林、金子、中嶋会員の３名。それ
ぞれ43、41、38と好スコアを叩き出し、見
事ダントツでチーム戦初優勝を手中にし
た。これも昨年苦労したことへのご褒美
だったのかもしれない。さらに往路のお
酒を奢って頂いた杉山会員は、定位置
を得るご褒美のおまけも頂いた。
　宴会を終え帰りのバスに乗り込むとお
決まりの宴会がすぐに始まり、柏へ戻る
と柳会員のお店で砂払いを行い、２日に
亘る地区ゴルフは初優勝の快挙ととも
に終了した。
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“チーム戦・初優勝”地区大会記念ゴルフ大会
10月4日・レインボーヒルズ・カントリークラブ

■参加者順位
15位　神林、26位　中嶋（ベスグロ）、
69位　森市、83位　金子、130位　小林、
138位　飯合、143位　小澤、170位　嶋田、
192位　川和、197位　松本、243位　杉山（Ｂ・
Ｂ賞）各会員

● 定位置表彰の杉山会員 ● チーム優勝の表彰

● 優勝請負人　中嶋会員

次回の例会は10月29日（金）夜間通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎
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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1689回　移動例会（2010.10.22）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

第一回インターゴルフ及び親睦常陸旅行

１０月２２日の移動例会では、ゴルフ組と旅行組に分かれての企画となりました。

ゴルフ組１４名は、　小名浜オーシャンゴルフ場にてプレーを行いました。

ゴルフ組

優勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

11位

12位

13位

中嶋　利生 様

馬場　　弘 様

金子　　正 様

嶋田　英明 様

日暮　　肇 様

増谷　信一 様

飯合　幸夫 様

神林　聖光 様

森市　直樹 様

金本　元章 様

川和　弘行 様

鈴木　健吾 様

杉山　　智 様

39

46

41

44

48

55

45

46

53

45

49

57

73

6.0

13.0

6.0

8.0

23.0

24.0

8.0

5.0

17.0

+2.0

11.0

11.0

30.0

44

46

45

44

55

49

45

44

49

39

55

50

67

83

92

86

88

103

104

90

90

102

84

104

107

140

77.0

79.0

80.0

80.0

80.0

80.0

82.0

85.0

850

86.0

93.0

96.0

110.0

OUT IN GROSS HDCP NET

ドラコン　No.6 金子
 No.15 金子

ニアピン　No.7 馬場
 No.16 嶋田
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旅行組

８名の観光組は、常陸太田市の竜神大吊橋－国立ひたち海浜公園－環境

水族館アクアマリンふくしま、などを観光しまして帰りはゴルフ組と合流

し柏へ向けて帰路に着きました。

雨上がり、キンセンカの香りがするときのこが出てくる。言葉通り１０月

中旬は、きのこ狩りの季節？インターゴルフ？どちらが中心なのかわから

ないこの季節のゴルフで、きのこ狩り、ゴルフ共にすばらしい活躍を見

せた中嶋会員の優勝で中村年度第１回インターゴルフは終了したかに見

えたが初参加のため繰り上がり優勝は馬場会員となりました。



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1663号

夜間通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1690回　例会（2010.10.29）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. ロータリー財団への寄付者へピンの送付

 安川武年会員（マルチプル・ポール・ハリス・フェロー４回）

 松本ユミ会員（マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1回）

2. 第 34 回 R.Y.L.A.（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

 セミナー開催の案内

 □日時

 □場所

 □参加者

 

 □登録料

3. 例会変更・休会のお知らせ

 柏 RC11/10（水）は地区大会に変更の為、休会

◯地区大会記念ゴルフ大会の登録料一部返金の金額を参加者同意のもとポリオへ

◯手賀沼エコマラソン担当者　　集合 7：30　柏ふるさと公園

　見学者募集

◯地区大会11月 7日（月）集合　西口りそな銀行前　AM6：30

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　田代 健一 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

みなさんこんばんは！
　今日も 10 月の第５週目の金曜日な
ので夜間例会です。
　先週は第 1 回インターゴルフとバ
ス旅行ということで、ゴルフ組は小
名浜オーシャンで、観光組は長さは
本州一の竜神大吊橋と国営ひたち海
浜公園とアクアマリンふくしまとい
う水族館を見てまいりました。特に
素晴らしかったのは、ひたち海浜公
園のコキアとコスモスです。あたり
一面にコスモスが咲き乱れ真っ赤な
コキアが丘の上まであってものすご

くきれいでした。バスを降りてから
その場所まで 30 分は歩きました。
　8 人の観光組だったんですが、そ
こまでたどりついたのは 3 人（私と
榊さん・鈴木桂三さん）だけでした。
良い運動になりました。
　又、昨日は 12 月中旬並の温度とか
で非常に寒い 1 日でした。今日はま

だちょっと良いと思います。
　今すごくカゼが流行っています。
うちは皆さんが病気にならないとも
うかりませんが、体に気をつけて頂
きたいと思います。
　来月は地区大会・南クラブとの合
同ゴルフ。そして職場見学と沢山あ
りますのでよろしくお願いします。

２月19日（土）～ 20日（日）　一泊二日

上総地域交流センター（君津市久留里市場192-5）

青少年：男女各一名

（各ロータリークラブ推薦　16 歳～ 30 歳）

ロータリアン：各クラブ一名以上

一名10,000 円



ファイナルインチへ、
はじめの一歩！

ポリオとは

　我が国では以前、「小児マヒ」と呼
ばれ恐れられていました。わが国では
30年前までは流行を繰り返していまし
た。1959～1961年にポリオが流行し、
ポリオ生ワクチンを輸入、以後、国産
ポリオワクチンが製造され、1964年よ
り２回定期接種となり、患者さんは激
減しました。現在は国内での自然感
染は報告されていません。
　ポリオウイルスはヒトからヒトへ感染
します。感染した人の便中に排泄され
たウイルスが口からはいり咽頭または
腸に感染します。感染したウイルスは
３～35日（平均７～14日）かけて腸の
中で増えます。しかし、ほとんどの例は
不顕性感染（９５％）で終生免疫を獲
得します。ウイルスが血液を介して脳・
脊髄へ感染し、麻痺をおこすことがあ
ります。ポリオウイルスが感染すると
100人中５～10人は、カゼ様の症状を
呈し、発熱を認め、続いて頭痛、嘔吐

（おうと）があらわれ麻痺が出現しま
す。一部の人は永久に残ります。呼吸
困難により死亡することもあります。 
　感染の合併症としての麻痺の発生
率は1,000～2,000人に１人ですが、
麻痺患者が１人発生したときには、そ

の周りに100人以上の感染者がいる
といわれています。]
　現在では世界的にも減少しており、
東南アジア（特にインド）やアフリカの
一部ではまだポリオの流行がありま
す。2001年の統計で世界で600人ほ
どとなっております。日本にいる限りは
感染する可能性はほとんどありません
が、日本に入ってくる可能性はまだあ
ります。将来、いつそのような場所に
行くことがあるかもしれません。かなら
ずワクチンを飲んで免疫をつけておき
ましょう。

ポリオと世界的な撲滅活動
におけるロータリーの役割の
歴史
 
1350 BCE
エジプトのヒエログラフに最初のポリ
オの記録が残される。
1954年
ジョナス・ソーク博士により、不活性ポ
リオ・ワクチンが初めて発表される。 
1961年
アルベルト・サビン博士の経口ポリオ・
ワクチンの使用が認可される。 
1979年
国際ロータリーとフィリピン政府が共
同で、フィリピンの6百万人の子供にポ
リオの予防接種を行う5カ年活動を開
始する。 
1985年
国際ロータリーが、公共保健推進計
画の民間部門支援としては世界初、
しかも最大規模となる「ポリオ・プラス」
を開始し、1億2,000万米ドルの寄付を
誓約する。 
1988年
それから3年以内に、ロータリアンは当
初の寄付目標を2倍も上回る2億
4,700万米ドルをポリオ撲滅に寄付す
る。 

ロータリーの活動が一部きっかけとな
り、世界保健総会が2000年までにポリ
オを撲滅するという決議を採択し、世
界ポリオ撲滅推進計画の発足への
道を開く。世界ポリオ撲滅推進計画
は、国際ロータリー、世界保健機関

（WHO）、ユニセフ、米国疾病予防セ
ンター（CDC）が主導団体となって推
し進めている。 
1994年
西半球がポリオ無発生地域と宣言さ
れる。 
1995年
中国とインドにおいて、わずか1週間で
1億6,500万人の子供に予防接種が
行われる。 
1996年
ポリオのない国として宣言された国の
数が150カ国となる。ポリオ発生件数
は、1988年と比べて85パーセント減
少。  
2002年
ヨーロッパ地域がポリオ無発生地域と
して宣言される。 
2004年
西アフリカと中央アフリカの23カ国に
おいて8,000万人の子供を対象とした
一斉全国予防接種日が行われ、アフ
リカ大陸における一斉予防接種活動
としては最大規模のものとなる。  
2006年
歴史上、ポリオ常在国の数が最少を
記録する（4カ国）。 

ポリオ撲滅への寄付 

　ポリオの撲滅を阻む最大の障害
は、世界ポリオ撲滅運動の資金不
足、そして残るポリオ常在国政府から
の協力不足です。国際ロータリーは、
ポリオのない先進国政府こそ追加資
金の主たる提供元となることができ、
なって然るべきであると考えています。

しかし、ロータリーを通じてのご寄付に
よって、私たちは、この目標の実現に
向けて果たすべき仕事を続けていく
ことができます。

ロータリーの2億ドルの
チャレンジへの寄付

　「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」
は、ポリオ撲滅のためにビル・アンド・メ
リンダ・ゲイツ財団から2度にわたり授
与された総額3億5,500万ドルの補助
金に応え、ロータリーがそれに上乗せ
するための2億ドルを集めるというもの
です。ロータリーは、この2億ドルの目
標を2012年6月30日までに達成しなけ
ればなりません。ポリオ・プラスに寄せ
られた寄付金はすべて2億ドルの上
乗せ資金に算入されます。

ロータリー財団について

　ロータリー財団の各種基金へのご
寄付のおかげで、ロータリアンによるさ
まざまな人道的・教育的プロジェクト
が可能になります。 

　寄付者は、主な3種類の基金に寄
付金を指定することができます。財団
の人道的・教育的プログラムと文化
交流プログラムを支援する年次プロ
グラム基金、奨学金基金を提供する
恒久基金、ポリオ・プラス基金の3種
類です。

まずは１００ドルから
　できましたら１０００ドルを

　会長の錠剤は柏の健康を守りま
す、
皆様の浄財は世界のこどもを救いま
す。

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

卓話
ロータリー財団委員会
恒久基金・年次寄付委員会
杉山 智 委員長



しかし、ロータリーを通じてのご寄付に
よって、私たちは、この目標の実現に
向けて果たすべき仕事を続けていく
ことができます。

ロータリーの2億ドルの
チャレンジへの寄付

　「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」
は、ポリオ撲滅のためにビル・アンド・メ
リンダ・ゲイツ財団から2度にわたり授
与された総額3億5,500万ドルの補助
金に応え、ロータリーがそれに上乗せ
するための2億ドルを集めるというもの
です。ロータリーは、この2億ドルの目
標を2012年6月30日までに達成しなけ
ればなりません。ポリオ・プラスに寄せ
られた寄付金はすべて2億ドルの上
乗せ資金に算入されます。

ロータリー財団について

　ロータリー財団の各種基金へのご
寄付のおかげで、ロータリアンによるさ
まざまな人道的・教育的プロジェクト
が可能になります。 

　寄付者は、主な3種類の基金に寄
付金を指定することができます。財団
の人道的・教育的プログラムと文化
交流プログラムを支援する年次プロ

グラム基金、奨学金基金を提供する
恒久基金、ポリオ・プラス基金の3種
類です。

まずは１００ドルから
　できましたら１,０００ドルを

会長の錠剤は柏の健康を守りま
す、皆様の浄財は世界のこどもを
救います。

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！ 出席報告

会員数　

欠席者　

秋山、小澤、河西、小林、佐藤、
椎根、染谷、日暮（誠）、富士川、
柳、湯浅、吉野、渡邉、渡邉

ロータリー財団 年次寄付表彰 安川 武年会員

ロータリー財団 年次寄付表彰 松本 ユミ会員

出席率　

54名

14名

74.07％

ニコニコ

パートナー誕生日おめでとう！
高田 住男 会員

結婚記念日おめでとう！
増谷 信一 会員

写真ありがとう！
鈴木 康之 会員
中村 佳弘 会員
鈴木 桂三 会員
勝田 健一 会員

話につきあって下さり
ありがとう！
杉山 智 会員

ゴルフくりあげ優勝
ありがとうございます！
馬場 弘 会員

三女の結婚式
10 月 31 日 10,000 円
勝田 健一 会員
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四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1664号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1691回　地区大会（2010.11.7）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

銚子市市民会館

鈴木子郎会員　奉仕活動優秀ロータリアン
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R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1665号

夜間例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1692回　例会（2010.11.12）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

皆さん、わきあいあいとがんばりま
しょう。

1. ロータリー米山記念奨学会より寄付に対し、米山功労クラブ

 （14 回目）としての感謝状

2. 例会変更・休会のお知らせ

 沼南 RC *11/18( 木 ) は地区大会に振替の為、休会

  *11/25( 木 ) は夜間例会

3. 受信《会報》流山 RC

その他

地区大会、参加会員様ご苦労様でした。有意義な 1 日を過ごせ

たと思います。帰りに、香取神宮により参拝して、印旛村の農

産物直売所にもより、柏に帰り懇親会を開催しました。来年も

多くの会員で参加いたしましょう。

手賀沼エコマラソンも、無事に成功することができ、多くの人々

にバナナを配布しロータリーの PR に貢献できたと思います。

ご賛同くださいました皆様方に感謝申し上げます。

エントリー　9,324 名　出走者　7,899 名　完走者　7,835

名完走率　99.2％　倒れた方　5 名（4 名は当日と翌日退院）

ゴール 200M 手前で倒れた方は心肺停止で心臓マッサージを

したら心臓が動きだしました。

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　

54名

0名

100％

今日のお料理

秋鯖ぬた和合　針ラレシ

秋鮭のサラダ仕立て

茸とコンソメのロワイヤル

鯛難波焼　あしらい

やわらかく煮込んだ
ビーフシチュー　温野菜添え

木の子天婦羅蕎麦　薬味

料理長お楽しみデザート

コーヒー
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

金本　元章
八木　和男
飯合　幸夫
中嶋　利生
神林　聖光
田中　清
山崎　康弘
湯浅　千晶
金子　正
小髙　潔
関口　和行
森市　直樹
鈴木　健吾
鈴木　弘
川和　弘行
嶋田　英明
後藤　浩一郎
増谷　信一
大内　啓
髙松　健太郎

43
40
45
48
51
47
48
41
43
49
47
55
49
47
55
46
55
47
65
66

13.2
12.0
16.8
21.6
25.2
26.4
26.4
13.2
10.8
22.8
16.8
28.8
26.4
26.4
31.2
16.8
27.6
22.8
36.0
36.0

40
43
43
45
47
53
52
46
42
48
46
51
55
58
57
52
55
61
58
59

83
83
88
93
98

100
100
87
85
97
93

106
104
105
112
98

110
108
123
125

69.8
71.0
71.2
71.4
72.8
73.6
73.6
73.8
74.2
74.2
76.2
77.2
77.6
78.6
80.8
81.2
82.4
85.2
87.0
89.0

OUT順　位

（隠しホール）OUTコース　①③⑥⑦⑧⑨　INコース　⑩⑪⑭⑮⑰⑱

氏　名 IN GROSS HDCP NET

2010 年 11 月 12 日　阿見ゴルフクラブ
柏西 RC・柏南 RC 合同ゴルフコンペ
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1666号

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1693回　例会（2010.11.19）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　塚本 英夫 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

　みなさんこんにちは！
　今月は最初の週が地区大会、そし
て先週が夜間例会でした。昼間の通
常例会は今日が始めてですので、後
ほどお祝い事と、例会終了後に理事
会を行います。又、本日は例会の時
間がまる 1 時間ありますので、これ
から流行するであろうインフルエン
ザについて少しお話しをします。
　今、よろづ屋薬局は、けっこう忙
しくなってきました。急に寒くなり、
カゼの患者さんが増えてきました。
カゼとインフルエンザの違いはわか
りますか？
　カゼは感冒と昔から言います。又、
流感という言葉を覚えていると思い
ます。流感とは、流行性感冒のこと
でインフルエンザという言葉がな
かったときのものです。そしてこの
2 つは、原因となるウィルスの種類
が異なり、通常のカゼはのどや鼻に

症状が現れるのに対し、インフルエ
ンザは急に 38～40°の高熱がでるの
が特徴です。さらに倦怠感・筋肉痛・
関節痛などの全身症状も強く、これ
らの激しい症状は通常 5 日間ほど続
きます。又、気管支炎や肺炎を併発
しやすく、重症化すると脳炎や心不
全を起こすこともあり、体力のない
高齢者や乳幼児などは命にかかわる
ことがあります。又、インフルエン
ザは、国民の健康に大きな影響を与
える恐れがある感染症の一つとして
法律で定められています。
　ちなみに、一類から五類まであって、
一類は、ペスト・ラッサ熱・エボラ
出血熱
二類は、結核・ジフテリア
三類は、コレラ・細菌性赤痢
四類は、黄熱・鳥インフルエンザ
五類は、インフルエンザ
です。
　次に予防ですけど、うがいと手洗
い、そして加湿器などを使ってくだ
さい。それとマスクも重要です。そ
してワクチンの接種です。
　ワクチンは接種してから実際に効
果を発揮するまでに約 2 週間かかり
ますので、流行期間が 12 月～3 月で
すので 11 月中には接種しておいた方
が良いと思います。又、自己判断で
前にもらった抗生物質が残っている
から飲むとか、市販のカゼ薬がある
から服用するということはやめてく

ださい。
　インフルエンザはウィルスであっ
て細菌ではないので、抗生物質は効
きません。又、市販のカゼ薬はその
症状はやわらげますが、直接インフ
ルエンザウィルスには効きません。
　今、チェックシートを配りますの
で、少しでも該当したら、かかりつけ
の病院に行った方が良いと思います。
　昨年までは、タミフル（カプセル）、
リレンザ（吸入）の 2 種類だけで、
いずれも 1 日 2 回 5 日間服用、又は
吸入ということだったのですが、今
年は 1 回だけの吸入で効くというイ
ナビルという薬が新発売されました。
以上で、会長報告を終わります。



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

秋元、秋山、小澤、河西
金子、ゲイビ、佐藤、染谷
髙田、日暮（誠）、富士川
吉野

出席率　

54名

13名

75.93％

54名

13名

塚本 英夫 新入会員

卓話
BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ
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ニコ

写真ありがとう！
木村 会員

誕生日おめでとう！
木村 会員

財団寄付よろしく！
杉山 会員

結婚記念日おめでとう！
湯浅　飯合 会員

パートナー誕生日
おめでとう！
椎根　鈴木康之 会員

合同ゴルフ優勝ありがとう！
金本　会員

柏西・柏南RC合同ゴルフ
優勝賞金ありがとう！

地区大会 表彰ありがとう！
岡部　鈴木子郎 会員

森 市 直 樹　幹事幹事報告

1. 松本ユミ会員へロータリー財団よりポール・ハリス・フェローの認証状の送付

2. 我孫子ロータリークラブ『創立 45 週年記念式典』のご案内
 日時　11 月 30 日（火）17:15より
 会場　三井ガーデンホテル柏

3. 第 10 分区会長・幹事会の案内
 日時　12 月 10 日（金）18:30より
 場所　旬彩『松崎』

4. 第 10 分区次年度会長・幹事会の案内
 日時　12 月 15 日（火）18:00より
 場所　三井ガーデンホテル柏

5. 柏中央ライオンズクラブ『結成 35 周年記念式典』のご案内
 日時　2 月 13日（日）14:00より
 会場　三井ガーデンホテル柏

6. 受信《会報》我孫子 RC 沼南 RC

　塚本新入会員に卓話を頂きました。
　この卓話の詳細音声を
http://kashiwa-nishi-rc.com/shuuho.html
へ公開してます。

次回の例会は12月10日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎
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柏西ロータリークラブ　2010～2011 年度　理事会議事録　

2010 年　11 月　19 日　13 時 40 分

森  市  直  樹幹　事

×

×

×
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　2010年10月31日　日曜日
　過去15回の歴史のなかでも今回
ほど参加応募が多かった年はあり
ません。マラソンブームですね。
　7,835名の参加中99.2％が完走で
した。
　国際RC2790地区10分区合同で、
2,000本のバナナを用意しまして参
加者におくばりしました。私も３回
目の手賀沼ラン、タイムは、制限時
間に何とか間に合う２時間28分で
した。

　翌週の11月7日は、ニューヨーク
マラソンに参加した機会に翌日８
日のニューヨークロータリークラ
ブの例会に出席しました。温かい
歓迎を受けバナーの交換を行いま
した。因みにメイクアップ代金は、
60ドルでした。

第16回手賀沼エコマラソン

ニューヨーク ロータリークラブの例会に出席
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1667号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1694回　移動例会（2010.11.27～28）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　去る11月27日（土）、28日（日）の1泊
2日で行われた職場見学旅行の報告で
す。
　当日朝6：40に西口駅前のりそな銀
行に集合でしたが、出発の6：50に
なっても約一名が行方不明。やっと連
絡がつき、近くのセブンイレブンで合
流。無事、総勢12名で出発となりまし
た。
　天気は秋晴れの中を、首都高速をバ
スで松本を目指しましたが、早くも渋
滞。恒例の宴会も首都高を抜けるまで
おあずけで、嶋田会員もがっかり。な
んとか中央高速に入り最初の休憩と
なり、秋元会員もホッと一息でした。
　ここからバスに搭載された生ビー
ルサーバーで、中村会長の乾杯で宴会
モードに突入。やはりアルコールが入
ると気になるのがトイレ。一番先にト
イレと言った会員がニコニコを払う
事に決まり、皆さん少し自重気味。そ
こに鈴木桂三親睦委員長が皆さんに
お酒を勧めて和ませていただき、諸先

職場見学旅行及び信州親睦旅行

輩方からおつまみの差し入れで楽し
く盛り上がり、あっと言う間に松本城
へ到着。城の中を見学しました。階段
が非常に急で、次の日、足が痛くなっ
てしまった会員も数名いました。
　次に近くの信州そば蔵長野店で少
し遅めの昼食。私が感じたのは、会員
の皆さんが非常に食欲旺盛で、なおか
つスピードも早いと感じました。

　またバスに乗り込み、松代象山地下
壕に到着。何の変哲もない山にポッカ
リと入り口があり、そこでヘルメット
を配られて装着。森市幹事と神林会員
が妙に似合っていました。中を500ｍ
程歩きましたが、ほとんど機械のない
時代に、このようなトンネルを掘った
ものだと感心しました。
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次回の例会は12月17日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

　その後近くの宮坂酒造店で酒の試
飲をし、お土産を買って、本日宿泊す
る千曲館を目指しました。前もって部
屋割りが決まっており、私は嶋田会員
と神林会員の3名の部屋でした。宴会
まで約一時間なので、早速温泉に行き
ましたが、私は結構バスの中でアル
コールを飲んでいたので、この頃から
あまり記憶がありません。
　なぜか気付くと、すでに宴会が始
まっていて、何を飲んで何を食べたの
かもまったくわからず、後から聞いた
のですが、途中トイレに行ったのか
帰ってきて、たぶん隣の鈴木健吾会員
の席に座り料理を食べてしまったと
聞かされました。健吾会員すみません
でした。
　その後、11：00に復活して、中村会長
の御指導により夜の街にくりだしま
したが、結局行き着けず、理想の寿司
→焼肉→ラーメンの三角地帯には到
達しませんでした。
　翌朝、鈴木桂三さんの見回りで起
き、温泉に入り、朝ごはん。また皆さん
の食欲旺盛に、私もラーメンの敵討ち
でご飯２杯も食べてしまいました。

　その後、新田醸造を見学して、軽井
沢プリンスの中華桃李で、美味しい
中華をいただき、信州ハム軽井沢工
房で手作りソーセージを作り、その
後アウトレットで買い物をして、最
後に会長より山がえしと言うこと
で、私のお店、八っちゃんで中村会長
にごちそうになり、１泊２日を終了
いたしました。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1668号

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1695回　例会（2010.12.3）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　高橋 京一 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

　みなさんこんにちは。
　とうとう 12 月に入りました。あと
1ヶ月で今年も終わるなんて信じら
れません。
　先週は、職場見学と親睦というこ
とで、信州の方に 1 泊で行ってまい
りました。参加人数は 12 名と少な
かったのですが、和気あいあいと楽
しく行ってまいりました。
　行った中で私がすごいなと思った
のは、長野県の松代にある、太平洋
戦争の遺跡の松代象山地下壕でした。
　私は知らなかったのですが、太平
洋戦争の末期、軍部が本土決戦最後
の拠点として極秘のうちに大本営・
政府各省を松代に移すという計画
だったようです。着工は昭和 19 年
11 月 11 日午前 11 時、翌 20 年 8 月
15 日の終戦の日まで約 9ヶ月の間に
当時のお金で約 2 億円、およそ延べ
300 万人の住民及び朝鮮人の人々が

労働者として強制的に動員され、1
日 3 交替徹夜で工事が進められまし
た。食糧事情が悪く、工法も旧式な
人海戦術を強いられ、多くの犠牲者
を出したそうです。
　松代地下壕は、舞鶴山一現気象庁
精密地震観測室を中心に、皆神山・
象山の 3ヶ所に碁盤の目のように掘
り抜かれ、その延長は 10 キロに及ん
でいます。全行程の 75％の時点で終
戦となり、工事は中止されたそうで
す。
　見学できるのは 500m 位ですが、
中に入ってみると掘ったままの岩肌
で、岩に突き刺さったままの削岩用
ロットがあったりして実に生々し
かったです。
　ちなみに、見学が出来るようになっ
たのが、平成元年からだそうです。
　広島や長崎の原爆と共に後世に伝
える太平洋戦争の傷跡だと思います。
　そしてもう 1 つ感動したのが、国
宝、松本城です。すごく美しかった
です。実は私、お城が好きなんです
けど、姫路城はなんか明るくて良い
んですが、松本城の優雅さに感動し
ました。ただ、天守 6 階に上るとき
の急な階段と段と段との間がなはれ
ていて少し大変でした。筋肉痛にな
りました。
　そして宿は、上山田温泉の千曲館
に宿泊、夜の宴会はコンパニオンを
1 人も呼ばなくてもすごく楽しかっ

たです。
　私でも食べきれない料理と参加者
全員が順番で 1 人 1 曲ずつカラオケ
を歌いました。飯合さんはロータリー
歴 36 年で、たぶん人前で歌ったのは
3 回ぐらいだと言いながらも楽しそ
うに歌ってました。
　そして 2 日目、信州ハムの工場見
学で、みんなで手作りソーセージを
作り、それを1人1本づつ食べました。
とても美味しかったです。
　とても楽しい旅行でした。
　職業奉仕委員長の柳会員、親睦委
員長の鈴木桂三会員、お骨折り本当
にありがとうございました。
　そして、11 月 30 日の火曜日には、
我孫子 RC の 45 周年式典に出席して
まいりました。
　在籍 40 年以上の会員の方々のお話
が楽しく、また記念コンサートでは
我孫子市在住の歌手、葵ひろ子さん
のコンサートもあり、楽しかったで
す。
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卓話 柏市国際交流室　高橋 京一 様
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出席報告

今日のお料理

会員数　

欠席者　

小澤、河西、金子、ゲイビ
佐藤、椎根、杉山、染谷
髙田、日暮（誠）、富士川
水野、渡邉（雅）、渡邉（治）

出席率　

54名

14名

74.07％

54名

14名

BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ
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ニコ

写真ありがとう！
中村会長　嶋田　森市　
鈴木圭三　柳　岡田　
鈴木健吾　馬場　秋元
飯合　田代　金本　神林 
会員

職場見学旅行たのしかった！
中村会長　森市　鈴木圭三　
嶋田　岡田 会員　

欠席ごめん！
吉野 会員

誕生日おめでとう！
湯浅　勝田 会員

ロータリー弁当

造り） 間八たたき　
　　　　胡麻ドレッシング
焼物） 鶏の木の子焼
　　　　パプリカ  青唐  法蓮草
煮物） 小芋と太刀魚のおろしあん
　　　　ミニチンゲン菜  打葱
　　　　一味
食事） 青菜しらす飯
　　　　沢庵
汁物） 田舎味噌仕立
　　　　揚茄子  白菜  葱  山椒

結婚記念日おめでとう！
中嶋　東海林　飯合　金本
安川 会員

パートナー誕生日
おめでとう！
馬場　秋山　東海林 会員

森 市 直 樹　幹事幹事報告

1. 地区より『クラブの会員増強目標及び会員維持』についての依頼

2. 鴨川ロータリークラブ『創立 50 周年記念式典』のご案内
 日時　　3月 13日（日）13：00より
 会場　　鴨川館

3. 12 月のロータリーレート＝８２円

4. 平成 23 年度柏商工会議所『新年賀詞交歓会』のご案内
 日時　　1月 6日（木）15：30より
 会場　　三井ガーデンホテル柏

5. 例会変更･休会のお知らせ
 松戸 RC ＊12/22（水）夜間移動例会に変更
  ＊12/29（水）･1/5（水）休会
 松戸西 RC ＊12/15（水）は 12/17（金）クリスマス家族例会に変更
  ＊12/22（水）夜間移動例会（忘年例会）に変更
  ＊12/29（水）は休会

6. 柏市消防出初式の案内
 日時　　1月 9日（日）　午前 9：30
 会場　　柏市立松葉中学校

次回の例会は12月17日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎
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R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1669号

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1696回　例会（2010.12.10）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 2012-13年度　RI第2790地区国際親善奨学生募集要項
      　 （クラブ提出日3/31まで）
2. 手賀沼エコマラソン大会開催のお礼
3. 例会変更・休会のお知らせ
 印西RC ＊12/22（水）は12/23（祝）クリスマス例会に変更
  ＊12/29（水）・1/5（水）休会
  ＊ 1/12（水）は新年夜間例会
 松戸東RC ＊12/24（金）は12/22（水）
  「チャリティオークション＆クリスマス家族例会」に変更
4. 受信《会報》柏RC
5. 会長・幹事会（松崎　18：30）
6. 東海林会員欠席の為、会報は1週おいて配布致します。
7. 田代充様　再入会の件　本日5時までに異議申し立てがない場合は
 再入会を承認致します。
 12月17日（金）【通常例会】　卓話＝小田山 博史　柏市消防団長
8. 新年家族例会の締切日 12/7（火）
9. 台湾港東南RC訪問締切日 12/24（金）

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんにちは！！
　昨日、旧沼南町の大津ヶ丘地区に行
きまして、小学校と中学校の教室内の
空気（CO2）と照度の検査をしてきま
した。
　医者や歯医者さんは子供達のカラ
ダを診ますが、我々薬剤師は、学校の
環境をチェックします。昨日は CO2

と照度だけですが、夏には食中毒対策
のために、給食室の衛生検査、飲料水・
プール水の検査、ダニの検査などを 1
年をかけて行います。
　ちなみに基準値がありまして、CO2

だと 1,500PPM 以下、照度は机の上で
500 ルクス以上です。昨日は小学校と
中学校なので、まだ先生の言うことを
聞きますが、高校はダメです。
　私は柏陵高校も担当していますが、
ストーブをつけなくても閉めっきり
はダメです。5cm でも良いですから、
教室の 4 隅を開けておくと良いです。
　柏陵はダメでした。ただでさえ肢体
が大きく、教室の窓は閉めっきり、休
み時間に空気の入れ換えをしてくだ
さいと指導してもやらない。先日検査
をしたときは 5 時間目だったのです

が、検査値は 8,000PPM まで上がり、
教室に入って 5 分もすると頭が痛く
なってしまいました。近くで寝ていた
生徒に窓を開けたのはいつ？わから
ない、頭痛くない？と聞くと、そうい
えば痛いような気がすると言いまし
た。CO2 の検査は授業開始 15 分後と
40 分後に測るのですが、最初に 8,000
まで上がってしまったので、すぐに授
業を止めて、窓を 5cm 位 4 隅だけ開
けましたら、40 分後には 3,000 まで下
がっていました。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長



会長挨拶　中村佳弘　会長  
　柏西ロータリークラブ定款細則に基
づき年次総会を開催いたします。
次年度の役員・理事候補13名を安川武
年会長エレクトより発表していただきま
す。
2011̃2012年度柏西RC役員･
理事の選出　安川武年　会長エレクト  
　12月3日の理事会において承認をい
ただいております。
安川武年　松本ユミ　榎本洋史
勝田健一　金本元章
川和弘行　嶋田英明　鈴木桂三
鈴木康之　中村佳弘
日暮　肇　 増谷信一　升谷　庸

(敬称略)
　今日の年次総会において、役員･理
事が承認されました。

クラブ管理運営委員長　安川武年  
　クラブ管理運営委員会はプログラム
委員会、親睦活動委員会、出席委員会
の３つの小委員会で構成されておりま
す。各委員会ごとに上期の活動を報告
いたします。
〔プログラム委員会〕
　この委員会は榊委員長はじめ渡邉
雅志副委員長、川和委員で構成されて
おります。
　『上期の活動報告をいたします。
1.各強調月間においては、該当する委
員会に卓話を依頼し、その意義、活動
方針等のお話を頂き、会員が情報を共

有することに努めました。
2.新会員の皆様には、クラブに慣れてい
ただくと共に、新しい視点でクラブの感
想等をお話し頂き、今後の会運営の一
助にしたいと考え卓話をお願いしまし
た。
3.柏市が置かれている現状を把握する
為に、市内の各種団体、行政の方々に
卓話をお願いしました。
4.また、卓話の時間を十分確保するた
め、月初の例会は食事時間を繰り上げ
ました。
　下期も以上のことを踏襲してプログラ
ムを組みたいと考えますので、卓話をお
願いしたい適切な方、団体がございまし
たらよろしくお願い致します。』
〔親睦活動委員会〕
　鈴木桂三委員長はじめ多くの委員が
参加して、クラブライフが楽しめるように
努めて来ました。

『上期の活動報告を致します。
　本年度の親睦委員会活動は、委員
一人一人の自主的協力を得て順調に
上期も終了しょうとしております。 新旧交
替式から始まり、西光院での納涼例会、
１０月２２日のインターゴルフと北茨城方
面親睦旅行、そして１１月２７～２８日に
は職場見学を兼ねて信州への親睦旅
行等々、皆様のご協力のもと、何のトラ
ブルもなくスケジュールを無事消化して
おります。 下期も1月には会員の家族も
参加して家族新年例会、２月は台中港
東南クラブとの締結３０周年式典参加、
３月には柏南クラブ観桜例会参加、４月
には職場見学を兼ねて家族親睦旅行、
５月は中村年度の打上げで函館へ親
睦旅行に行く予定で、下期は親睦を目
的としたイベントが目白押しです。
　どうぞ皆様奮ってご参加下さい。』
〔出席委員会〕

　この委員会は染谷照夫委員長はじ
め小林大時副委員長、宇田川恵司会
員、日暮肇会員で構成されております。 
本業もさることながら、年間を通して気
の抜けない任務を果たしております。 上
期では出席率が５か月平均で８８％でし
た。 最も低い月が７月の ８３％、最も高い
月が１１月の９４％でした。下期も会員の
皆様には引続き出席率向上のためご協
力をお願い致します。ご都合つかず欠
席の場合、他でメーキャップして下さい。

ロータリー財団委員長　髙田住男  
　当委員会の役割・使命は①ロータ
リー財団の理解を会員に広めること。そ
して、②寄付金をお願いすること。すな
わち、ベネファクター（1,000ドル以上の
寄付者などロータリー財団恒久基金に
対して寄付すること）やポール・ハリス・
フェローとしての認定者を増やすことで
す。
　2010～2011年度中村年度の上半期
においては、中村会長、安川会員、松本
会員、中村パストガバナー、杉山会員、
水野会員、馬場会員、田代健一会員そ
して小織の10人（寄付額5,400ドル　
440,220円）の寄付をいただきました。こ
の場を借りて御礼申し上げます。
　また、例会時にポケットの小銭をポリ
オ撲滅のためにということで、お願いし
ているポリオ基金箱には53,300円の寄
付が集まりました。重ねて御礼を申し上
げます。

奉仕プロジェクト委員長　増谷信一  
　奉仕プロジェクト委員会の増谷です。
どうぞ宜しくお願い致します。
　私の担当している委員会は、職業奉
仕委員会・社会奉仕委員会・人間尊重
委員会・新世代育成委員会・世界親睦
活動の5委員会です。

【社会奉仕委員会】から報告します。
◎7月24日（土）老人ホーム「やわた苑」

へ、訪問し例年通り必需品で有りま
すバスタオルやタオル等を、中村会長
と岡田委員会が寄贈して参りました。

◎7月25日（日）柏まつりにチーバ君と一
緒に参加をして、うちわ（1,000本）・子
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年次総会

第３回クラブ協議会

「上期活動報告」

ども達へ縁日セット（300個）を会員の
皆様のご協力で配布しました。

【人間尊重委員会】
◎来年の3月20日（日）に、柏西ロータ

リークラブ単独で献血キャンペーンを
する予定です。

【新世代育成委員会】
◎9月3日（金）に、「新世代のための月

間」に因んで、河西新世代育成委員
長が例会において卓話をしました。

◎来年の2月19日～20日にRYLAセミ
ナーが開催されます。

【職業奉仕委員会】
◎10月31日（日）手賀沼エコマラソンに

て、10分区合同でランナーにバナナ
（2000本）を配り、ロータリークラブの
PRをしました。尚、柏西クラブの田代
健一会員が今回で3回目の出場で、2
時間28分の好タイムで完走致しまし
た。

◎11月27・28日の1泊2日にて、親睦活動
委員会の協力を得て、長野信州へ
職場見学に行って来ました。松本城
や善光寺を見学したり、職場見学とし
て「宮坂酒蔵」「信州ハム軽井沢工
房」を見て参りました。

【世界親睦活動委員会】

◎上期は、会長・幹事が中心になり台湾
台中港東南扶輪社と姉妹クラブ締
結30周年記念式典について打ち合
わせを行いました。

　来年2月22～24日まで、2泊3日の予定
で台湾へ公式訪問を行う事になりまし
た。
　又、6月には、北海道函館で柏西クラ
ブと台中港東南扶輪社との親睦会を開
催する（案）も出ております。詳しい事は
決まり次第報告致します。
以上が「奉仕プロジェクト委員会」の上
期活動報告です。
　ありがとうございました。

クラブ広報委員長　神林聖光
　IT、雑誌広報委員会、上期活動とし
ては7月、柏まつりにおいて社会奉仕委
員会と協力してゆめ半島千葉国体
2010のうちわ等配布を市民に手渡しな
がら、柏西RCをPR出来たと思う。
　例年同じ場所で活動することによっ
て少しずつでも認識されている実感を
感じる。
　また、10月に行われた手賀沼エコマ
ラソンに初めて10分区として2000本の
バナナを無料配布しながら広報活動が

出来たのは効果があったのではないか
と思う。10数人のロータリアンがタスキを
かけ、テント前で声かけしながらバナナ
を無料配布することにより、各地から参
加しているランナー、その関係者に手渡
ししながらロータリークラブをアピールし
ました。これは非常に効果的な方法だっ
たと思う。
　また、クラブ会報委員会においては、
出来るだけ週報を毎週発行するという
テーマをあげていますが、通常例会の
場合は、原稿の取りまとめがスムーズに
出来るのですが、移動例会等で担当者
が出席できない場合、コメントの提出等
のおくれにより合併号になる場合が多
い。早めに代理担当者の決定が必要。
　クラブホームページにおいては、長時
間の卓話の場合、音声のデータ化を実
施しました。文章化するよりも簡素化さ
れることにより週報のスペースもスリムに
なりましたが、一体感が薄れてしまった
気がしますが、編集が容易になったと思
います。また、映像のデータの保存も容
易になったと思います。
　また、メールアドレスを教えてもらえれ
ばメールで早く届けることも可能になりま
した。

森市直樹　幹事

お祝い事（本人誕生日）鈴木子郎 会員 河西 晋二郎 会員



ども達へ縁日セット（300個）を会員の皆
様のご協力で配布しました。

【人間尊重委員会】
◎来年の3月20日（日）に、柏西ロータ

リークラブ単独で献血キャンペーンを
する予定です。

【新世代育成委員会】
◎9月3日（金）に、「新世代のための月

間」に因んで、河西新世代育成委員
長が例会において卓話をしました。

◎来年の2月19日～20日にRYLAセミ
ナーが開催されます。

【職業奉仕委員会】
◎10月31日（日）手賀沼エコマラソンに

て、10分区合同でランナーにバナナ
（2000本）を配り、ロータリークラブの
PRをしました。尚、柏西クラブの田代
健一会員が今回で3回目の出場で、2
時間28分の好タイムで完走致しまし
た。

◎11月27・28日の1泊2日にて、親睦活動
委員会の協力を得て、長野信州へ
職場見学に行って来ました。松本城
や善光寺を見学したり、職場見学とし
て「宮坂酒蔵」「信州ハム軽井沢工
房」を見て参りました。

【世界親睦活動委員会】

◎上期は、会長・幹事が中心になり台湾
台中港東南扶輪社と姉妹クラブ締
結30周年記念式典について打ち合
わせを行いました。

　来年2月22～24日まで、2泊3日の予定
で台湾へ公式訪問を行う事になりまし
た。
　又、6月には、北海道函館で柏西クラ
ブと台中港東南扶輪社との親睦会を開
催する（案）も出ております。詳しい事は
決まり次第報告致します。
以上が「奉仕プロジェクト委員会」の上
期活動報告です。
　ありがとうございました。

クラブ広報委員長　神林聖光
　IT、雑誌広報委員会、上期活動とし
ては7月、柏まつりにおいて社会奉仕委
員会と協力してゆめ半島千葉国体
2010のうちわ等配布を市民に手渡しな
がら、柏西RCをPR出来たと思う。
　例年同じ場所で活動することによっ
て少しずつでも認識されている実感を
感じる。
　また、10月に行われた手賀沼エコマ
ラソンに初めて10分区として2000本の
バナナを無料配布しながら広報活動が

出来たのは効果があったのではないか
と思う。10数人のロータリアンがタスキを
かけ、テント前で声かけしながらバナナ
を無料配布することにより、各地から参
加しているランナー、その関係者に手渡
ししながらロータリークラブをアピールし
ました。これは非常に効果的な方法だっ
たと思う。
　また、クラブ会報委員会においては、
出来るだけ週報を毎週発行するという
テーマをあげていますが、通常例会の
場合は、原稿の取りまとめがスムーズに
出来るのですが、移動例会等で担当者
が出席できない場合、コメントの提出等
のおくれにより合併号になる場合が多
い。早めに代理担当者の決定が必要。
　クラブホームページにおいては、長時
間の卓話の場合、音声のデータ化を実
施しました。文章化するよりも簡素化さ
れることにより週報のスペースもスリムに
なりましたが、一体感が薄れてしまった
気がしますが、編集が容易になったと思
います。また、映像のデータの保存も容
易になったと思います。
　また、メールアドレスを教えてもらえれ
ばメールで早く届けることも可能になりま
した。

１１月２８日（日）にＮＥＣグリーンロケッ
ツと柏市の幼稚園児が柏の葉公園
でタグラグビーを楽しみました。

好天に恵まれ総勢２００名強。トップ
リーグの選手と半日汗を流しました。
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BOXありがとう！
出席報告

会員数　

欠席者　
秋元慶一、小澤邦治、ゲイビ・アデル
佐藤尚文、東海林康之、染谷照夫
日暮誠、富士川明、水野晋治
渡邉雅志、渡邉治雄、塚本英夫
各会員　全12名

出席率　

54名

12名

77.78％

ニコニコ

次回の例会は12月24日（金）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

本人誕生日
河西 晋二郎 会員

パートナー誕生日
鈴木 康之 会員
河西 晋二郎 会員

結婚記念日
金子 正 会員

写真ありがとう！
松本エミ 会員

今日のお料理

幼稚園協会・柏西ロータリークラブ後援
「親子でラグビーを楽しもう」　杉山智　会員

柏の葉グランドにて柏の葉グランドにて



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1670号

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1697回　例会（2010.12.17）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさんこんにちは
　本日は柏市消防団団長の小田山様
をおむかえして後ほどお話しをうか
がいます。
　小田山様よろしくお願いします。
　さて今回は塩分について少し話し
をします。
　よく塩分の取りすぎはよくないと
言われていますが、はたしてどの位
の量が適当なんだと思いますか？塩
分は 1 日 6g 未満にして下さい。
たとえば塩鮭 1 切れは塩分 2.5g です
が生鮭のソテーにすると 1g になり
ます。
　又、うどん、そば、ラーメンは 5
～7g の塩分ですが、汁を半分でも残
すと 3～5g になります。
　又、加工食品の塩分ですけども、
アジの干物（大）―約 2g、たらこ
1/2 ―約 2g、ウィンナー 3 本―約
1g、梅干し 1 個―約 2g、たくあん 3

切れ―約 1.5g、かまぼこ 2 切れ―約
1g です。
　塩分約 1g に相当する調味料は食
塩小さじ 1/6 だから小さじ 1 杯で 1
日分の塩分をとってしまうことにな
ります。
　みなさん夏に枝豆をゆでるときや、
スパゲティーをゆでる時、食塩を入
れると思いますけど小さじ 1 杯で 1
日分の塩分量になってしまうのです。

　又、塩分ひかえめや減塩の表示の
ある食品が売っていますけどよくわ
からないと思います。
　とにかく製品の Na 量をチェック
して下さい。食塩は Na の約 2.5 倍に
相当しますので、たとえば製品 1 人
前に Na が 200mg 含まれていれば塩
分は 200mg×2.5＝500mg―0.5g 含ま
れていることになります。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　小田山 博史 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

卓話 柏市消防団　団長　小田山 様
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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
ニコニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、河西、佐藤、椎根、髙田
中嶋、馬場、日暮（誠）、富士川
松本、湯浅、吉野、渡邉（雅）

出席率　

54名

13名

75.93％

誕生日おめでとう！
河西 会員

パートナー誕生日
おめでとう！
河西 会員

結婚記念日おめでとう！
金子 会員

ご婦人誕生おめでとう！
鈴木 康之 会員

写真ありがとう！
松本 会員

今日のお料理

ロータリー定食

小鉢）  鰹しぐれ煮
造り）  鮪と豆腐のサラダ
 胡麻ドレッシング
メイン）  肉うどん
 牛肉　長葱　いぬき玉子
 蓮草　笹打葱
 七味唐辛子
食事）  自家製いなり寿司
 がり

1. 中村佳弘会長へロータリー財団への寄付（ベネファクター）に対し、認証
状送付

2. 1989-1990年度地区ガバナー　島 和弘様（館山RC名誉会員　享年84
歳）が12月11日逝去

3. 成田ロータリークラブ創立50周年記念ゴルフ大会の案内
 日時：3月17日（木）
 会場：スカイウェイカントリー倶楽部
 登録料：20,000円
 申込締切：1月31日
4. 第10分区合同例会及びI .Mの案内
 日時：2月18日（金）14:00～17:30（終了後食事）
 会場：ザ・クレストホテル柏
 記念講演：『健康情報のウソ・ホント』講師　佐藤達夫
 クラブ発表：テーマ『わがクラブの自慢』
5. 柏青年会議所　2011年度新年例会　開催のご案内
 日時：1月18日（火）19:00～
 場所：マリアチャペル　マリベール柏
6. 例会変更のお知らせ
 柏RC＊1/5（水）休会
 　　 ＊1/12（水）夜間例会（新年家族会）
 成田RC創立50周年記念ゴルフ大会の案内

森 市 直 樹　幹事幹事報告

次回の例会は1月12日（水））夜間例会（新年家族会）です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1671号

通常例会

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1698回　例会（2010.12.24）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさま、こんにちは。
今日はクリスマスイヴです。
　みなさまは、家で家族と共に
パーティーでもして下さい。
　さて今年最後の例会です。金
本さんから引き継いでから半年
がなんとか過ぎました。6 月に
サッカーの W 杯で日本が 16 強
になり熱狂のうちに引き継ぎ、
そして 7 月力士の野球賭博問題
が起こり、８月は全国で記録的
な猛暑になりました。夏の平均
気温は記録がある 113 年間で 1
番の高さだったらしいです。9 月
は中国漁船が巡視船に衝突する
事故が起こり、その時のビデオ

流出事件もおこりました。そし
て 10 月はチリで落盤事故から全
員無事に救出され、11 月はリー
グ 3 位のロッテが日本一になり
ました。そして今年の文字に「暑」
という字が選ばれました。
　今年も入院はしましたが、な
んとか正月を迎えられそうです。
ありがとうございます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　後藤 浩一郎 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 2011年1月のロータリーレート＝84円

2. 「ニューオリンズ国際大会（5/20 ～ 25）と

 ラスベガス7日間の旅」の案内

 期　　間 ：5月20日(金)～26日(木)

 旅行代金 ：260,000円

 仮 締 切 ：1月20日(木)

3. 織田ガバナー事務所　年末年始休業のお知らせ

 12月28日(火)～ 1月10日(月祝)

4. 台中港東南RCとの姉妹締結30周年と

 創立32年式典の締切日です。
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卓話 後藤 浩一郎 会員



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
ニコニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、小澤、佐藤、染谷、髙田
中嶋、馬場、日暮（誠）、富士川
松本、渡邉（雅）

出席率　

54名

11名

79.63％

写真ありがとう！
田代 会員、飯合 会員
杉山 会員、柳 会員
嶋田 会員、岡田 会員

忘年会せまい席で
すいませんでした。
（居酒屋八ちゃん）
柳 会員

今日のお料理

ロータリー定食

小鉢）  筍とさつま揚の炒り煮
造り）  間八造り
台の物）  豚ヒレカツ
 キャベツ千切
 ポテトサラダ
食事）  白飯
香の物）白菜漬　沢庵
味噌椀）合せ味噌仕立
 滑子　あおさ海苔
 葱　山椒

次回の例会は1月14日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

後藤 浩一郎 会員



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1672号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1699回　新年家族例会（2011.1.7）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　皆様、新年明けましておめで
とうございます。
　本日は柏西 RC 新年家族例会
に会員及び御家族の皆様をはじ
め、柏ローターアクトクラブの
会長・幹事さん、又韓国のムアク、
イファローターアクトクラブの
方々ようこそいらっしゃいまし
た。総勢 92 名まことにうれしい
です。
　さて本日から後半が始まりま
す。2月の18日には飯合ガバナー
補佐が中心となる IM が行われま
す。又、次の週には姉妹クラブ
であります台中港東南 RC との
締結 30 周年で我々が台湾に訪問
します。

　又、4 月には職場見学を家族と
共に行う予定です。
　そして 5 月末には函館に打ち
上げ旅行も予定しております。
　そして 6 月 30 日に無事に終わ
ることを願っています。各委員

長初め会員、御家族の皆様方に
ご協力をお願い申し上げます。
　ご出席の皆様の今年の活躍と
健康を祈念しまして新年のあい
さつとさせて頂きます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

明けましておめでとうございます。
パートナーの皆様、家族の皆様、RAC の皆様、ご参加下さいまし
てありがとうございます。

1. ロータリー財団の寄付に対し、マルチプル・ポール・ハリス・
 フェロー・ピンの送付
 　杉山　智会員（1回目）
 　中村博亘会員（2回目）
 　水野晋治会員（3回目）
2. 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会の案内
 期日：3月14日(月)
 場所：琉球ゴルフ倶楽部（詳細は事務局まで）
3. 例会変更のお知らせ
 松戸西RC：1/19（水）は夜間移動例会
4. 受信〈クラブ会報〉印西RC

お客様
　●板倉茂名誉会員　●ムアク・イファローターアクト5名
　●柏RAC会長・幹事　●パートナー、家族36名
再入会者紹介
　田代充 様　推薦者　金本元章会員

新年家族例会



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
ニコニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、河西、後藤、佐藤、杉山
富士川、水野、渡邉（雅）

出席率　

55名

8名

63.2％

結婚記念日
鈴木会員

新年会ご家族夫人同伴
髙田、馬場、中村（博）、中嶋
増谷、嶋田、飯合、金子
田代健一、柳、田代充
鈴木健吾、鈴木康之、
川和、松本ユミ、宇田川
勝田、椎根

下期も宜しくお願いします
森市幹事

あけましておめでとう
ございます
中村（桂）会長
板倉茂 名誉会員

今日のお料理

先　付） 鱈昆布〆
 数の子　千社唐
 独活　芽甘草　煎酒
吸　物） 新筍と新若芽の吸物
 木の芽
向　付） 鮪　墨烏賊
 あしらい彩々
煮　物） 鯛と雲子の玉汁蒸し
 栗麸　百合根
焼　物） 地鶏八幡巻
 海老芋諸味田楽
食　事） 蟹と帆立のおこわ
 海苔あん　三ツ葉
香の物） 盛り合わせ
水菓子） 柚子シャーベット

次回の例会は1月21日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

2011 新年家族例会

ムアクローターアクト
KIM DO HOONさん、NOH TAE JINさん、
イファローターアクト
LEE YOON JOOさん、PEAK EUN JIさん、
YUN HYO KYUNGさん

19：00 開演
 司会 鈴木桂三親睦委員長
 会長挨拶 中村会長
19：05 乾杯　
 10分区ガバナー補佐　飯合幸夫

お食事
19：35 K―ウィンドコンサート
20：15 70歳お祝い 安川会員
20：30 お花贈呈 会員パートナー
20：50 中締め 会長エレクト

2011 家族新年例会 懇親会プログラム



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1673号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1700回　通常例会（2011.1.14）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさんこんにちは！！
　先週は家族新年例会にパート
ナーの方々、ご家族のみなさま
方が多数出席頂き誠にありがと
うございました。最後に川和会
員の歌声も聴けてほんとうに楽
しかったです。
　企画して頂いた鈴木桂三親睦
委員長、嶋田 SAA、森市幹事、
ほんとうにごくろうさまでした。
　さて後半戦が始まりました。
　RI 会長レイ・クリンギンスミ
スも「私たちはロータリー年度
の折り返し点に立っています。
そして今こそが、自分たちのク
ラブの長所や短所を見直すとき
なのです。」と言っています。
　今月はロータリー理解月間で

す。ここでもう 1 度ロータリー
の綱領（目的）と 4 つのテスト
を思い出して下さい。1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 2010年7月国際ロータリー半期報告書の送付

2. ロータリー米山記念奨学会特別寄付の表彰

 金本元章会員「第2回米山功労者マルチプル」

通常例会

ロータリー綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、
これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある。
第１　保水の機会として知り合いを広めること。
第 2　事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用

な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。そし
てロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するためにその
業務を品位あらしめること。

第 3　ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および社会生活
に常に奉仕の理想を適用すること。

第 4　奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親
交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。

四つのテスト
1）真実かどうか
2）みんなに公平か
3）好意と友情を深めるか
4）みんなのためになるかどうか
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第4回クラブ協議会　下期活動計画発表

　先日、職業奉仕・社会奉仕・人
間尊重・新世代育成・世界親睦の
5 委員会一緒の委員会を開かせて
頂きました。
　それでは、「下期活動計画」を発
表させて頂きます。

【社会奉仕委員会】
◎上期に、吉野会員の老人ホーム

「やわた苑」へ訪問をして参りまし
た。
　柏西 RC には、もう一つ後藤会
員の「特別養護老人ホームマザー
ス・ガーデン」がございます。
　是非、下期に会長・幹事と社会
奉仕委員会が調整を致しまして、

「やわた苑」と同じようにタオル等
を寄贈し参りたいと考えておりま
す。
　その時には、又会員の皆様、ご協
力宜しくお願い致します。

【人間尊重委員会】
◎3 月 20 日 ( 日 ) に、柏西ロータ
リークラブ単独で献血キャンペー
ンを行います。詳細が分かりしだ
いご連絡致します。

【新世代育成委員会】
◎2 月 19 日 ( 土 ) ～ 20 日 ( 日 ) に
一泊二日の RYLA セミナーが、千
葉県君津市久留里の「上総地域交
流センター」にて開催されます。
　当クラブからも、例年通り柏髙
島屋さん、みくに幼稚園を含めて
参加者を募って行きたいと考えて
おります。

　そして 3 月の例会の卓話にて報
告をして頂く予定です。

【職業奉仕委員会】
◎上期の 10 月 31 日に手賀沼エコ
マラソンにてバナナ (2,000 本 ) 配
りや、11 月 27 日・28 日に長野信
州へ一泊二日の職場見学に行って
参りました。
　下期としましては、奉仕プロ
ジェクトの兄弟委員会を支援して
行きたいと考えております。

【世界親睦活動委員会】
◎2月22日 (火 )～24日 (木 )まで、
二泊三日の予定で台湾へ公式訪問
をして参ります。本年度は台中港
東南扶輪社との姉妹クラブ締結
30 周年の年にあたります、2 月 22
日には「締結 30 周年記念式典」に
参加をして参ります。

　最後になりますが、私、増谷が奉
仕プロジェクト委員会委員長とし
て、3 月の例会にて「月間に因ん
で」卓話を致します。

年次寄附・・・ロータリアン一人
100 ドルの寄附をお願いします。
ポールハリスフェロー・・・一人
1,000 ドルで名誉あるバッチを頂
けるのでよろしくお願いいたしま
す。

一人でも多くの寄附をお願いいた
します。

　クラブ全員に 1 名以上の入会候
補者を推薦してもらいたい。

【IT・雑誌広報委員会】
水野　晋治　委員長

HPを使った写真の掲載の開始（手
賀沼 eco マラソンなど）
HP を活用した市民への PR
クラブ会報と連携し、インター
ネットを活用していく

【クラブ広報委員会】
東海林　康之　委員長

会報をメールにて配信しているの
でメールでなるべく受け取ってほ
しい
週 1 度の配布
IT・雑誌広報と連携して HP の活
用

　クラブ管理運営委員会はプログ
ラム委員会、親睦活動委員会、出席
委員会の 3 つの小委員会で構成さ
れております。昨年 12 月 17 日 3
つの小委員会合同のファイヤー・
サイド・ミーティングを開催、上
期の反省と下期の活動計画を確認
しました。
　各委員会ごとに下期の活動計画
を発表いたします。

増谷　信一　委員長
■奉仕プロジェクト委員会

川和　弘行　委員長
■会員増強委員会

神林　聖光　委員長
■クラブ広報委員会

安川　武年　委員長

■クラブ管理運営
　（兼CLP）委員会

髙田　住男　委員長
■ロータリー財団委員会



〔プログラム委員会〕
　この委員会は榊委員長はじめ渡
邉雅志副委員長、川和委員で構成
されております。
　『下期の活動計画報告をいたし
ます。
1. 上期同様下期も各強調月間にお
いては、該当する委員会に卓話を依
頼し、その意義、活動方針等のお話
を頂き、会員が情報を共有すること
に努めます。
2.新会員の皆様には、クラブに慣れ
ていただくと共に、新しい視点でク
ラブの感想等をお話し頂き、今後の
会運営の一助にしたいと考え卓話
をお願いします。
3. 柏市が置かれている現状を把握
する為に、市内の各種団体、行政の
方々に卓話をお願いする予定です。
4. また、卓話の時間を十分確保す
るため、月初の例会は食事時間を
繰り上げました。
　下期も以上のことを踏襲してプ
ログラムを組みたいと考えます。』

〔親睦活動委員会〕
　鈴木桂三委員長はじめ多くの委
員が参加して、クラブライフが楽
しめるように努めて来ました。
　『下期の活動計画を発表致しま
す。下期は 1 月 7 日の家族親睦例
会が 90 人超の参加のもと和やか
に且つ盛大に執り行われました。
そして 2 月 22 日には台中港東南
扶輪社との姉妹クラブ締結 30 周
年式典で台湾を訪問致します。ま
た 3 月 29 日には、柏南クラブ観桜
会にビジターとして参加致しま
す。柏南クラブとの交流を更に深

めて行きたいと思います。4 月 1
日には家族参加の職場見学を兼ね
た親睦旅行を計画しております。
　最後に 5 月 27 日には中村年度
の打上げで函館へ親睦旅行に行く
予定です。そこで台湾姉妹クラブ
との交流を行う予定になっており
ます。どうぞ皆様奮ってご参加下
さい。
　下期も会員１人ひとりのご協力
をよろしくお願い致します。』
 

〔出席委員会〕
　この委員会は染谷照夫委員長は
じめ小林太時副委員長、宇田川恵
司委員、日暮肇委員で構成されて
おります。
　『上期では出席率が 6 か月平均
で 88％でした。 下期もより高いス
テージに持って行くためにも、
ロータリアンとしての自覚を持っ
て 100％出席を心掛けましょう。
　ご都合つかず欠席の場合、他で
メーキャップして下さい。
年間 100％出席会員には記念品を
贈呈いたします。
　会員の皆様には引続き出席率向
上のためご協力をお願い致しま
す。』

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
ニコニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、勝田、金子、髙田、馬場
冨士川、湯浅、渡邉（治）
渡邉（雅）

出席率　

55名

9名

58％

結婚記念日
鈴木（健）会員、染谷会員
秋元会員

パートナー誕生日
日暮（誠）会員、水野会員

本人誕生日
中村会長、川和会員
田代（健）会員、柳会員

写真ありがとう！
鈴木（健）会員、神林会員
鈴木（桂）会員、秋元会員

新年会にて娘の歌の応援
お年玉ありがとう
ございました。
柳会員

今日のお料理

造） 鮪の造り
焼物） 鮭の筍味噌焼
 烏賊竜田揚
 青唐　はじ神
煮物） 湯葉もち
 鳥そぼろあんかけ
 南京　小芋
 ミニチンゲン菜
 打葱　一味
中皿） 出巻玉子　そめおろし
食事） 赤飯　1700回記念
留椀） 赤出汁　野菜椀
 葱　山椒

ロータリー弁当

次回の例会は1月28日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

ニコニコBOX 313,000円
（2010.12/31現在）

ポリオ募金 66,243円
（1/14現在）
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出席率の計算式　改正

先の規定審議会において採択された制定案 10－27 によりクラブ定款第 9 条（出席）第 5 節（出席の記録）
が改正されました。



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1674号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1701回　通常例会（2011.1.21）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんにちは！！
雨が降らず乾燥している日が続き
ます。
　インフルエンザが流行ってきまし
た。
　月曜日に夜間急病センターの当
番でいましたらPM7:00～10:00ま
での3時間で約30人の患者さんが
来まして、半分はインフルエンザ、半
分は感染性胃腸炎でした。
　乾燥しているときは菌が繁殖し
やすいのである程度の湿気はとて
も大切です。
　カラダに気を付けて頂きたいと思
います。
　さて、前回の例会でロータリー米
山記念奨学生特別寄付の表彰で
金本会員が表彰されたのですが、

実はもう1人田代充会員も表彰され
たのです。みなさんも覚えていらっ
しゃると思いますが、田代充会員が
作った絵本「ねえ　おとうさん。ね
え　おかあさん」の売上が11万円
になって田代会員の名前で米山に

寄付をしました。
　そうしましたら田代会員が、自分
の名前ではなく、柏西ロータリーク
ラブの名前で寄付したことにしてほ
しいとの希望でしたので、その手続
きを致しました。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　村田 恒 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 2月のロータリーレート＝1ドル84円

2. 2010年『手続き要覧（1冊＝8ドル）』注文の依頼

3. 次年度テーマ発表

 『心の中を見つめよう　博愛をひろげるために』

4. 成田ロータリークラブ創立50周年記念式典並びに祝賀会の案内

 日　時　4月22日（金）14：30～

 会　場　成田ビューホテル

 登録料　1万円

5. 財団法人　柏市みどりの基金評議員の推薦の依頼

6. 例会変更のお知らせ

 柏RC：2/2（水）は親睦旅行

 沼南RC：2/24（木）は夜間例会

 柏RC2/16・沼南RC2/17：第10分区合同例会及びI.Mの為

 休会

7. 台中港東南RC授証32周年及び、姉妹クラブ締結30周年式典

訪台協議会が例会終了後にあります。

 参加者：会長、幹事、団長、ガバナー補佐、親睦委員長、

  プログラム委員長、会長エレクト

通常例会



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

村田　恒 様
卓  話

　柏市社会福祉協議会　常務理
事兼事務局長　村田　恒 様より卓
話頂きました。

　柏市の社会福祉について“地域
密着型社協”を宣言し、3つの重
点目標を掲げ、地域福祉の推進に
取り組んでいます。
　1つめは「20のコミュニティエリ
アを支援」
　これはコミュニティエリアにモデル
地区を設定し、コーディネータを配
置。
　2つめは「300 の支えあい活動
の創出」
　地域自治組織、班等での支えあ
い活動（サロン等）の立ち上げ支

援を行います。
　3つめは「1000 人の新たな担い
手の育成」
　身近な地域でのボランティア養成
により新たな担い手の確保に努めま
す。
　そのほかにも福祉のまちづくりを
進めるため、住民やボランティア、
福祉、保険等の関係者、行政機
関等の協力を得て、事業を行って
おりますので何卒よろしくお願いいた
します。

BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、後藤、佐藤、染谷、髙田
田代（充）、馬場、日暮（誠）
富士川
出席免除会員名は除

出席率　

55名

9名

60.32％

55名

9名
写真ありがとう！
木村 会員、川和 会員
杉山 会員、中村（博） 会員
鈴木（子） 会員、鈴木（健） 会員

千葉県知事功労賞　受賞
森市 幹事

還暦のお祝い
ありがとうございます
安川 会員

還暦のお祝い
ありがとうございます。
安川 会員

パートナー誕生日
湯浅 会員

今日のお料理

柏南RC 河合嘉久 様

今日のビジター

次回の例会は2月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎
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R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1675号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1702回　通常例会（2011.1.28）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　

　みなさんこんにちは！！
　本日は悲しいお知らせがあり
ます。
　我西RCの元会員でチャーター
メンバーで第8代会長でもありま
した双伸ゴルフの増田正司さん
がお亡くなりになりました。た
ぶん日暮さん位までの方々なら
ご存知だと思いますけど、私の
印象もいつもにこにこしている
おじいちゃんだったと思いま
す。

　昔、台湾にうちのクラブが
行った時に涂阿玉の結婚式に出
席したそうです。その時、さり
げなく1人で涂阿玉のすぐうしろ
にいき、写真をとってもらって
その写真を練習場にかざってい
たそうです。
　何となくユーモラスなおじい
ちゃんだったと思います。心よ
りご冥福をお祈りいたします。
　さて、話ガラっと変わりまし
た。

　昨日、大津ケ丘の小学校で薬
物乱用防止の講演会を行ってき
ました。
　約1時間薬物についてお話をし
ました。主にタバコの害です
が、依存性があるという点では
大麻などと同じです。そして煙
には約200種類の有害物質も含ま
れていて、周りの人にも迷惑を
かけます。
　タバコはやめて下さい。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　榎本 洋史 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. レイソル後援会総会の案内

 日時　2月18日（金）15：00～

 場所　日立総合グランド内体育館

2. 台中港東南RC授証32周年及び、

 姉妹締結30周年式典訪台　結団式

 日時　2月16日（水）18：00

 場所　離宮飯店

通常例会
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卓  話

BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ 出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、金子、ゲイビ、佐藤、椎根
染谷、髙田、田代（充）、中嶋
馬場、日暮（誠）、富士川、水野
柳、湯浅、渡邉（治）、渡邉（雅）

出席率　

55名

17名

48.44％

55名

17名

写真ありがとう！
中村 会長、川和 会員
鈴木（桂） 会員、飯合 会員
安川 会員、神林会員

娘が結婚しました
吉野 会員

本人誕生日
吉野 会員

今日のお料理

次回の例会は2月18日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

世界理解月間に因んで

　ロータリーはポール・ハリスによって
1905年2月23日シカゴで誕生しまし
た。これを記念して２月は世界理解
月間ということになっているようです。
国際奉仕の原点は、第２次世界大
戦を契機にロータリーの運動に「世
界平和」の考え方が導入され、全世
界のロータリアンの友情と理解を前
提として世界の平和を目指そうとい
う考え方から国際奉仕が生まれたと
のことです。
国際奉仕とは
　奉仕の第４部門であり、書物など
を読むことや通信を通じて、さらには
他国の人々を助けることを目的とし
たクラブのあらゆる活動やプロジェク

トに協力することを通じて、他国の
人 と々その文化や慣習、功績、願い、
問題に対する認識を養うことが大事
である。それをベースにして国際理
解、親善、平和を推進するために会
員が行う活動からなり、ポリオ・プラス
への貢献から青少年交換生の留学
国での異文化適応の支援まで、さま
ざまな活動がこれに当てはまる。
国際奉仕は概念上、次の四つの一
般的分野に分類できる。
　・世界社会奉仕プログラム
　・国際レベルの教育および文化　
　 交流活動
　・特別月間と催し
　・国際的な会合
国際プロジェクトには
１） 災害救援および復興
２） ロータリー友情交換（RFE）
３） 世界ネットワーク活動グループ
　　a） ロータリー親睦活動（RF）
　　b） ロータリアン行動グループ
４）世界社会奉仕プロジェクト
   （WCS）

WCSプロジェクトの基準とは
・人道的なプロジェクトであること
・２カ国以上の国のロータリアンが関

 与すること
・参加国のうち１カ国がプロジェクト
 実施地であること
当クラブにとっての姉妹クラブ
　創立５年を経過していた１９８０年
１１月２４日、当クラブは、当時姉妹ク
ラブであった我孫子クラブと台中の
郊外にある豊原クラブの仲介により
台中港東南ロータリークラブと姉妹
クラブの締結がなされた。以来両ク
ラブの会長、幹事を中心にした会員
の尽力、努力によりほぼ毎年相互訪
問をして親睦をはかり、友好を深め
て来ました。そして今年度３０周年を
迎えました。その間社会情勢が変化
するなか、かなり多くの会員が入れ
替わりました。また台中東南ロータ
リークラブの会員のなかで日本語を
話せる会員もかなり少なくなりまし
た。その他にも様々な問題があるよう
です。３０周年を機に両クラブでそれ
ぞれ課題を検討してその結果を踏ま
えて両クラブ間で話し合うことも必要
かとも思われます。

世界親睦活動（姉妹クラブ）委員会
委員長　榎本洋史 会員



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1703回　通常例会（2011.2.4）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　

　みなさんおくすり手帳という
のをご存知ですか？
　この手帳は１人１冊持つもの
で、病院で１冊ではありませ
ん。何を服用しているか毎回
シールを貼っていきます。
　この手帳は災害時にも役立ち
ます。
　もし手帳を持っていないよう
でしたらかかりつけ薬局に行っ
た時に言ってください。
　無料で作ってくれます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　中村 博恒 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 2011-2012年度版　ロータリー手帳お買い上げのお願い

 一部630円（5月下旬出来上がり予定）

2. ロータリー財団寄付の表彰

 髙田住男会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン

3. 例会変更休会のお知らせ

 印西RC：2/9（水）は第9分区IMに変更

 松戸RC・松戸西RC：2/16（水）、松戸東RC：2/18（金）

 は第12分区IMに振替の為休会

 我孫子RC： 2/15（火）は第10分区合同例会及びI.Mに

  振替の為休会

  2/22（火）は家族親睦例会に変更

4. 受信《クラブ会報》流山中央RC

通常例会

会報　第1676号
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BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

勝田、ゲイビ、後藤、佐藤、
椎根、染谷、髙田、馬場、
富士川、増谷、湯浅、
渡邉（治）、渡邉（雅）

出席率　

55名

13名

72.92％

55名

13名

写真ありがとう！
小澤 会員、鈴木（康）会員

本人誕生日
中村（博） 会員
中嶋 会員
日暮（肇）会員
松本 会員

パートナー誕生日
田代（充） 会員

結婚記念日
水野 会員、日暮（誠）会員

今日のお料理

次回の例会は3月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

　中村 博恒会員に卓話を頂きまし
た。
この卓話の詳細音声を
http://kashiwa-nishi-rc.com/sh
uuho.html へ公開してます。

中村 博恒 会員
卓  話

ニコニコBOX 455,000円
（2011/1/31現在）

ポリオ募金 72,906円
（1/31現在）
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1704回　合同例会・I.M.（2011.2.18）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　

　2010年～2011年度　第10分区
I.M.を開催するにあたり、ホス
トクラブを代表してあいさつ申
し上げます。
　本日は柏の秋山市長様、我孫
子の星野市長様にご臨席いただ
き、また、土屋パストガバナー
をリーダーとしてお迎えし、誠
に光栄に存じます。また平日の
お忙しい時間に多数ご参集いた
だいております第10分区内ロー
タリアンの皆様に対し、ロータ
リーの理解と信頼に深く感謝申
し上げる次第です。I.M.は複数
の都市のクラブで実施する都市
連合会のことですが、2790地区
では各分区ガバナー補佐が主催
し、分区内のロータリアンを一

堂に会してロータリー情報を伝
え、また学び、多くの友達を作
り、友情と親睦を深めるための
会合であります。
　本日は合同例会で友情を確か
め、I.M.で情報の交換ができる
事と思います。最後にホストク
ラブとして飯合ガバナー補佐を

支え、クラブ奉仕の実践を遂行
していただいている柏西ロータ
リークラブの会員の皆様に感謝
いたしますと共に、今日の合同
例会及びI.M.は皆様にとって素
晴らしい時間を過ごされますよ
う祈念いたしまして挨拶とさせ
ていただきます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 青少年による環境をテーマとする

 模擬国連『本会議』開催の案内

 日時：3月21日(月･祝)13：00～17：00

 会場：京葉銀行文化プラザ

 参加者：各クラブ1～3名

 テレビ放映：千葉テレビ3/28(月)22：00～30分間

 模擬国連広報サポーター募集：

 　一人(一社)10,000円

 　支援者の名前をテロップで流す･当日のプログラムに記載

2. 『RI表彰』及び『地区協議会表彰』候補推薦の依頼

 締切：2月21日(月)

3. 3月のロータリーレート＝1ドル84円

合同例会・I.M.

会報　第1677号
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インターシティ・ミーティング（I.M.）



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

次回の例会は3月11日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

ホストクラブ　中村佳弘会長挨拶

クラブ発表　我孫子RC　鈴木公三会員

クラブ発表　柏RC　左から：猪早会員、落合会員、稲垣会員 司会　杉山智ガバナー補佐幹事



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

弘　佳　村　中長　会時日　催開

樹　直　市　森事　幹所場　催開

理　　　事 出欠

　

　榊　　　隆　夫

　杉　山　　　智

　　鈴　木　桂　三

　田　代　健　一

　松　本　ユ　ミ

 飯　合　幸　夫

　　

柏柏西ロータリークラブ　2010～2011年　臨時　理事会議事録　

2011年　2月 18日　　13時15分

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

中　村　佳　弘

森　市　直　樹

安　川　武　年

増　谷　信　一

榎　本　洋　史

　川　和　弘　行

金　本　元　章

　

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　

55名

19名

57.8％

欠席者 19名

会員数　 55名

席報告

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

×

×

×

×

秋山、後藤、増谷、秋元、東海林、柳、小澤、髙田、湯浅、河西、馬場
渡邉（雅）、ゲイビ、日暮（肇）、渡邉（治）、佐藤、日暮（誠）、染谷、富士川



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1706回　通常例会（2011.3.4）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　

　みなさん、こんにちは！
　2月18日はIMでした。そして
先週は台中港東南ロータリーク
ラブとの締結30周年と創立32周
年の式典に公式訪問してまいり
ました。
　IMでは、飯合ガバナー補佐の
ご紹介で佐藤先生の「健康情報
のウソ・ホント」というテーマ
でお話しを頂き、とても興味深
く聞き、90分の時間がとても早
く感じました。そして各クラブ
の発表では、「わがクラブの自
慢」というテーマでそれぞれの
クラブの代表者に発表して頂き
ました。それぞれのクラブに個
性があっておもしろかったで
す。そして終わった後は、吉春

西口店で懇親会を行い、なごや
かな内に終了いたしました。
　うちのクラブも、ホストクラ
ブとして頑張って頂き、誠にあ
りがとうございました。
　そして台中港東南ロータリー
クラブの公式訪問ですが、20日
に田代充会員が出発して、21日
に金本会員、島田英明会員、神
林会員、升谷よう会員が出発し
て、本隊は22日の式典当日に柏
を午前5:45に出発しました。
　台北に着いて税関を通ると
き、私だけ止められて、トラン
クを開けさせられてしまいまし
た。そんなに人相が悪かったの
でしょうか？私は顔でカバーし
ていると思っています。
　そしてアルミ会長以下、フ
ルーツガバナー補佐キングさん
達8名が出迎えてくれました。
　そしてバスで台中に向かいま
した。
　バスの中でアルミ会長と話し
合いをしました。内容は後で説
明します。
　そして台中に着いたのが、台
湾時間の午後4時頃でした。
　部屋で着替えて式典会場に着

いたのが5時30分頃でした。6時
から式典が始まり、なごやかな
ムードで始まり、プログラムも
進み私の挨拶の時ちょっと緊張
していたらしく、原稿を読んで
いて途中とばしてしまいました
が、どうせ日本語で言っても分
らないと思い、そのまま終わり
にしてしまいました。
　そして記念品の交換で柏西は
会長、幹事さんに置時計を文字
を入れて贈り、台中港東南クラ
ブからは地球儀を頂きました。
すごく大きいので送って頂くこ
とにして、そして、会員全員の
分もあります。それも送っても
らいました。又、田代充会員が
台中港東南クラブから、日本と
台湾の友好を深めたということ
で特別功労賞を頂きました。そ
してパーティーが始まり、奥様
達の踊りがとてもすばらしく、
私も1曲歌ってきました。そして
30テーブルくらいあったと思い
ますが、1つ1つ私と幹事とあと
何人かでまわり、カンペイを
やってきました。とても楽し
かったです。有意義な公式訪問
だったと思います。そして台北

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　増谷 信一 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

会報　第1678号
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森 市 直 樹　幹事
幹事報告

奉仕プロジェクト委員長　増谷信一　会員卓話

1. ガバナーエレクトより2011-12年度地区委員へ仮委嘱状
 ロータリー財団委員会　奨学金・学友委員会委員　鈴木桂三会員
　　　　　〃　　　　　　  世界平和フェローシップ委員会委員　金本元章会員
2. 会長エレクト研修セミナー開催の案内
 日時：3月27日(日)13：30～16：45
 会場：ホテルニューオータニ幕張
3. 第10分区会長・幹事会の案内
 日時：3月4日(金)18：30～
 場所：「喜多川」
4. 金本元章会員へ米山記念奨学会特別寄付に対し、感謝状の送付
5. 米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラー引受けの依頼
 氏名＝マハルジャン・ディネシュ　(出身国：ネパール)
 学校名＝明海大学4年
 期間＝2011年4月～2012年3月
6. 5月22日『ニューオリンズ国際大会　日本人親善朝食会』の案内
7. 柏西RC単独　献血キャンペーンについて
 日時：3月20日(日)13：00～16：00
 場所：イオン柏ショッピングセンター
8. 地区よりニュージーランド地震災害義捐金の依頼
9. 4月1日より個人・法人が行うロータリー財団への寄付が税制上の
 優遇措置の対象になります。(恒久基金は対象外)
10. 例会変更・休会のお知らせ
 柏RC：3/16（水）は休会
 ：3/30(水)は3/27(日)松ヶ崎城址整備事業の移動例会
 松戸RC：3/16(水)は夜間移動例会
 ：3/30(水)休会
 松戸西RC:3/16(水)は親睦夜間例会
 ：3/30(水)は休会
 我孫子RC：3/29(火)は観桜例会

に行き、ウーライという温泉が
あるところにも行って、そこで
森市幹事は高砂族の結婚式を挙
げてきました。これから挙げら
れるかわからないのでよかった
と思います。
　そして行きのバスで話した内
容ですけども、歴代の会長さん
達も話し合ったことだと思いま
すけど、とにかく公式訪問は締
結の周年で5年ごとに行う。そし
て各クラブの周年では、お互い
のクラブの創立35周年、40周年
とか、うちのクラブは創立40
年、45年と5年きざみで公式行事
とし、その間の相互訪問はその
年度のお互いのクラブの会長が
連絡を取り合って、台湾と日本
を訪問し合いっこするというこ
とです。
　以上で台湾の報告と会長挨拶
を終わりにさせて頂きます。

　皆様、こんにちは。
　奉仕プロジェクト委員長の増
谷です。宜しくお願い致しま
す。
　「月間に因んで」と言うこと
で、今月は、「世界識字率向上
月間」でございます。

　「世界識字率向上月間」と聞
いても、何の事か分からない方
がいると思いますので、簡単に
お話をさせて頂きます。
　えらそうな事を言っておりま
すが、実は私もあまり良く知ら
なかったのです。
　識字率向上というのは、発展
途上国などで文字の読み書きが
出来ない子供達や青年達へ、
ロータリアンとして文字を教え
たり、本やノート・鉛筆等を
送ったり、つまり「教育的・人

道的」に支援をする事なので
す。
　昨年、柏西ロータリークラブ
と台湾の台中港東南扶輪社は、
教育的・人道的な奉仕プロジェ
クトを双方のクラブが協力をし
て事業を立ち上げました。
　今、台湾では母国の台湾語が
無くなろうとしています。
　子供達へ母国語をもっと理解
し知っていただきたいと言う目
的で、柏西クラブの田代充会員
と台湾の元奨学生が中心とな
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BOXありがとう！
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出席報告

会員数　

欠席者　

佐藤、染谷、髙田、日暮（誠）
富士川、安川、柳、渡邉（治）
渡邉（雅）

出席率　

55名

9名

82％

55名

9名
無事行ってきました
中村 会長

欠席ごめんなさい
根来 会員

台中港訪
榎本 会員

本人誕生日
森市 幹事、宇田川 会員
増谷 会員、馬場 会員
塚本 会員、椎根 会員

パートナー誕生日
嶋田 会員、鈴木（健）会員
増谷 会員、金本 会員

結婚記念日
鈴木（子）会員、中村（博）会員
日暮（肇）会員、勝田 会員
河西 会員 今日のお料理

次回の例会は3月18日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

り、心温まる詩集を日本語と台
湾語でまとめ、出版いたしまし
た。
　皆さんにも、創立35周年の記
念としてお渡しいたしました。
　「ねえおかあさん、ねえおと
うさん」です。読んで頂きまし
たでしょうか。そして、この詩
集を台湾港東南扶輪社を通して
送らせて頂きました。これこそ
「世界識字率向上」の事業であ
ると思います。

　今までのお話を踏まえて、私
の担当しています、奉仕プロ
ジェクト委員会をまとめてみま
した。
　ロータリーの第一標語である
「超我の奉仕」は、すべての
ロータリアンには、地元はもと
より世界中の地域社会におい
て、奉仕を通じて人々の生活の
質を向上させる方法を見出す責
務があります。
　そのためにも、奉仕プロジェ

クト委員会の役割は、地元およ
び海外の地域社会を支援する教
育的・人道的プロジェクト、な
らびに職業奉仕プロジェクトの
立案と実施を援助することであ
ります。
　以上簡単ではございますが、
奉仕プロジェクト委員長の卓話
とさせて頂きます。
　ありがとうございました。

柏南RC 関口和行 様

柏南RC 高松健太郎 様

今日のビジター

ニコニコBOX 471,000円
（2011/2/28現在）

ポリオ募金 76,461円
（2/28現在）
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第 1705 回 移動例会（2011.2.22） 台中港東南扶輪社公式訪問

2011年2月22日より、台中港東南ロータリークラブとの締結30周年と
創立32周年の式典に公式訪問してまいりました。

フィルム・メディシン・榊・キング・榎本・飯
合・桂三・安川・アルミ会長・フルーツG補佐・
レース・松本・板倉・森市幹事・中村会長

シャトル・酒・フルーツ・シモンズ・ベルト夫
人・キング・ベルト・中村・アルミ・桂三・森
市・嶋田・メディシン・松本・榊・板倉・飯合・
榎本・安川・グローブ



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1707回　通常例会（2011.3.11）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさんこんにちは！！
だんだん日差しがあたたかく
なって心がウキウキしてきて
ると思いますが春になるとゆ
ううつになる人が急増してい
ます。花粉症は「国民病」と
呼ばれるほどに蔓延し、特に
スギ花粉症患者の増加がめざ
ましく、国民の４人に１人・
25％がスギ花粉症といわれて
います。花粉症になったから
といって死ぬわけではありま
せんが、現在のところ完治し
ない病気です。
　ちなみに女房の店は耳鼻科
の処方せんを受けていますが
３月、４月は特に多くなって
毎回患者さんが150人以上きて

いるそうです。
　アレルギーとは、体内に侵
入した異物に対して抵抗力を
獲得する体の防御機能が過剰
に反応した状態をアレルギー
といいます。
　花粉の総飛散量は前年の７
～８月が高温で小雨であれば
翌年の花粉が多くなると予測

されます。又、１～２月の気
温が高いと飛散開始時期が早
くなると予測されます。
　１番多く飛ぶ時間帯は１～
３時です。
　治療法につきましては古田
医院にいっていただきたいと
思います。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　古田 穣治 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

会報　第1679号

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. RI認証　ロータリー囲碁同好会より『第12回ロータリー

国際囲碁大会』台湾開催の案内

 日 時：4月30(土)～5月2日(月)

2. 中村博亘会員へロータリー財団年次寄付マルチプル・

ポール・ハリス・フェローピンが届きました。

3. 例会変更・休会のお知らせ

 沼南RC：3/17（木）は瀬川会員送別夜間例会

4. 第10分区会長・幹事会の案内

 日時：3月4日(金)18：30～

 場所：「喜多川」

5. 受信<週報)>　印西RC・流山RC
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古田穣治　会員卓話

私のロータリー、
最近、思うこと

　卓話の機会を頂いて大変光栄
に存じます。
　私は、今年の１月２０日に、
満８０歳、傘寿を迎えました。
昨年暮、プログラム委員長の榊
さんから電話があり、１月２１
日に卓話をするよう依頼があり
ました。傘寿の祝いとして、華
を持たせて下さるお心遣いだっ
たのでしょう。それに、私の菩
提寺の住職さんですから、何と
言っても、これから一番お世話
になる方ですので、「最後の話
す機会をあげましょう、死ぬ時
には、きちんと引導を渡して上
げますよ。」と寛大な心で、御
指名下さった事と有り難く解釈
し、当日は不都合ですが、その
日以外なら何時でもＯＫ、とお
引き受けしました。テーマは何
でも好いという事ですので、思
いつくままに話させて頂きま
す。
　先日、ＩＭに出席しました。
平均年齢が高いクラブ、つまり
高齢者ばかりのクラブはワース
トクラブとして発表されていま
したが、正に今日の時代の反映
であり、若い人の入会が少ない
からでありましょう。
　私も、若い新会員をⅠ名入れ
られれば、「老兵は死なず。た
だ消え去るのみ」、と恰好よく
引退出来ると思っています。
　このＩＭで、司会担当の杉山
さんが、８０代、９０代の高齢
会員がいるということは、大変
よいことではないかと発言され
て、嬉しかったし、昨年のガバ

ナーの中村さんは、ロータリー
歴５０年の岡部久人会員を表彰
されていますので、老若男女各
世代の会員がいると云う事が望
ましいのでしょう。
　当クラブの平均年齢は、６０
歳だそうで地区では中より上だ
そうです。
　漫談家綾小路キミマロは、
「中高年とかけて、歯が無い、
毛が無い、先がない」とあちこ
ちで、オバサン連を笑わせてい
ますが、幸い我がクラブの中高
年のメンバーは、皆さん有るべ
きものはチャンと有るし、更に
「何か持っている」、先の有
る、元気な方がたばかりで心強
い限りです。
　さて、私自身は、男性の平均
余命を過ぎた８０歳ですから、
何時死んでも可笑しくないし、
正に先が無い人間であります。
この年まで生きると、昔、信じ
ていたことが、間違いであると
分かったり、今まで分からな
かった事が、目から鱗で納得し
たりと、社会一般の事のみなら
ず、私の専門の医学も然り、長
生きしてよかったな、面白かっ
たなと思います。例えば、月周
回衛星かぐやの撮った地球の写
真を見る事が出来たのは、大い
なる喜びでした。
　私は満州事変の年に生まれ、
日中戦争の始まった年に小学校
入学、中学校３年の１５歳の
時、アメリカ連合軍に敗れ、戦
中戦後に育ちました。今は、１
５年戦争と総称していますが、
生まれた年から１５歳までの１
５年間、正に、戦争に明け暮れ
た時代で、「欲しがりません。

勝つまでは」の標語の通りの生
活で、食べ物がない、継の当
たった服を着、井戸水を汲み、
竈で火を焚き、煮炊きした窮乏
の時代を過ごして育ちました。
戦後の３～４年は、更に、苦し
い時代でありました。この頃生
まれたのが団塊の世代であり、
私らは戦後派、アプレゲールと
呼ばれた世代です。
　昭和２５年に朝鮮戦争が起こ
り、３年後、米軍総司令官マッ
カサーが、老兵は死なずと前述
の有名な言葉を残して帰国、朝
鮮戦争は終わりました。
　この戦争特需のお蔭で、日本
の景気は上向いたと言われます
が、この頃に、学生生活を送っ
た私共には、まだまだ暮らしは
大変で、先輩の医学生の中に
は、戦死した米兵の死体処理の
アルバイトをして学費を稼いだ
人もいました。
　さて、私は医学部を卒業後、
インターンを終えて母校の外科
教室に入局、外科を専攻し、昭
和４０年に学位を取得、同４３
年１０月外科医局をやめて、柏
市に外科胃腸科医院を開設しま
した。
　開業して１０年経った頃、当
クラブの初代会長の染谷伝三郎
さんから入会を勧められまし
た。入会は昭和５２年５月、今
もお元気で現役の第３代会長の
岡部久人さんと故人となられた
名幹事の菊田孝一さんの年度の
時でした。
　同期に、鈴木康之さんが一緒
でしたが、当時の３０数名の会
員は、正に創立以前の準備から
創立の記念事業まで、勉強会と
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集会を重ねて来られた熱気溢れ
るチャーターメンバーばかりで
したから、突然入った私等は、
彼等のロータリーにかける情熱
に圧倒されました。
　「俺も、愈々柏の名士の仲間
入りが出来た」等と云うちゃち
な名誉心とか、思い上がりは、
吹き飛んでしまいました。
　先ずはロータリ̶の綱領と、
四つのテストに感動し、実践を
誓ったものの、当時の掲げた目
標である、出席１００％以上、
財団寄付地区第一位の継続につ
いては、入院患者を持ち、万年
当直をして、漸く軌道に乗って
来たばかりの状況下の私にとっ
ては、時間も無く、体力もまま
ならず大変でありました。
　先輩会員は、スマイルを忘れ
ぬ、皆個性のある一業一人の職
種の異なる方々で、和やかに語
り合い、大いに勉強し、人生を
楽しむ術を教えて頂きました。
そして、入会１７年過ぎて、私
も第２０代会長の重責を担わせ
て頂きました。この年度は、ク
ラブ創立２０周年記念式典、台
中港東南ロータリークラブとの
姉妹クラブ締結１５周年記念と
行事があり、更に１９９５年１
月の任期中に阪神淡路大地震に
遭遇しました。
　それから１５年があっと云う
間に過ぎ去り、今や、鈴木康之
さんと共に入会から３３年目を
迎えています。
　この３２年間、色々の奉仕活
動に参加し、沢山の人にお会い
し、数々の懐かしい想い出が脳
裏に浮かびます。
　先述の岡部さんは、親クラブ
から続けて５１年目の現役会員
でおられ、当クラブの、否、
ロータリーの至宝に当たる方で
すが、私は幸いにも、主治医と

して、奥様共々ご健康を見守ら
せて頂きながら、今も親しく教
えを頂いております。
　既に故人となられた多くの先
輩から、沢山の事を学びまし
た。それは例会で、その時々に
頂く忌憚のない、そして暖かい
生きた言葉でした。どなたも共
通して言われた事は「クラブは
人生の道場である。生き方を学
ぶところだ。」ということでし
た。多くの先輩の中で一人だけ
お話するのは難しいところです
が、以前にもこの席でお話しし
た安田正男さん関連の話をしま
す。
　安田さんは、第七代会長で、
私より一回り上の方ですが、３
０年前、縁あって、二人でご一
緒に、一人の青年の学業成就を
支えました。
　今や、彼は大成し、医学者と
して、臨床家として沢山の医局
員、研究員を指導し、先端医学
の業績を挙げ、皆から、心から
慕われ、尊敬されている存在で
あります。それにつけても思い
だされるのは、彼の婚礼の披露
宴の席上、安田さんが、彼に三
つ守りなさいと言われた「怒る
な、威張るな、見下すな」の言
葉です。彼の心に生きていると
感じます。
　安田さんは平成１６年に８５
歳で逝去され、その翌年の平成
１７年に、彼は新設講座の再生
医学の初代教授に就任しまし
た。
　それから５年経て昨年３月、
彼は大学病院の看板診療科であ
る循環器内科学の主任教授とな
りました。彼は元々心臓の専門
家で、心筋の再生については、
もう世界的権威の学者になって
いたのです。
　そして昨年５月には、宮中

で、天皇、皇后両陛下の御前講
義を約２時間、iPS細胞の山中
伸弥教授と共に、二人で御進講
したことを、その２週間後、ご
本人から全く何時もと変わらぬ
調子と微笑で、淡々と、少し感
激をこめて語ってくれました。
私は、その時、彼も山中教授と
一緒にノーベル賞を貰うのでは
ないかと、瞬間思いました。
　この体験を通じて思うのです
が、安田さんは、活きた金にな
るのだから、Ｇive and Ｇiveで
よい、その代わりノーベル賞を
目指せと彼にも言っておりまし
たし、私は私で、常に、一番で
居る事、進学過程、医学部、大
学院等、どの場合も一番であれ
と励ましました。誠に酷な注文
で、彼も大変であったと思いま
す。
　然し、彼はそんな事にめげ
ず、乗り越え、更に大きく成長
し、会う時は何時も安田さんの
言葉「いばるな、おこるな、み
くだすな」を実践しているが如
く穏やかな、飾らない笑顔があ
りました。
　最近、ノーベル賞受賞者のパ
デュウ大学根岸英一特任教授
が、１０人の中で、一番に選ば
れる事を、次々と７回繰り返せ
ば、つまり、１０の７乗で一千
万人の一人となり、ノーベル賞
受賞者となれると言っていまし
たが、彼も正に、それに近い一
人でしょう。
　さて、今年の１月２０日、私
の誕生日に、彼が、日本国際医
学協会の国際治療談話会で、講
演すると、同協会の評議員の高
野教授（後述）から連絡があ
り、定刻に学士会館まで出掛け
ました。並み居る一流教授の前
で、堂々と分かり易く講演する
姿は、まことに立派でした。
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出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、神林、ゲイビ、佐藤
東海林、染谷、髙田、日暮（誠）
富士川、安川、柳、渡邉（雅）

出席率　

54名

12名

72.93％

54名

12名

写真ありがとう
馬場 会員

傘寿過ぎ卓話のご指名に感謝
古田 穣治 様

台湾旅行中迷惑をかけました
升谷 会員

今日のお料理

次回の例会は4月1日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

（演題後記）
　終了後のパーティで、彼と高
野教授から、真っ先に、「誕生
日おめでとう」のビールの乾杯
をされたのは感激でした。人生
最高のひと時を過ごし、夜１０
時半過ぎに帰宅しましたが、家
内からも、今日は佳い日でした
ねと慶ばれ、あらためて乾杯し
ました。
　前述の高野教授というのは、
ドイツのゲッチンゲン大学医学
部の終身教授で、私の旧東葛中
の同級生であります。３～４年
前に、我々の後輩に優秀な奴が
いるよと彼の事を話しておいた
ので、よく覚えていてくれたの
でした。
　皆さんも記憶されていると思
いますが、５年前の１０月、田
代充会長の年度に、当クラブ主
催、榊実行委員長の采配で、
「日独音楽の夕べ」が催されま
した。
　その時の演奏家がドイツで活
躍していた高野教授の娘、姉の
ピアニスト弥生さんとバイオリ
ストのエリカさん、チェリスト
は、エリカ夫妻の友人クリステ
ｲンさんでありました。
折りしも「日本におけるドイ
ツ」の年でもあり、ドイツ圏で
声楽家として留学希望の財団留
学生希望者高木太郎君と柴田ソ
プラノ歌手が共演しました。
　田代会長の盲導犬への啓発の
奉仕活動も兼ね、入場無料のイ
ベントは、満員の盛況で、柏西
ＲＣ会員全員の奉仕の賜物、参
加者皆さんの心に残る催しで
あったと昨日のように想い出さ

れます。
　弥生さんは、その年の１１
月、柏での演奏会の後、前述の
日本国際医学協会創立８０周年
の記念式典の当日、ドイツ大使
館のレセプションで、秋篠宮臨
席のもと素晴らしいピアノ演奏
をして皆を魅了しました。
　これが切っ掛けになったかど
うか、弥生さんは京都方面を始
め各地の演奏会に毎年来日して
いるようです。エリカさんは、
ドイツ人のご亭主が、ベルリン
芸術大学のチェロの教授にな
り、財団留学生の高木太郎君も
訪ねた事でしょう。
　こうして想い出すと、色々の
人と繋がりが出来たお蔭で、自
分の人生に深みと豊かさを頂い
ているのを実感します。
　さて、健康に関しての話は、
今日は割愛させて頂きます。
その代わり、是非、「ロータ
リーの友」本年１月号に載って
いる斉藤滋さんの「噛んで予
防」と、塩　宏さんの「心の健
康　長寿のカギ」をお読みくだ
さい。
　また先日のＩＭで講演された
佐藤達夫さんの「健康情報のウ
ソホント」を聞けなかった人
は、同氏の著書「食べモノの道
理」が、飯合さんのウイングに
置いてあるそうですから、是
非、お求めください。池上彰が
目から鱗と推薦しています。そ
して、実践して下さい。
　読んで知っているだけでは何
にもなりません。
　好い生活習慣を、毎日続ける
事が健康の基です。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1680号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1708回  夜間通常例会（2011.3.29）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんばんは！
　本日は本来ですと、移動例会
で広池学園で南クラブの観桜例
会に出席するはずでしたが、こ
のような状況になってしまい、
中止となりました。
　3 月 11 日の例会が終わって、
みなさん、それぞれ会社に帰ら
れたと思います。私も店に着き
まして、「ほっ」と一息ついた所
での地震でした。ほんとうにびっ
くりしました。みなさん方の被
害はどうでしたか？うちの店は、
上の棚に漢方薬の箱を置いてあ
るのですが、それが全部落ち、
ドリンクの入っている冷蔵庫は
動くし、引き出しは飛び出るし
で大変だったのですが、幸いシ
ロップのビンは割れずにすんで
ほっとしました。その片付けを

しているときにちょうど神林さ
んが店にひょっこり入ってきた
のです。「近くで仕事をしてたか
ら来たよ！地震すごかったね」
めったに来ないのに、私はその
日の例会に神林さんは欠席して
いたので「アレッ」と思いました。
そして次の日の神林さんが屋根
から落ちたという知らせが入り、
そして 1 時間もしない内に亡く
なったという知らせが入り、と
にかく病院に急行しました。し
かし病院では、もう会えずじま
いでした。
　私は神林さんも震災の犠牲者
だと思います。
　ご冥福をお祈りします。
　さて、今回の大地震の義援金
ですけども、みなさんも色々な
所から言われていると思います
けど、先ほど、臨時理事会を開
きまして決定いたしました。
　それは、1 口 1 万円で 1 口以上
のお願いをします。
　その集めたお金にクラブから
足して、100 万円以上にして被災
地に送りたいと思いますので、
ご協力お願いします。
　又、台中港東南ロータリーク
ラブからも連絡が入って義援金
目標額を 100 万円として、目標
金額に達ししだい、西クラブに

送ってくれることになっていま
す。そして、ものすごく私達の
ことを心配してくれています。

台中港のアルミ会長からの連絡
1. この度、日本に未曾有の天災
に見舞われています。
　台中港にいる私達は何ができ
るかについて会議を開き、検討
いたしました。結論は以下の通
りです。
　台中港東南クラブは独自に震
災義援金を募集して、目標は日
本円 100 万としています。
　目標金額に達した時点、柏西
クラブ口座に振り込み、姉妹ク
ラブの手で一番必要としている
場所に寄付してほしいと思いま
す。どうか、ご協力をお願い致
します。
2. 大地震の他、現在私達が一番
心配しているのは原発の問題で
す。いくら安全とはいえ、どうか、
どうか、放射線から身を守って
ください。
　不急不要の外出をお控え、外
出する際に必ず防護処置を取っ
てください。
　台中港は皆様の兄弟です！い
つでも台中港に寄ってください。
何か必要なものがあれば、いつ
でも遠慮せず連絡してください。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長
1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長
1. 幹事報告　森市 直樹 幹事
1. 卓　　話　小林 太時 会員
1. 卓　　話
　神林聖光会員を偲んで
1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

夜間通常例会



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
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出席報告

会員数　

欠席者　

秋山、小澤、勝田、金子
ゲイビ、後藤、佐藤、椎根
東海林、染谷、田代（充）
塚本、中嶋、日暮（誠）
富士川、増谷、水野、柳
湯浅、渡邉（治）、渡邉（雅）

出席率　

54名

21名

38.9％

54名

21名

本人誕生日
高田 会員

パートナー誕生日
安川 会員、吉野 会員

今日のお料理

次回の例会は4月15日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 4月のロータリーレートは1ドル＝80円

2. 地区協議会の案内

 日　時　4月24日(日)10：00～16：00

 場　所　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

3. 2011年度「米山カウンセラー・米山奨学生」オリエンテーションの案内

 日　時　5月7日(土)14：30～17：30

 場　所　京葉銀行文化プラザ7F

4. ガバナーより3/11(金)「東北関東大地震」義捐金の依頼

5. 変更のお知らせ

 会長エレクト研修セミナー　3/27→4/10(日)

 青少年による環境をテーマとする模擬国連3/21→5/1(日)

6. 例会変更・休会のお知らせ

 柏RC：4/20(水)は4/22(金)「第10分区合同ゴルフコンペおよび例会」

 印西RC：4/27(水)は4/22(金)成田RC50周年記念式典及び第9分区合同例会に振替

 沼南RC:3/31(木)は休会

スモークサーモンと春野菜の
サラダ仕立て

スープ

若鶏のソテー香草パン粉焼き

お楽しみデザート

パン

コーヒー

■新入会員認証式
　小溝正行会員

その他報告

［生年月日］ 昭和24年3月27日
［事業所名］ 小溝税務会計事務所（所長）
［所 在 地 ］ 柏市あけぼの4-4-2
［職業分類］ 税理士
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小林 太時 会員

田代 健一 会員神林会員を偲んで

　本当に今回の事故は私にとって
大きな出来事でした。骨折の後握
力を回復していろいろと教わるよ
うになりました。いつも一緒に練
習にお付合い頂き、多少上手に
なった頃に突然お別れになり、と
ても寂しく思います。
　副幹事として動いている時も、
前年の嶋田会長と神林幹事、それ
と金本副会長と 4 名でよく食事を
し、いろいろと教えて頂いたのも
記憶に新しいところです。飲み会

の後、よく二人でラーメンを食べ
「そのせいで最近太った。」とよく
聞かされていました。
　事故の当日、昼少し前だったと
思いますが、「お宅は大丈夫だっ
た？」と我が家に寄って頂いたと
きですが、いつも来てくれるとき
に停める場所ではなく、路上に停
めていたことが神林さんとすると
異常であり、他の話と総合すると、
もしかして何らかの原因が他に
あったのではないか？その理由に
より起こった事故ではないか？と
いうことが思われて仕方がありま
せん。本当に辛い事故ではありま
すが、悲しみを乗り越えて行きた
いと思います。
　最後に先日私も赤十字から要請
を受けて行ってきましたが、血液
がとても足らないようです。震災
直後は大分混んでいましたが、数
週間すると献血者が減る傾向があ
るそうです。元気な方はぜひ、義
援金のほかに献血に行ってあげて
ください。

　今回は、移動例会の予定を変更
し通常例会として行われました。
　今回の例会は、去る 3 月 12 日、
お仕事中に事故で亡くなられまし
た故神林聖光氏を悼み会員の皆様
から氏の思い出話を語っていただ
きました。
　2008-2009 年度は、嶋田英明会
長、神林聖光幹事年度でしたが、
嶋田会員からは、お酒を飲みなが
ら RC について語り合った事、そ
して小林太時会員、鈴木桂三会員
からも氏への数々の思い出話が紹
介され会員の涙を誘いました。
　今回の例会前の理事会では、こ
の度の東日本大震災への被災地の
方々への救援、支援を考えについ
て意見交換を行いました。同じく
して事故で他界された故神林会委
員のご冥福を会員一同お祈り申し
上げます。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1681号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1709回  通常例会（2011.4.1）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんにちは！
　今週は 2回目の例会です。
　今、柏市にも福島からの自主
避難者が 200 名、約 80 世帯近く
います。
　現在、福島第一原発から半径
20 キロ圏に避難指示が出され、
20～30 キロ圏が自主避難を促さ
れています。しかし、30 キロ以
上離れた地域でも想定を超える
放射線量が観測されています。
原発から北西約 40 キロの飯館村
では、3 月 15 日から 24 日までの
総量で 4,000 マイクロシーベルト
に達しました。
　日本人が 1 年間に自然から受
ける放射線量（1,500マイクロシー
ベルト）の 3 倍近くを 10 日間で
受けたことになります。放射性
物質の飛散量は地形と風向きの

影響が大きいので、一律に距離
で避難対象地域を線引きするに
は無理があります。
1986 年のチェルノブイリ原発事
故では半径 30 キロメートル圏内
の 13 万 5,000 人を避難させたの
ですが、その後、小児甲状腺が
んの発症率が増えました。子供
の発育途上の組織は影響を受け
やすく、がんだけでなく脳神経
にも影響を及ぼし、発育遅延を
引き起こす可能性があり、もち
ろん胎児も影響を受けやすいで
す。
　今回の原発事故では、アメリ

カ・韓国・イギリス・オースト
ラリア・ニュージーランドは 80
キロ圏内の自国民に避難を勧告。
シンガポールは 100 キロ、フラ
ンスは東京にとどまる必要のあ
る者を除く自国民に対して帰国
するか、日本の南部に避難する
ように勧告したそうです。
　そのときの状況によって避難
対象になる範囲は違いますが、
半径 100 キロ圏内あって 15 才以
下の子供（胎児も含む）がいる
家庭は、今から疎開を準備した
方がいいそうです。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 就労支援事業（更生保護）

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 日暮肇会員へ米山記念奨学生のカウンセラー委嘱状

2. ニュージーランド地震の義義捐金　53,224円をガバナー

事務所へ3月11日送金しました

通常例会
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BOXありがとう！
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会員数　

欠席者　

金子、後藤、佐藤、染谷、秋山
髙田、中嶋、日暮（誠）、富士川
湯浅、渡邉（治）、渡邉（雅）

出席率　

54名

21名

75％

54名

21名本人誕生日
鈴木 会員、秋元 会員

パートナー誕生日
田代（健） 会員

結婚記念日
塚本 会員、馬場 会員
榎本 会員、ゲイビ会員
榊 会員

今日のお料理

次回の例会は4月15日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

就労支援事業（更生保護）

就労支援事業のDVDを鑑賞しました。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1682号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1710回  通常例会（2011.4.8）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんにちは！
　本日は 2790 地区米山記念奨学
会委員会より、中村委員長に来
ていただいて、後ほど卓和をし
ていただきます。中村委員長、
よろしくお願いします。
　さて、昨日の 11 時 33 分頃は
どこにいましたか？私は家で、
もう布団に入るところでした。
緊急地震速報がビービーッとな
りまして、誤報かなと思った瞬
間きました。
　これは大きいと思い、雨戸を
あけ準備しました。おさまって
も、なんだか揺れているような
気がして気持ちが悪くなります。
　昨日の新聞を読んだ方も多い
と思いますが、県警は 6 日、東
日本大震災で柏市内の男性の死
亡が確認されたと発表しました。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　中村 俊人 様
　　　　　　（地区米山委員長）

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 地区より社会奉仕アンケートの依頼

2. 青少年による「環境をテーマとする模擬国連」大地震

による開催日変更に伴う再登録の依頼

 ※当日の様子の千葉テレビによる特別番組の放映は、

　5月21日(土)19：55～20：25

3. ローターアクト「リーダーシップフォーラム」の案内

 日時　4月17日(日)12:30～

 場所　青少年女性会館

4. 例会変更のお知らせ

 松戸RC：4/27(水)健康診断のため、移動例会

5. 第一期義捐金をまだ受付けていますので宜しくお願い

します。

 報告　台中港東南RCから土産が届きました。

 　　　大きな地球儀は会長が受け取りました。

通常例会
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「米山記念奨学事業について」

柏西RCの皆様、こんにちは。
私は今年度　米山記念奨学会委員
長を務めています沼南ＲＣの中村
でございます。宜しくお願い申し
上げます。
本日は柏西ＲＣクラブの貴重な卓
話の時間を頂きまして感謝申し上
げます。
本日は、米山記念奨学の事業につ
いてまた、米山奨学生について、
お話しさせて頂きたいと思いま
す。　米山奨学事業につきまして
は、柏西ＲＣの皆様に於かれまし
ては、私よりも詳しく御理解をし
て頂き御協力を頂いておられる
方々ばかりでございますので、そ
の皆様にお話しをさせて頂きます
のは大変恐縮致します。　基本的
にはロータリアンの皆様のご寄付
頂いたお金によって成り立ってい
る事業です。しかしながら、皆様
のご寄付して頂いたお金は、奨学
生に奨学金としてお渡しする費用
として使われています。　米山奨
学会の費用は
その寄付金をプールされたお金の
利子等の費用を運用して賄われて
います。
この柏西クラブの皆さんにご寄付
頂いた寄付金は、
過去累計で　￥19,666,202 円です。
普通寄付金￥5,555,500
特別寄付金￥14,110,702
今年度に関しましても、2月まで
の寄付金を
普通寄付金￥210,000
特別寄付金では￥210,000 をして
頂いております。
　本当に感謝申し上げます。

第 2790 地区と致しましては、過
去累計で￥1,479,776,862 となって
おります。
今回の奨学生数は、一昨年の地区
の皆さんの寄付金で決定致しま
す。
柏西 RC の皆様にも、昨年度には
麗澤大学の奨学生　徐亜娟さんを
御世話頂き、
松本様にもカウンセラーとしてお
世話になっておりましたことを地
区委員会を代表致しまして御礼を
申し上げます。
　また次年度も明海大学のネパー
ルの奨学生でマハルジャン，ディ
ネシュさんをお世話頂き、日暮肇
様にカウンセラーとしてお世話頂
くと承っておりますので、クラブ
の皆様共々、宜しくお願い申し上
げます。　
米山奨学生の皆さんには色々な国
の方がおりまして、育った環境も
様々ですし　また考え方もまちま
ちです。　その上宗教的な関係も
ありまして、お世話頂く皆様にも、
またお世話になる奨学生にもやは
り最初に戸惑いもある事かとお察
しいたします。　その為にカウン
セラーの方々には、どう接してよ
いかなどの説明をオリエンテー
ション時にしっかりお話しをさせ
て頂きますが、クラブの皆さんに
はなかなか伝達がし切れていない
のが現状です。
もし戸惑いが生じるようでしたら
ご連絡いただけましたらアドバイ
スが出るかと思いますので、是非
お願いを致します。
奨学生の皆さんの中には、母国で
社会人として活躍されていながら
日本の大学院に勉強しに来られた
方、また家庭を持って御夫婦とも
大学で研究をしている方、またお
子さんを授かり、御さん後母国の
両親に預けて再度勉強に打ち込む
方、または、同じ境遇であっても

日本で頑張っている方も多数おり
ます。
その様な奨学生の皆さんだからこ
そ、努力をして、修士・博士を取
得して社会へと出て行かれていま
す。　
私たち米山記念奨学会委員会とい
たしましては、日頃の皆様のご支
援をして頂いている皆様には、米
山月間に於きまして、奨学生と共
に卓話でクラブ訪問時にお話しを
し、また　時々クラブより声を掛
けて頂き卓話をさせて頂いており
ます。　
このロータリー米山奨学生への申
込みには、指定校から推薦されま
した、優秀な学生の皆さんが、各
大学内に於きましても選考され推
薦をされてまいりますが、この学
生の皆さんの応募の中で、この米
山記念奨学会の奨学生制度は、全
国各奨学金制度がある中で、最大
の特徴といたしましては　御世話
をして頂けるロータリークラブが
あり、必ず奨学生にカウンセラー
としてロータリアンが付いて御世
話して頂けるということです。　
世話クラブの皆さんの温かい歓迎
を受け、カウンセラーの、親代わ
りとしての温かい気持ちをサポー
トして頂けることは、他の奨学金
制度にはありません。2010 年度
の米山奨学生の採用に関しては
800 人が承認されましたが、この
2790 地区に於きましても、今年
度新規奨学生 20 名と継続学生 3
名を含め、23 名にロータリアン
の貴重な奨学金をお渡しいたしま
して、3 月 5 日に終了証と共に学
友へと巣立って行きました。
次年度に於きましては、28 名の
奨学生が決定致しました。
その内訳は　新規採用で 25.5 名
（内 6 ケ月 1 名）　継続 2 名となっ
ております。
米山奨学生は、学業・人物とも優

地区 米山記念奨学会委員長
中村 俊人 様（沼南ＲＣ）

卓話
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BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ 出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、小澤、佐藤、染谷、髙田
中嶋、日暮（誠）、富士川、升谷
渡邉（雅）、小溝

出席率　

54名

12名

73.3％

54名

12名本人誕生日
渡邉（治） 会員

写真ありがとう！
中村 会長、森市 幹事
鈴木（桂） 会員、嶋田 会員
榊 会員、安川 会員
榎本 会員、田代（健）会員
飯合 会員、松本 会員

今日のお料理

次回の例会は4月22日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

秀で、将来、国際社会で活躍する
留学生の支援をしている中で、応
募する学生の皆さんへ求められる
事は、学業はもちろんの事、異文
化の理解と、コミュニケーション
能力を最も求められます。御世話
になるロータリーアンの皆様との
交流の中から、ロータリー精神を
学び、将来国際社会へ、または、
母国に帰ってからもそれぞれの分
野で貢献できると判断された方た
ちです。
その為には、地区開催の奉仕活動
や研修会などへも積極的に参加
し、例会への参加などによって、
日本の文化を理解するよう努めな
がら、多くのことを学んでほしい
と常々奨学生へお伝えしておりま
す。　
　2010 年度に於きましては、“で
きることから始めよう”のテーマ
を掲げまして、昨年の 8 月 28 日
に開催を致しました、
その米山記念奨学会委員会セミ
ナー時に於きましても、日本で奨
学生として援助して頂いた学生
が、母国へ帰って女性たちへの自

立を願って色々な事業をしながら
奉仕活動なども含めて活躍してい
る学友の話しと、日本で活躍をし
ています学友の皆さんが中心とな
り、東京米山友愛ロータリークラ
ブが創立し、その中心的役割を
担っている学友の皆さんの活躍等
も含めましてその学友の卓話をし
て頂ました。その努力とサポート
して頂いたロータリアンの皆様と
の交流も含めまして、致しました。
多くの 2790 地区 85 クラブの会長
様・米山委員長様をはじめ奨学生
はもとより、カウンセラーをして
頂いてるロータリアンの皆様にも
参加して頂き総勢 188 名の多くの
出席頂きました。　
日本で米山奨学生として援助して
頂いた、学友の皆様が活躍してい
ることをお伝えすることができま
したら、ロータリーの皆様にも学
友の皆さんが頑張っている状況も
御理解して頂けるのではないか、
そして米山記念奨学事業に対しま
してもさらに皆様の御協力を少し
でも多く頂ける事を御願い出来た
らと考えています。

また今後に於きましても、世話ク
ラブとして御世話頂きました皆様
に、第 2790 地区の学友会の活動
を少しでも活性化し、巣立った奨
学生の皆様とお世話して頂いた
ロータリアンの皆様との交流を多
くできればと考え、私たち地区委
員会の皆さんも含めて努力してい
く予定ございますので、今後とも
皆様の御協力を宜しく御願いを致
します。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1683号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1711回  通常例会（2011.4.15）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさんこんにちは！
本日は沼南ロータリークラブ会
長の富沢様と柏地区医師会副会
長の長瀬先生に来ていただきま
して卓話をして頂きます。
長瀬先生は、確かもう 2 回ほど
被災地の方へ行ってボランティ
ア活動をしたそうです。
そのお話は後ほどして頂きます。
実は私の 1 つ上の薬剤師が石巻
の方へボランティアとして行き
ました。

千葉県薬剤師会の要請を受けて
今回は柏から 1 名だけでしたが、
行ってきました。
食事は自分で持って行って寝る
所は石巻高校の事務室だったそ
うです。
仕事は薬の仕分けが 1 日残りは
調剤をしたそうです。災害から
1ヶ月でまだこれだけしか片づい
ていない。実際に見て本当にそ

の時はすごかったんだろうなと、
とても悲しくなったそうです。
ただこの災害はとても長くかか
ると思います。
国のリーダーがいるんだかいな
いんだかわからない時に我々が
少しづつ協力していかなければ
ならないと思います。
私も機会があれば被災地に行く
つもりでいます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　長瀬 慈村 様

1. 卓　　話　冨澤 茂樹 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1. 例会変更のお知らせ

 柏南RC：4/28（木）は4/24（日）地区協議会終了

後の例会に変更

2. 受信《ロータリー情報研究会報告書》

通常例会
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東北関東大震災における災
害支援活動報告（第1報）

東北地方太平洋沖地震により被
災された皆様に心よりお見舞い
申し上げます。
　東北地方太平洋沖地震による
大災害において平成23年3月18
日より21日までJMATとして岩
手県釜石で行った災害支援活動
について報告致します。
　柏市医師会では、医師2名
（外科、内科）、看護師1名、
眼科検査技師1名、事務職員1
名、計5名のチームを結成し、
千葉県医師会より日本医師会に
申請、岩手県釜石を拠点とし
て、大槌町、鵜住居町、箱崎町
において災害支援活動をしてま
いりました。同地区の津波は15
メートルを超え、町の大半が全
壊、死傷者、行方不明者の数は
多く、被災者は点在する避難所
や高台の集落を中心に過酷な生
活を強いられていました。我々
が被災地に入った時点で、大槌
町では約5500名の避難者が確認
されていましたが、鵜住居町外
山地区と箱崎町全域ではその詳
細は不明でした。各避難所には
自衛隊による食料、水等の支援
物資はある程度届いているもの
の、電気、水道、ガス、通信な
どのライフラインは寸断されて
おり、燃料の供給も極少なく、
衛生状態も不良でした。市街地
以外の避難所や集落では、孤立
状態で医療支援の届いていない
ところもありました。
　支援内容としては、被災地病
院、診療所の診療支援、避難所

や救護所における医療支援です
が、柏市民を中心とした寄附品
（衣類や食料など）を持参し、
生活面、精神面での支援も行い
ました。実際の持参資器材は、
医薬品：抗生剤・抗ウイルス
剤、降圧剤、喘息治療薬、胃
薬、風邪薬、下剤、止痢剤、眠
剤・安定剤、解熱鎮痛剤、湿布
薬、消毒薬、ワンデイ・コンタ
クトレンズ、コンタクト洗浄液
など、食料品：米60Kg、おかゆ
（レトルト）200食、缶詰、
カップ麺、パック餅、菓子類な
ど、柏市行政、および、主に柏
市民よりの寄附の品々、
衣類：ジャンパー、コート、
セーター等の防寒具、下着（新
品）、靴下、その他、生活必需
品：タオル、ドライシャン
プー、使い捨てカイロ、紙おむ
つ（大人用、乳児用）、生理用
品、洗浄シート、ウェッティ
ティシュー、歯ブラシ、歯磨き
ガム、など柏市行政、および、
主に柏市民よりの寄附の品々、
です。
　なお、隊員の衣食住は自前で
確保、知人の好意によりキャン
ピングカーを無償借用し、緊急
車両の手続きを取り、高速道を
利用し現地に入りました。燃料
は高速の給油所にて補給、現地
では出発前に調達した燃料を携
帯し用いました。
（実際の活動）19日は、大槌町
で活動。かみよ稲穂館（140数
名）とケアプラザ大槌（240余
名）にて、診察、処方、メンタ
ルケアを行いました。20日は、
鵜住居町外山地区（標高400mに

ある孤立した集落、住民と被災
者50余名）と箱崎町全域（四つ
の集落に分かれ、住民と被災者
40～80名ずつ存在）を巡回し、
診察と処方を行いました。不眠
や便秘の訴え多く、大惨事に対
する恐怖と不安（現時点ではま
だ触れたくないと黙している方
が大半）、将来の見えない現状
での困惑と無力感、大勢の人と
身を寄せ合っての共同生活にお
けるストレス（特にトイレが少
ないために食事や飲水を押さえ
る方も多い）などが原因と考え
られました。風と乾燥により花
粉症の訴え多く、高血圧や糖尿
病、甲状腺機能亢進症等の患者
では津波に流されて薬なく困
窮。手洗い様の水なく、仮設ト
イレも徐々に使用不能となり、
衛生状態は悪化、下肢の蜂窩織
炎が2名おり、点滴と処置を指
示。物品の流通し始めた釜石市
街地より遠く、外部からの物資
供給を待つしかない状況でし
た。柏市民が寄附された食料品
や衣類を差し上げましたが、女
性の下着や靴下、生理用品、ド
ライシャンプーなどが好評でし
た。被災者は「家も車も家族も
仕事もすべて流されてしまっ
た」と。
（まとめ）大災害時の医療支援
は、発生よりの経過時期でその
方法が異なります。被災後3～
５日まではトリアージを主とし
た救命救急医療、ライフライン
が復旧され安定する3～4週間以
降では慢性疾患の再コントロー
ルと心のケアを主とした医療と
なりますが、その間は両者のま
たがる時期です。この時期は、
支援体制も災害内容や経過、地
理的要素、社会情勢によっても
在り方が微妙に異なるため整備
が不完全で、単純に医療だけを

日本医師会災害医療チーム（JMAT）柏市医師会
長瀬 慈村 様

卓話



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

支援すればよいわけではありま
せん。本来なら行政とともに活
動し対応できればよいのですが
行政側にも犠牲者が多く時間が
必要です。さらに規模の違う避
難所の被災者、孤立した集落に
いる被災者等によっても、必要
な物資や支援方法の違いがあ
り、この点を考慮して今後の災
害対策を考える必要がありま
す。また、ボランティアに入る
側も安易な気持ちで現地に入る
ことなく、そこに住む方々の身
になって行動し、少なくともこ
の時期は自分たちの寝食や燃料
を自前で確保し、二次災害に遭
わないように注意が必要です。
まもなく現地の被災者でもある
医療者の体力と気力にも限界が
来ると思われ、継続性のある中
期的災害支援が不可欠です。被
災地域の復興のために、この危
機をみんなで協力し合って乗り
切り、以前よりも良い社会環境
を創りあげることが望まれま
す。
　今回の災害支援活動に際して
ご支援ご寄付を頂いた、多くの
柏市民の皆様に、心より感謝申
し上げます。　　　　　　　　
（平成23年3月27日、合掌）

東北関東大震災における災
害支援活動報告（第2報）

　東北関東大震災における第2
回災害支援活動について報告致
します。
平成23年3月11日14時46分、東
北地方太平洋沖地震が発生し、
家屋倒壊や地盤沈下、津波や火
災、原子力発電所の損壊など、
東北地方を中心に大きな被害を
もたらし、現在、死者・行方不
明者は2万7千人を越えておりま
す。

　柏市医師会では、第1回災害
支援活動を通じ、今後の医療復
興支援の可能性について議論を
重ねました。初期の救命救急を
主とした医療支援、その後に生
じる医療スタッフと医薬品不足
時の支援を経て、ライフライン
が復旧され安定する時期が来る
と多くの医療支援チームは撤収
しますが、そこからが大変な時
期になると想定されます。支援
側医師会という立場で継続的支
援を行う際に重要なことは、現
地医師会の先生が住民の健康を
守るための日常診療を以前のよ
うに可能となるまで、公的に筋
道を通した上で補助として支え
続けることだと思われます。
従ってできれば復興にあたっ
て、医師会の先生の開業再開を
継続して中長期的に、共通理解
を持った一定の地域の医師やコ
メディカル等が顔の見える形で
支援活動にあたることが良いの
ではないかとの考えに至りまし
た。
　第1回の活動により、被災現
地の思いと支援側がしようとす
ることには少なからずずれのあ
ることを感じており、今回は、
4月6日より3日間、前回活動地
域と現地医師会の現状および今
後の医療復興支援の可能性につ
いての調査を目的として活動し
ました。
　今回のメンバーは、私と眼科
検査技師は前回と同様、医師会
理事（外科医）、看護師1名、
MSW1名の計5名で、借用した
キャンピングカーで高速を利
用、燃料はサービスエリアと市
内の給油所で補給し活動しまし
た。前回、開いていた釜石病院
隣の給油所は、緊急車両優先の
方針に対して地域住民の抗議の
末、閉店したとのこと、疑問を

感じながらも一度提供を受けた
ことに後悔。現地の医薬品は充
足しているとの情報より最小限
度に押さえ、前回積みきれな
かった、柏市行政や柏市民から
の食料品、衣類、靴、小児の衣
服や玩具に絵本、ドライシャン
プー、ウェットティシュー、歯
ブラシ等など寄附の品々を持参
しました。
（実際の活動）今回訪問したの
は、大槌町の一部と箱崎町で、
鵜住居町外山地区は最終日午前
に予定するも予震の影響ため断
念。大槌町の瓦礫撤去作業はだ
いぶ進み、鵜住居町も徐々に行
われている様子も、箱崎町につ
いては前回とほぼ変わらずの状
態でした。大きな避難所では、
自衛隊による様々な物品の支給
があり、物品や医療については
充足され、トイレの衛生面も改
善、被災者は移動により減少、
多くの方は今後の生活を取り戻
すために出かけており、落ち着
いた雰囲気となっていました。
今後の生活が見えないため不安
を抱えている方が多いも、支え
合いながら何とか頑張っている
とのことでした。集落でも、物
資、医療ともに足りているとの
ことで、医療以外のことをお聞
きしたところ、生まれ育ったこ
の地で今後も住み続けたいとい
う希望はあるが、被災後4週間
となってもまだ、瓦礫撤去作業
は開始されず、だんだん気力が
失われていくと、住民男性。住
民女性からは、花粉と瓦礫より
の粉塵で目がかゆく喉はイガイ
ガする、また情報はラジオと噂
だけで不安、岩手日報がほしい
が新聞屋さん一家も流されてし
まったとのこと。
（まとめ）被災後1ヵ月とな
り、町は一見平静を取り戻し、



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

食料や燃料、医薬品などの物資
も充足、医療支援も不要との声
もありますが、現在でも、ライ
フライン復旧予定の立っていな
い地域も多く、回復した地域で
も大きな予震が起こると停電
（実際に8日は、東北3県全域で
停電し、信号機はつかず、給油
所は閉店、お店も暗がりで営
業、冷凍食品は破棄された）が
生じます。医療面では、現地の
医療者の使命感と献身的努力、
災害医療チームの昼夜を問わぬ
働きにより急性疾患への対応と
慢性疾患のコントロールがなさ
れ落ち着きを取り戻してきてい
るも、心のケアはいまひとつ
で、特に子どもたちについては
現状把握もできていない様子。
現地の保健師とともに行動する

か、継続した支援活動、あるい
は日常会話の中から症状やニー
ズを拾い上げる必要があると思
われます。また今後は、整形外
科、眼科、耳鼻科、皮膚科、歯
科等の対処や、衛生面や生活面
の改善による疾病予防も重要と
なり、多科、多職種の協力が必
要です。
国、県、郡市、それぞれのレベ
ルにおいて、現在の問題点と実
際に必要な対策についての認識
が、行政、医師会、一般人とも
にずれがあり（現地の経時的変
化によるニーズと支援側の思い
の違い、日常と災害時の行政対
応の在り方を理解できる現地ス
タッフの不足、国や県と郡市レ
ベルでの状況把握の違いと対策
の優先順位における温度差、な

ど）、医療に限らず、全体を把
握、決断できる立場と目を持つ
人間がコントロールしていく必
要があるように感じました。
　今回私たちは、支援側にいま
すが、いつ被災者側になるかは
分かりません。できれば釜石医
師会と柏市医師会は友好関係を
結び、今後の実践的かつ効率的
な災害対策につなぐことが望ま
れます。　　（平成23年4月10
日、合掌）

「決議23-34」について（レ
ジュメ）

　ロータリーは、1905（明治
38）年に相互扶助と親睦を目的
として異業種の4人があつまっ
てスタート、翌年にはロータリ
アン同志の利益だけでなく、地
域社会の役に立つことをしたい
という社会奉仕の理想に目覚
め、その第1号はシカゴの公衆
便所設置でした。
　その数年後の1912（明治45）
年頃、アメリカ国内で身体障害
児問題（小児麻痺）が多発し
て、大きな社会問題になりまし
た。この時、人道的情熱に燃え
たエドガー・アレン氏（オハイ

オ州エリリアR.C .）は近隣の
R.C.にも障害児救済問題を呼び
かけ、1922年の第14回ロサンゼ
ルス国際大会に、エリリア、ト
レド、クリーブランドの3R.C.が
共同提案で障害児問題を各クラ
ブの地域社会における奉仕とし
て認識をさせる決議をしまし
た。
　このような行動派の決議に対
して、理論派は、この決議は
ロータリーの本質に関わる問題
だとして、ロータリー活動の奉
仕は個人奉仕なのか、或いは団
体奉仕なのかを巡って大論争と
なり、全米を巻き込んで大波乱
となりました。理論派は、
「ロータリーは職業上の問題に
力を注ぐべきであり、社会問題
については広く関心を寄せるだ
けで事足りる。ロータリーは個
人奉仕が主体であり、本来の面
目が失われることは避けなけれ

ばならない。クラブはそれぞれ
独立の存在で、自治権を持って
いる。」と主張しました。ロー
タリーは、大波乱状態に陥り、
空中分解寸前でした。
　この時、突如として救世主が
現れました。
　1923（大正12）年、ミズーリ
州セントルイスで開催された第
14回国際大会において、テネ
シー州ナッシュビルR.C.が提出
した第34号議案が大論争の回答
として受け入れられました。こ
れが「決議23-34」で、理論派と
行動派の主張をうまく噛み合わ
せて、分裂を回避、大論争に終
止符を打ちました。
　「決議23-34」は、R.I.とクラ
ブとロータリアンの機能を明確
化しました。
・「ロータリーの綱領」はロー
タリアン自身に対する目標設定
とし

沼南ロータリー・クラブ 会長
冨澤茂樹 様

卓話
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・「決議23-34」は、主にクラブ
を大正にしました。その内容の
6項目のうち、特に、下記の2項
目は重要であると思います。
第1項：ロータリーは一つの人
生哲学で「超我の奉仕」の哲学
である。
第5項：ロータリー・クラブ
は、その地域社会に適した社会
奉仕活動を自主的に選ぶ絶対的
な権利を持っている。

BOXありがとう！
ニコニコ

X
コ

X
ニコ

O
ニ

O
コニ

BO
ニコ

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、秋山、小澤、勝田、佐藤
椎根、髙田、日暮（誠）、富士川
湯浅、渡邉（治）、小溝

出席率　

55名

12名

75.51％

55名

12名

パートナー誕生日
中嶋 会員、染谷 会員

熊本へ異動になりました
渡邉（雅） 会員

長瀬先生、富沢様ようこそ
お越しくださいました
安川 会員

地球儀ありがとう
杉山 会員

今日のお料理

次回の例会は5月6日（金）夜間例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

みくに幼稚園（杉山会員）
その他

2月22日台中港東南クラブとの姉妹締結30周年公式訪問の
際のお土産の地球儀を園児のために寄贈頂きました。
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1684号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1712回  合同例会（2011.4.22）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶（ホストクラブ）

　みなさんこんばんは！
本日は早朝から第 10 分区の合同
ゴルフコンペ、夜は合同例会に
出席して頂きまことにありがと
うございます。
　先日 11 日に起こりました東日
本関東大震災において犠牲にな
られた方々のご冥福を心からお
祈りいたします。そして千葉県
内で18名の犠牲者がいましたが、
その中の 1 人がうちの神林会員

でした。
　ゴルフが好きで、酒が好きで
にぎやかなことが好きでした。
たぶん上で今回の分区のゴルフ
だれかといっしょに回っていた
と思います。自粛しなくてはい
けないと思いながらも、これで
は経済が成り立ちません。我々

にできることは被災地への支援
と地元の経済の活性化だと思い
ます。
　飯合ガバナー補佐年度のモッ
トーは「楽しく」です。
そういうことを踏まえて簡単で
はございますがホストクラブ会
長のあいさつとさせて頂きます。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告（ホストクラブ）

1. 5 月のロータリーレート＝1ドル 82 円

2. 『地区・東日本大震災被災者支援委員会』設立について

 ガバナー会より一億円が見舞金として分配 (5 地区 )

  2520 地区 ( 岩手・宮城 )5,000 万円

  2530 地区 ( 福島 )　　　3,000 万円

  2820 地区 ( 茨城 )　　　1,000 万円

  2550 地区 ( 栃木 )　　　  500 万円

  2790 地区 ( 千葉 ) 　　　 500 万円

分区合同ゴルフ大会・合同例会
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分区合同ゴルフ大会・合同例会

次回の例会は5月13日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

於： 紫カントリークラブ　あやめ 西コース
 ザ・クレストホテル柏　18：00～ 点鐘

● ゴルフ参加者　45名

● 余興

● 合同例会出席者　113名

■ゴルフ参加者順位
優　勝 塩毛 康武 会員（我孫子）
準優勝 野田 　進 会員（我孫子）
３位 飯合 幸夫 会員（柏西）
ベスグロ 金本 元章 会員（柏西）
レディース優勝 佐々木るみ子 会員（沼南）
シニア特別賞 有倉 順良 会員（柏）
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四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1685号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1713回  夜間例会（2011.5.6）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

　みなさん、こんばんは！
　本日は連休の谷間の金曜日と
いうことなので、夜間例会にさ
せて頂きました。
　先日の合同例会でも言いまし
たが、我々にできることは、被
災者の支援と地元の経済の活性
化だと思います。そういうこと
もふまえて、美味しい料理と楽
しいアトラクションで過ごして
頂きたいと思います。
　それと、1つご報告があります。
　我々の出した義援金は 5 月 2
日現在、約 7 億 8 千万円になっ
たそうです。
　日本全国 34 名のガバナーに
よって構成されておりますガバ
ナー会の中に「東日本大震災支
援検討委員会」を立ち上げ、そ
の委員長には当地区の織田ガバ

ナーが就任されました。そして
その中で、我々からの義援金を
ロータリーらしい使途について、
議論を重ねてきました。
　ロータリーらしい支援活動と
は、①公正にして、②建設的であ
り、なおかつ③温かいプログラ
ムであるという視点から、2 本の
柱を設定し、検討を進めている
そうです。1 つは災害遺児の教育
環境支援プログラムで、中学・

高校・大学・専門学校生への奨
学金支援、もう 1 つの柱はファ
イブ・フォー・ワンクラブプロ
グラムというもので、非被災 5
クラブが 1 つのグループを作り、
被災 1 クラブを物心両面で支え
るプログラムの展開だそうです。
　そして、この 2 本柱のプログ
ラムも複数年にわたると思いま
すので、みなさまの御協力をよ
ろしくお願いしたいと思います。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

森 市 直 樹　幹事
幹事報告

1.『がんばろう！第2790地区チャリティーパーティー』のご案内
 日　時：6月2日(木)18：00～
 会　場：ホテルザ・マンハッタン
 対象者：パストガバナー、ガバナー補佐、10-11年度地区委員、ク
ラブ会長・幹事

 会　費：　お一人　10,000円　
2. ガバナー会に寄せられた義援金の集計報告と今後の支援方針について
 金額：5/2正午現在　約7億8千万円
 支援方針(検討中)：　
 ①災害遺児の教育環境支援プログラム＝中学・高校・大学・専門学校
生への奨学金支援

 ②ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラム＝非被災5クラブが1
つのグループを作り、被災1クラブを物心両面で支えるプログラムの
展開

3. 10分区義捐金￥258,000を銚子RCの例会場へ行きガバナーに手渡
し、旭RCに渡してきました。

4. 来週は柏市消防団の代表として岩手県宮古市に行き支援物資と後方支
援に行く為欠席いたします。

夜間例会
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夜間例会

次回の例会は5月20日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

今日のお料理

先付 鰹たたき
向付 鮪　烏賊　甘海老
焼物 鰆蓼焼
揚物 稚鮎天麩羅
強肴 賀茂茄子煮卸し
食事 穴子丼
水菓子 リキュールトマト

ザ・クレストホテル柏　19：00～ 点鐘

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、秋山、小澤、勝田、後藤
佐藤、椎根、染谷、田代、中嶋
富士川、水野、柳、湯浅
渡邉（治）、小溝

市立柏高校 吹奏楽部OB “Kウィンドコンサート”

出席率　

54名

16名

50.09％

告

54名

16名



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1686号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1714回  通常例会（2011.5.13）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　みなさん、こんにちは！
　本日は卓話の講師として柏市
町の秋山様をおまねきして卓話
を頂くことになっております。
秋山市長は平成 21 年の市長選挙
に当選されて 2 年近くがたちだ
んだんと市政になれてきている
頃だと思います。ちなみにその
時の市長選挙の対立候補の政治
団体の会長をやっていたのは私
です。
　そして本日は卓話の時間が
たっぷりと取っていますので
じっくりとお話しをお聞きした
いと思っています。
　秋山市長よろしくお願いしま
す。
　又、もう一人のお客様は本日
から髙島屋で開催されますイベ

ントで岩手県産業（株）社長の
和嶋憲男様は柏西ロータリーク
ラブの東日本大震災の復興を支
援するプロジェクトの１つであ
りますが、本日のとんかつのブ
タ肉は岩手県産であります。又、
せっかく秋山市長さまがおいで
いただいていますので、姉妹ク
ラブであります台中港東南ロー
タリークラブから送られてきま
した義捐金 100 万円を後ほど市

長に差し上げたいと思います。
　最後に本日の幹事席には松本
副幹事が座っていますが本日森
市幹事は、柏市の消防局と消防
団が一緒になって支援物資を
持って行っているそうです。片
道 13 時間かかると言っていまし
た。
　松本副幹事には次年度のため
の良い練習だと思いますので頑
張っていただきたいと思います。

松 本 ユ ミ　副幹事
幹事報告

1. 第10分区ガバナー補佐よりご案内

　　　□第10分区会長・幹事会

　　　　日時　：　5月20日(金)18：30～

　　　　会場　：　『備前本店』　我孫子駅北口

　　　□第10分区　会長・幹事　新旧引継ぎ会

　　　　日時　：　6月17日(金)18：00～

　　　　会場　：　ザ・クレストホテル柏

2. 当クラブから推薦の2012-13年度ロータリー財団国際親善奨学

金応募者小野晴香さん選考会に合格

　　　　□６月5日(日)　京葉銀行文化プラザ

　　　　　　　　　　　15：00～第一回オリエンテーション

　　　　　　　　　　　17：00～合格祝賀会　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　カウンセラー　杉山　智会員

3. 2011.7.23(土)・24(日)柏まつりイベント参加申込依頼

4. 例会変更のお知らせ

　　松戸西RC:　5/18(水)は夜間移動例会

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　秋山 浩保 様

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

1.震災当日

・電車が動かず、帰宅困難者が駅周辺にあふれる

・混乱を防ぐため、JR柏駅閉鎖 → ホテルなどの民間施設が受け入れ ＋ 学校

2.福島原発の水素爆発後（14日以降）

・福島からの自主避難者が急増、中央公民館で受け入れ

・市民からの物資や食事提供の申し出

・様々なボランティアの申し出 → 行政の保守的対応とぶつかる

3.被災者のプライバシー確保（3月下旬以降）

・公民館のプライバシーのない状態の長期化を避ける

・学校受け入れを通して、多くの被災者がいることが判明

・NTT、JR、URに申し出て、最初にNTTから前向きの回答を得る

・市民ボランティアで、NTT社宅の清掃や修復、4月中旬より入居開始

4.市民ボランティアの派遣（4月中旬以降）

・被災地へ行きたいけれど、どうすればいいのかわからないという声

・大きな行政体として何ができるか

・「行政＋市民」の柏市民の会を発足 → ある程度活動費はかかり、全額自己負担だと敷居が高すぎる

ので、活動費支援を経済界中心にお願い

・単発のボランティアの方が参加しやすいが、今回は1週間単位のボランティアとし、その分ある程度

の機能を持った仕事をすることがコンセプト

・現地の自治体は目先の対応で手いっぱい（避難所運営、仮設住宅建設、被災住民対応など）

・通常の業務は完全にとまっていて、また復興のビジョンを描く余裕ない（個別要求はあるが、それ

を体系的にまとめる状態ではない）

・通常業務＋復興に向けた主体的な動きを役所にやってもらうため、目先の対応から少しでも解放し

てあげることが大事

5.放射能対応

・東大が、柏の葉キャンパスの放射線量が周辺より高い数字を公表

・周辺より高いが、郡山市に比べると相当低く、政府基準では全く問題なし

・基準値が曖昧、累積被曝量の算定方法も曖昧、よくわからないので何となく不安な心理

・影響力のある学者がネットで、不安を煽るメッセージを出す → 不安がコントロールできなくなる、

誰かに安全と言ってもらいたい

柏市長　秋山 浩保 様
震災に関する活動



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

BOXありがとう！
ニコニコ
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出席報告

会員数　

欠席者　

勝田、ゲイビ、佐藤、染谷、
髙田、馬場、富士川、柳、小溝

前回欠席者メーキャップ会員
3名

修正出席率　

54名

12名

76.36％

54名

12名

パートナー誕生日
榊 会員

本人誕生日
鈴木 会員

結婚記念日
中村 会長、秋山 会員
川和 会員

嶋田 会員　母の葬儀
色々ありがとうございました。

岩手物産展
秋山 会員

今日のお料理

次回の例会は5月27日（金）移動例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

魚介とトマト

ポテトのサラダ

岩手県産ポークのカツカレー

デザート

コーヒー

　髙島屋柏店で開催中の震災復興支援「大いわて展」のためにお越し
になりました岩手県産株式会社　社長　和嶋憲男様と岩手からのミス
さんさ踊り　吉田早紀様がゲストとして例会に参加されました。
　当日は、岩手産米ひとめぼれ、岩手産優良品種ポークによる「けつ
ぱれ」カツカレーを賞味しまして一同一日も早い復興を願いました。

台中港東南RCからの義捐金を秋山市長へお渡ししました。 鈴木康之会員　本人誕生日

岩手県産株式会社　社長　和嶋憲男様 ミスさんさ踊り　吉田早紀様



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1687号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1715回  通常例会（2011.5.20）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　みなさん、こんにちは！
　先週は秋山柏市長に来て頂い
て災害時における市の対応など
を卓話して頂きました。又、夜
は次年度委員長会議を当ホテル
で開催し、次年度についての安
川会長エレクトの方針を聞き、
次年度に対して結束を改たにし
ました。
　ロータリーは単年度です。そ
の時の会長がやりたいことをし
て良いと私もパスト会長の方々
に教わりました。しかし良いこ
とは継続してもらう、それが
CLP だと思います。安川エレク
トにはまだ始まってはいません
が頑張って頂きたいと思います。
　それと東日本大震災における
義捐金の事ですけども 5 月 13 日

現在 84 万円が集まりましたあり
がとうございます。
　1 人 1 口 1 万円以上ということ
で理事会決定をしまして集めま
した。
　この大震災はたいへんなこと
だと思います。亡くなられた方
も多く家が流された方や原発で

避難しなくてはならなくなった
方、たくさんの方がいらっしゃ
います。我々はまだ家がありま
す。家族がいます。１度しめさ
せて頂き、また次年度もやりた
いと思っています。みなさまの
ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

幹事報告

1. 新旧役員交替式のご案内

 日 時：7月1日(金) 18：15集合

   18：30～役員交替式・就任式

   19：00～例会

   19：30～懇親会

 会 場：ザ・クレストホテル柏

2. 受信《ポコアポコ通信》地域活動支援センター

3. クールビズ実施：6月～10月まで

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　松本 ユミ 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶

森 市 直 樹　幹事



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

卓 話

次回の例会は6月10日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

松 本 ユ ミ  副幹事

皆様こんにちは
卓話の予定表に副幹事と書いてありま
した。
正直なところ半年以上、いやもっと今年
の3月頃まではその意識は無かったと思
います。次年度幹事を引き受けてはいま
したが、昨年11月ごろに次年度会長幹
事会というのがあったくらいで特別何も
ありませんでしたので、その意識の低さ
ゆえ、ご迷惑をかけた方 も々いらしたか
もしれませんがお許しください。

2月台湾から帰ってきてから幹事要覧含
めインターネットで、ロータリーに関するこ
とを見るようにしてはいましたが、さて、こ
の3月・4月あたりから俄然、次年度幹事
を意識せざるを得なくなり慌てふためい
ているところでございます。
次年度の理事・各委員長をお願いした
りしてほぼ決まったあたりの、4月24日に
は地区協議会がありました。この協議会
は次年度の会長、幹事、5大奉仕部会
（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国
際奉仕、新世代奉仕）、ロータリー財団
部会、米山奨学部会の委員長等の研
修会のようなものです。そのあたりから
でしょうか、次年度が始まったのだなとい
う意識がインプットされはじめてきて、そ
して、もう逃げられないと観念しました。

　先週の金曜日13日に次年度委員長
会議が、当ホテルでありましたが、そのと
きも、幹事としての気配りに欠ける点が

多々あったと思いました。そのとき御出
席の皆様には本当に心もとない幹事で
あるとご心配になられたことと思います
が、そこはロータリアンとしての広い心で
お許しいただければ幸いです。

正式な幹事の仕事は、7月1日の役員交
代式からということになりますが、どうぞ
ご協力のほど宜しくお願いいたします。

副幹事としてのお話はここまでと致し、
次に私の職務上考えていることをお話
したいと思います。
中小事業主等の労災保険の特別加入
のことです。

BOXありがとう！
ニコニコ
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コ

X
ニコ
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ニ
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出席報告

会員数　

欠席者　

金子、後藤、佐藤、杉山、染谷
髙田、馬場、日暮（誠）、富士川
岡島

前回欠席者メーキャップ会員
2名・修正出席率　68.52％

出席率　

54名

10名

68.52％

54名

10名
パートナー誕生日
柳 会員

本人誕生日
飯合 会員

結婚記念日
柳 会員、岡島 会員

写真ありがとう
中村 会長、松本 会員
中嶋 会員、増谷 会員
日暮（肇） 会員

ようこそ
マハルジャンディネジェさん

今日のお料理

カツオとオリーブピーマ
ンのスペイン風サラダ

若鶏のコンフィグリーン
ピースとともに

デザート

コーヒー



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1688号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1717回  通常例会（2011.6.3）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　みなさんこんにちは！
　先週は、移動例会そして親睦
旅行ということで金・土・日と
３日間で函館、札幌、旭川を回っ
てきました。21 名の参加で柏を
朝５時に出発して夜 11 時頃柏に
帰ってきました。とにかく目一
杯時間を使って楽しんできまし
た。企画して頂いた鈴木桂三親
睦委員長と森市幹事さん本当に
ありがとうございました。とて
も楽しくて料理も良く思い出に
残る旅行となりました。
　さて、６月に入り梅雨入りし
てうっとうしい日が続いていま
す。
　天気だけのうっとうしさだけ
ではなく今の日本にうっとうし
さを感じています。政治のこと

はよくわかりませんが、今日本
はひとつになってことにあたら
なければならないと思います。
それが、内閣不信任案とか「ふ
ざけるな！！」っていう感じで
す。

　政治の空白があってはいけな
いと思います。
　自分のことしか考えていない
政治家しかいないと思います。
強いリーダーシップをもってい
る人の出現を待っています。

幹事報告

昨日、チャリティーパーティーがありました。参加者の皆様おつかれ

さまです。

1.６月のロータリーレートは１ドル＝８２円

2.2011-12年度第１回ロータリー財団地域セミナー開催のお知らせ

 日時 ６月30日(木)9：00～16：00

 場所 グランドプリンスホテル高輪

3.2011-12年度 クラブ奉仕セミナー開催の案内

 日時 7月23日(土)13：30～

 場所 ホテルポートプラザ千葉

4.“社会を明るくする運動”柏市推進委員会総会の案内

 日時 6月6日(月)13：30～

 場所 いきいきプラザ

5.「柏まつり」協力金の依頼

6.例会変更のお知らせ

 松戸RC：6/8（水）移動例会（親睦旅行）

 我孫子RC：6/14（火）家族親睦旅行

  6/28（火）新旧交代式の為、夜間例会

 松戸西RC：6/15（水）親睦旅行

  6/22（水）夜間移動例会

  6/29（水）休会

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　鈴木 桂三 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

中 村 佳 弘　会長
会長挨拶 森 市 直 樹　幹事
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卓 話
鈴 木 桂 三  親睦活動委員長

　こんにちは、親睦委員長の鈴木
です。５月27日～29日に実施されま
した北海道親睦旅行、これは中村
会長森市幹事の御苦労さん会を兼
ねての旅行ですが、21名の皆さん
に参加を頂き何事も無く盛大に開
催することができました。参加されま
した皆さん一人一人のご強力に深
く感謝致します。27日５時に柏を主
発、羽田でチェックインを済ませ、空
路函館へ。10自前には函館の朝市
に到着そこで皆さん思い思いに過
ごし、その後五稜郭講演、奉行所、
タワーを見学。美味しい昼食をとっ
た後、元町の散策、金森赤レンガ倉
庫群でショッピングをしたり湾内ク
ルーズを楽しんだりしてホテルに
チェックイン。休憩後函館山の夕景
を堪能し、豪華蟹づくしの夕食。長
い一日が終わりホテルへ。
　翌日松本会員とお別れし、予定
通り８時にホテルを出発。北海道昆
布館を皮切りに大沼公園へ全員で
湖をクルーズしたり散策したり、途中
長万部で名物カニ弁当を食べ、そ
の後やわらかい北海道の新緑を車
窓より楽しみながら洞爺湖を経由し
て昭和新山へ、クマ牧場でクマとた
わむれ一路千歳空港へ仲間３人を
見送って（金本さん、小林さん、アデ
ルさん）札幌へホテルにチェックイン
後、それぞれ自由に札幌の街を散
策後、またまた北海道の山海の幸を
充分堪能各自夜の街に消えてゆき
ました。

　最終日も定刻にホテルを出発。旭
山動物園でゆっくり動物達に癒さ
れ、旭川ラーメン村で名物のラーメ
ンに舌鼓を打ち、美瑛では車窓から
北海道ならではの雄大な景色、十
勝連峰やパッチワークの路を満喫し
富良野ではいろいろな鼻の咲き乱
れる中を散策、一路新千歳空港へ
23時に無事柏に到着後解散。
　皆さん大変お疲れ様でした。全
体的な旅行の感想は飲み放題、食
べ放題の旅だった気がします。集合
時間は皆さんキチンと守って頂き、と
ても楽しい快適な旅でした。又旅行
中森市幹事には何や彼やと一人で
動いて頂き本当にお世話になりまし
た。ありがとうございます。
　それではここで地区財団委員会
について触れてみたいと思います。
私は中村先生の推薦で地区財団
委員会に参加させて頂いておりま
す。当初は気が重く委員会に出席し
ても難解なロータリー用語の連続で
とてもついてゆけるのか非常に不安
でした。参加してからもう３年半近く
になりますが、最初の１年位はロータ
リー用語の理解で終始していたよう
な気がします。例えばGSE（研究グ
ループ交換）DDF（地区財団活動
資金）WF（国際財団活動資金）
TRF（ロータリー財団）DRFC（地
区財団委員会）WCS（世界社会奉
仕）等々、英語の頭文字連続でした
ね。１年目はいきなり財団副委員長
に指名され、書記も兼任委員長の
雑用ばかりばかりさせられておりまし
た。年度末には一年間の財団委員
会の活動報告書も書かされました。
２年目の中村ガバナー年度には奨
学金委員会の委員長と会計を兼任
し、とても忙しい一年でした。三年目
はその反動で委員長を辞退しまし
て奨学金委員長のサブを務めてお
ります。
　ところで本日は５月８日の国際親
善奨学生選考会で見事トップクラス

でごうかくしました小野晴香をお呼
びしております。後で試験の感想や
彼女のこれからの夢などを話して頂
きたいと思います。この財団奨学生
は留学時に27,000ドルを支給されま
す。基本的には一学年度に限った
奨学金ですが、希望で２年いても支
給額は変わりません。又国際親善
奨学生ですので国際親善使節とし
ての役目も求められます。他国の文
化の相違を認識し、相互理解を深
め、ロータリーの奉仕プロジェクトに
積極的に参加することにより、ロータ
リーの奉仕の心を学びロータリーと
の生涯に渡る絆を深めてロータリー
の良き理解者になってもらう、あるい
はロータリアンになってもらうことが目
的です。今回の試験では５名の奨
学生を合格させました。ですから
27,000ドル×5ですから13,500ドルに
なります。この金額は何処から出て
いるのかと言いますと、我々がロータ
リー財団する３年前の年次寄付の
半額が地区に戻され地区で人道的
教育プログラムに使われます。以上
のように国際親善奨学金に皆様か
らの寄付の半分以上が使われてお
ります。2013年度からは未来の夢計
画が実施されます。次の機会に詳し
く説明をしたいと思っております。
　又年間の親睦委員会の活動は
嶋田SAAと協力して例会の秩序あ
る、円滑な運営に協力できたと思い
ます。親睦委員会については新しい
会員の方、塚本さん中嶋さん湯浅さ
んやベテランの馬場さん、中でも椎
根さんにはお忙しい中全面的に協
力頂きましてありがとうございまし
た。
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次回の例会は6月17日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

BOXありがとう！
ニコニコ
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会員数　

欠席者　

勝田、金子、ゲイビ、後藤、
佐藤、杉山、染谷、髙田、
中嶋、馬場、
日暮（誠）、富士川

出席率　

53名

12名

65.38％

53名

12名本人誕生日
榎本 会員、小林 会員、
嶋田 会員、升谷 会員

結婚記念日
嶋田 会員、椎根 会員

中村 会長
親睦旅行（打ちあげ旅行）
無事帰ってきました。
ありがとうございました。

鈴木 会員
親睦旅行おつかれさま。

松本 会員
北海道旅行では函館で
皆さんと別れ、父親の
お墓参りができまして

片岡 さん
旅行参加させて頂きました。
ありがとうございます。

秋元 会員
お世話になりました。

今日のお料理

写真ありがとう
中村 会長、鈴木 会員、
椎根 会員、柳 会員、
飯合 会員



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1689号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1718回  通常例会（2011.6.10）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　みなさんこんにちは！
私の会長あいさつも今日を入れ
てあと３回になりました。実を
言いますと、先月の親睦旅行が
終わって６月に入りましたら、
とたんに気が抜けてしまって、
これじゃあいけないと思いつつ
もかなりほっとしています。
　そんなことで何を話していい
か考えがまとまらなくてこまっ
てしまっていました。
　そして私は自分の仕事につい
て特に何も説明していなかった
と気が付いたのです。
　ということで私の仕事につい
て少し話をさせて頂きます。
　みなさんもご存知のとおり薬
剤師という資格をもっています。
医師・歯科医師に比べると比べ

るとかなり安いのですがふつう
の人達より少し多いと思います。
　私は調剤薬局を２軒やってい
ますが、それはその内にお話を
します。
　その他に柏市からの委託で学
校薬剤師というのをやっていま
す。小・中・高とそれぞれの薬
剤師がはりついていますが、校
医というのは子供達の健康を
チェックしますが、私達薬剤師
は学校の環境をチェックするの
です。飲料水・教室内の CO2 及
び照度・ダニアレルゲン・プー

ルの水質検査・給食室の衛生検
査
　給食の食材が心配なので、う
ちの子は給食を食べさせないで
下さい。お弁当をもたせて、給
食のメニュー通りにつくって
もっていかせます。最初はびっ
くりしたり、あきれたりしまし
たが小さい子を持つ親はあたり
前だと思います。
　我々はこの先あまり生きては
いないと思いますが、20 年・30
年先にはどうなっているので
しょうか？

幹事報告

1.例会変更のお知らせ

沼南RC：6/30（木）移動例会（親睦旅行）

報告

・柏市保健所長より

　千葉県「ダメ、ゼッタイ」普及活動についての依頼

・出席委員会報告は、来週いたします。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　安川 武年 会員

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

会長　中 村 佳 弘　
会長挨拶

幹事　森 市 直 樹　



ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

卓 話
会長エレクト　安 川 武 年  

『会長就任を前に、思うこと。』

　私は歴代会長が本業とクラブ会
長職を両立させて、立派にその任
務を果たして来たのを見て、とてもこ
の様な器用な芸当は出来ないと

思っています。
　本業を採るかロータリーを採るか
悶 と々迷っている中に射程距離に
入ってしまいました。　皆さまのご支
援、ご協力をお借りしながら何とかこ
の１年を乗り切って行きたいと思っ
ております。　今の日本の政治状況
を見るにつけ、思うことは、一つの方
向に会員の皆さまの力のベクトルが
収束すれば大きな力を発揮出来る
ことと思います。　この歳になると体
力、気力、知力がガクンと落ちてしま
います。　取分け記憶力の衰えに
は愕然としています。　行き届かぬ
事は多々あることは私自身が一番よ
く分かっておりますので、ロータリー
の友愛と寛容の心でご寛恕願えれ

ばありがたく思います。
　さて３．１１の大震災を契機に大変
な事態になってしまいました。　人
類が営々と築き上げた構築物、科
学技術、等々の文明は、自然界の脅
威の前で簡単に打ちのめされまし
た。　天への畏怖を忘れて、文明の
究極の進歩を追い求め続ける人類
への神の怒りかも知れません。　価
値観、人生観、死生観、を変えてしま
うほど衝撃的な恐ろしい天災です。
　次年度はこの被災者救援のプロ
ジェクトを中心に据えての活動にな
ります。
　気が重い中でのスタートになりま
したが、一生懸命務めますのでよろ
しくお願い致します。

当日は、雨の中に柏駅西口では、多くの地域市民の
方 と々一緒に柏西ロータリー会員もゴミの収集に参
加しました。写真は、柏市石黒副市長を囲んで撮りま
した。

※5/27～29日移動例会（北海道親睦旅行）の為、
　少人数の参加となりました。

委員会報告
ゴミゼロ運動

柏駅西口
2011 年５月２９日 社会奉仕委員長代理　杉山　智
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次回の例会は6月24日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

BOXありがとう！
ニコニコ
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X
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出席報告

会員数　

欠席者　

岡田、金子、後藤、佐藤、東海林
染谷、髙田、田代、富士川、松本
渡邉（治）

出席率　

53名

11名

67.31％

53名

11名

パートナー誕生日
日暮（肇） 会員
ゲイビ・アデル 会員

本人誕生日
ゲイビ・アデル 会員

写真ありがとう
中村 会長、鈴木（建） 会員
升谷 会員、榊 会員
嶋田 会員、秋元 会員
柳 会員、塚本 会員、
鈴木（桂） 会員、田代 会員
日暮（誠） 会員、金本 会員
安川 会員、勝田 会員
片岡さん

1 年間ありがとう
杉山 会員

ガバナー補佐1年ありがとう
飯合 会員

2 人目の孫が生まれました
吉野 会員

今日のお料理

6月13日（月）柏西ロータリークラブ 中村会長、岡田
社会奉仕委員長より、タオルをご寄附頂きました。
（施設長　後藤 浩一郎 会員）

委員会報告
特別養護老人ホームマザーズガーデン訪問 社会奉仕委員長　岡 田 靖 子



R O T A R Y  C L U B  O F  K A S H I W A - N I S H I

四つのテスト

R O T A

創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1690号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1719回  通常例会（2011.6.17）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

　みなさんこんにちは！！
いよいよラストです。胸がワク
ワクします。
　さて、先週学校薬剤師につい
てお話をしたのを覚えてらっ
しゃると思います。
　その時給食室のチェックをす
ると言いましたが、先週例会が
終わったら行こうと思っていた
中学校から食中毒がでてしまい
ました。
　みなさんも６月 14 日付の新聞
を読んでご存知だと思います。
ヒスタミン食中毒です。
　ヒスタミン食中毒はアミノ酸
の一種です。ヒスチジンから微
生物（ヒスタミン産生菌）によっ
て産生蓄積されたヒスタミンに

よるアレルギー様食中毒です。
　ヒスチジンはカジキ・カツオ・
サバ・サンマ・イワシ・アジな
どの赤身魚及びその加工食品に
多く含まれています。
　ヒスタミン産生菌が付着した
ヒスチジンを多く含む赤身魚を
20～25℃以上の不適切な温度で
保存した場合ヒスタミン産生菌
が増殖してヒスタミンを産生し
魚肉中に蓄積します。ヒスタミ
ンは腐敗により産生されるアン

モニアなどと違い、外観の変化
や悪臭を伴わないため、食品を
食べる前に感染を感知すること
は非常に困難です。一度産生さ
れたヒスタミンは加熱によって
も分解されません。
食べた後 30 分から 1 時間で顔面
紅潮（特に口のまわりうあ耳た
ぶが紅潮）じん麻疹・頭痛・発熱・
吐き気・下痢などの症状が現れ
ます。だいたい 6 時間から 10 時
間で回復します。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　森市 直樹 幹事

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

会長　中 村 佳 弘　
会長挨拶

予防法
●信頼のおける業者から購入する
●捕獲、加工、流通の取り扱い状況を把握する
●原材料は鮮度の良好なものを使用しているか
●温度管理（低温）を徹底しているか
●納入するカジキ・マグロなどの赤身の魚については、
　納入業者にヒスタミンの検査成績を時々求める
●検収時、品質・鮮度・温度などを詳細に確認する
●保存中の低温管理を徹底し、絶対に室温で放置しない
●冷蔵庫保存であっても長期間の保存はさける
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卓 話

幹事報告

1.2011-2012年度　社会奉仕セミ
ナー開催の案内
　日時　７月11日（月）13：30～
　場所　京葉銀行文化プラザ
２.柏ローターアクトクラブ最終例会の
案内
　日時　６月26日（日）16：30～
　場所　アミュゼ柏
３.受信《クラブ会報》柏RC
４.カシプロ通信創刊号寄付者一覧
柏西RCから台中港東南RCクラブへ
５.本日、新旧会長・幹事がクレストホ
テルで18：00

2010-2011年度、幹事をおうせつかま
りました森市です。
中村会長に指名され、早や3年がた
とうとしています。当初は、心配事が
ありましたが、地区大会記念ゴルフ
大会や地区大会などの重要ポストに
置いて頂いた敬意もあり、多少の自
信もついたかのように思えましたが、
いざ、幹事のポストに着くと、またそれ
は、厳しいものがありました。
金本前会長・小林前幹事に頂いた
資料・クラブ幹事要覧・わかりやすい
ロータリー・ロータリーへようこそ・地
区協議会資料・各クラブのホーム
ページ等を参考にしてきましたが、ま
だまだ未熟者のまま年度の終わりに
なってしまいました。
クラブ幹事要覧の冒頭に、各クラブ

の大きさや活動、またあなた自身がど
れだロータリーと幹事の役割につい
て知っているかによって、仕事の量も
体験する事柄も違ってきます。クラブ
幹事の最も重要な役割は、クラブが
効果的に機能するよう援助すること
です。と書いてあります。私は、皆様
方柏西クラブ会員の手助けをするこ
とができたでしょうか?まだやり足りな
い部分が沢山ありますが短年度で
は、短すぎました。努力の足りない幹
事でしたが、1年間無事に、努めさせ
ていただきました。このポストを与えて
くれました、会員に感謝いたします。
2010-2011年度を振り返ってみましょ
う。
6月には、台中港東南RCと新年度の
挨拶に台湾訪問に会長・幹事で行っ
てきました。浦安ベイの認証伝達式
にも行ってきました。沢山の地区会員
にお会でき、元気と声を掛けられロー
タリーは巣晴らしいと思いました。7月
2日には、新旧役員交代式があり・分
区会長幹事会は、帝国ホテルにて行
いました。23日には、早くもガバナー訪
問をクレストホテルにて第二回クラブ
協議会を開催しました、テーマは会
員増強についいて、夜には、焼鳥マ
ルチョーにて、各クラブの代表者25名
を交えて座談会を開催いたしました。
八幡苑訪問・柏まつりに参加して、驚
く速さで8月を迎えました。3日は、柏南
クラブの納涼例会に出席し20日は炉
辺会議を離宮飯店で金本研委員長
の指導のもと行い、27日夜間納涼例
会は、恒例だった高島屋さんの屋ビ
アガーデンから西光院に移し各分区
会長幹事・柏RAC・韓国梨花女子
大・ムアクRACを交えて盛大に執り
行なわれました。9月に入り会長が太
りすぎで緊急入院し、安川副会長に
代わっていただきました。安川副会長
は、点鐘で鐘3回叩いてお茶目な一
面も拝見できました。サッカー移動例
会には、元気な姿見せて下さいまし
た。10月4日は、地区大会記念ゴルフ

大会にマイクロバスで出陣し、前泊し
皆様方と美味しい料理を食ベロータ
リー談義に花を咲かせまし大会当日
は、雷に見舞われ時折中止のサイレ
ンの中競技は終了し、チーム初優勝、
中嶋会員はベスグロ杉山会員は、定
位置のBB賞、思い出に残る大会に
なりました。22日には、インターゴルフと
親睦小旅行に、ゴルフ組みは、被災
地でもある小名浜オーシャンゴルフ、
眺めは最高、コースもトリッキーで海
越えコースもあり、初茸狩りをする方
もおられました、観光組みは、常陸周
辺観光に行き大変満足そうに帰って
まいりました。親睦活動委員長、桂三
さんお疲れ様でした。31日は、手賀沼
マラソンにブースを構え、バナナ2000
本の配布と広報活動を行い、各クラ
ブの皆様と有意義な一日を過ごせま
した。
11月6日・7日は、地区大会が銚子で
行われ、ガバナー補佐・会長幹事は
前泊し、日曜日に会員と合流し大会
に参加後、香取神宮に全員で参拝し
印旛村にて、農産物に触れ絆を深め
ました。
12日は、柏南クラブと合同ゴルフ大会
を阿見ゴルフクラブで開催し、金本会
員優勝いたしました。27日・28日は、信
州職場見学と親睦旅行に行きました
ね、首都高を抜けるまで飲料禁止に
がっかりの会員も、許可がで、最初に
トイレ休を要望した方がニコニコとい
う、ゲームに親睦委員長は飲料を皆
さんに振舞っおられました、松本城・
松代象山地下壕・宮坂酒造・千曲
館・新田醸造・信州ハム軽井沢散策
と盛りだくさんで充実したプログラム
でした、皆様には、貴重なお時間をお
取りいただきましたので、職業奉仕委
員長の柳さんと協議を重ねプランを
作成いたしました。12月に入りプログ
ラム委員長の当地域においての各
種団個人によってのどのような奉仕
活動が行われているかの多彩なゲス
トをお呼びして、卓話をしていただくと

幹事　森 市 直 樹　

幹事　森 市 直 樹　
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クラブ計画書に書いてありましたが、
ここにきて、少年歩道センター・国際
交流室・柏市消防団長・社会福祉
協議会等の卓話を準備、下さいまし
てありがとうございました。
年も開け、新年例会には家族が36
名・柏RAC・梨花女子大RAC・ムア
クRACが、参加しK-windコンサート
を招き、下期の幕開けとなりました。ク
ラブ協議会では下期の活動計画が
発表され、2月には第10文区IMと合
同例会が開催され佐藤達夫氏を招
き『健康のウソ・ホント』を講演して頂
き、各クラブのクラブ自慢を発表して
頂きました。
22日から2泊3日で、台中港東南RCと
姉妹クラブ締結30周年に参する為
に、15名の訪問団を結成し訪台して
まいりました。ご尽力をおしました、世
界親睦委員長の榎本委員長・田代
充会員有難うございます。
3月に入り、11日の例会終了後、二時
四十五分に東日本大震災と津波見
舞われ、消防団の私も、大変な思い
をいたしました。翌日には、神会員もご
逝去なされました。神林会員は、入会
直後から、よくご指導頂き週3ペース
で、桂三会員・香島元会員とお酒を
呑み交わし、ゴルフ練習場に呼ばれ、
インターゴルフで優勝するほどに鍛え
られたこともありますが、強情な性格
で、4人で幾度となく論争に発展し、
皆で涙しもありました。ロータリーは、
年代に関係なく触れ合えるとことが
私は好きです。神林氏のご冥福を心
よりお祈りいたします。
東日本大震災の影響と世論の自粛
ムードの中、柏南クラブ観桜例会中
止になり、職場見学(東京方面)が中
止になり、参加者・家族の皆様には、
ご迷惑をお掛けいたしました。4月に
入り日本医師会災害医療チームの
長瀬慈村氏と沼南RC会長富沢茂
樹氏が卓話にお見えになました。22
日には、第10分区合同ゴルフと合同
例会を開催する運びなり、皆様方も

元気をとり戻し、日本中がガンバロー
と第10分区が、団結して前に進もうと
感じました。皆様のご協力・ご支援い
て旭RCへ義掲金25万円を届けるこ
ちができました。有難うございます。
5月最初の例会は、ゴールデンウィー
ク明けと重なる為に、会長の配より、
夜間例会とさせていただきました。翌
週は、柏市長の秋山浩保卓話を頂
戴しましたが、私は、柏市消防局と消
防団の代表として、小団長以下18名
で岩手県宮古市消防団を訪れ、活
動服794着・消防ホース48本・ヘル
メット19個・皮手袋1080双・米300k・
自転車5台野菜各種他・団員からの
義指金50万円を寄贈してまいりまし
た。宮古市消防団員は非難誘導中6
人死亡、12名行方不明、消防自動
台・消防ポンプ12台を失いました。
27日・28日は、親睦打上げ旅行に北
海道に行き、函館・大沼公園・長万
部・昭和新山・札幌・旭川・美瑛・富
良野と巡ってまいりました。
慌ただしく、1年が過ぎようとしておりま
す、就任前から、会長が挨拶度に、

森市幹事は走る、走ると言い続けら
れ、気がめいる中、時だけ去り、独りな
んだな～と、想いふけったときもありま
したが、飯合ガバナー補佐・中村会
長に勇気ずけられ、がんばる事がで
きました。
1年前の卓話でも、申し上げました
が、
No pain No gain《苦労なくして、得
られるものはない》
（別紙）

別紙
No pain, No gain　『苦労なくして、得られるものはない』
価値あるものを得ようと思ったら、それなりの苦労はつきものでしょう。
苦労を避けては、得られるものは少ないでしょう。
苦労しなければ、やった後の充実感は得られないでしょう
うまくいっても、喜びは小さいのではないでしょうか
自身を得ることもあまりできないでしょう
苦労してやれば、きっといい経験になるでしょう
苦労を避けてやらなければ、何も経験できないでしょう
苦労しないと、自分を鍛え、成長することはできないでしょう
苦労を避けてばかりいると、自分を甘やかし、弱くしてしまうでしょう
幸せを得るための苦労は、決して不幸のものではありません
苦労があるから、やりがいや生きがいを感じられることもあるのではな
いのでしょうか。
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次回の例会は7月1日（金）夜間例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

1年間、ご協力下さいました、全年度
会長金本会員有難うございまし全年
度幹事小林会員有難うございまし
た、あなた方お二人が支えてなかっ
たら今の私はないでしょう、とても感
謝しています。
ガバナー補佐の飯合会員・補佐幹
事の杉山会員、我がままを聞いて下
さり有難うございます、あなた方の年
度の幹事で嬉しく、誇りに想います。
ご尽力ありがとうございます。
そして、親睦活動委員長の鈴木桂
三会員には、大変な年度に引き受頂
き感謝申し上げます。すべての行事
の下見までしていただき、色々注文を
聞いていただきました、年下の私に
言われて、文句も言わず有りがとうご
ざいます。プログラム委員長榊隆夫

会員にもわがまま聞いもらい、親睦活
動副委員長の仕事までも押し付けて
しまい、どのよう行事にも参加頂き、お
寺を貸していただき有難うございまし
た。
S,A,A,の嶋田会員にも、ご尽力を頂
き、有難うございました。
毎週m志向を凝らした、例会場作り
は、大変だったでしょう。有難うござい
ます。週報の東海林会員・広報の水
野会員にもご尽力頂戴いたしました。
ありがとうございます。
そして、すべての委員長・会員様の
ご協力を頂き、2010-2011年を無事に
終えることができそうです。事務局の
片岡さん有難うございます。
そして最後に、中村会長、森市を少
し男にしてくださいまして、ありがござ

います。これからも走り続けますので、
ブレーキ係りを宜しくお願いたします。

BOXありがとう！
ニコニコ
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X
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ニコ 出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、後藤、佐藤、東海林、
染谷、髙田、田代、中嶋、日暮
富士川、渡邉（治）、小溝

前回欠席者メーキャップ会員
1名・修正出席率　60％

53名

12名

53名
写真ありがとう
中村 会長、柳 会員
嶋田 会員、岡田 会員
安川 会員、中村（博） 会員
升谷 会員、金子 会員
吉野 会員

タオルありがとう
ございました
後藤 会員

今日のお料理
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創 立：1975年 11月   7 日
承 認：1975年 11月 24日

第 2790 地区 会報　第1691号

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

例会日／金曜日　12：30～13：30
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
　　　　柏商工会議所会館 505
　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

会 長：中村 佳弘　　幹 事：森市 直樹
第1720回  通常例会（2011.6.24）

■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2010/

みなさんこんには！
とうとうこの日がやってきました。
なぜか「ほっ」としています。
前回の例会の時に森市幹事がこの
１年間を振り返ってくれたので私は
特にやりません。
私は昭和62年９月に入会しました。
その前はローターアクトクラブにいた
のですが、最初は柏クラブの風澤
芳林さんに入会しないかと誘われ
たのがロータリーとの最初の出会い
です。24才の時でした。その時の柏
クラブの理事長でアクトがあるから
そこに入会してそして柏RCに入会
する方が良いということでアクトに入
会し28才で柏西クラブに入会させ
て頂きました。
なぜ柏西クラブではなく、西だった

かというと、その時は柏西クラブの
例会にいきますとすごく重苦しい雰
囲気でとても感じが悪かった覚えが
あります。その点西クラブはみなさん
がほんとうに若く、はつらつとしてい
ていろいろなことを相談できました。
アクトの補助金が少なくて値上げし
てほしいとのお願いを私は西クラブ

の理事会に出席させて頂き理由な
どを託した事もありました。その当時
はヤスダビルの地下にあったYYで
理事会があったと思います。

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

1. 会長挨拶　中村 佳弘 会長

1. 幹事報告　森市 直樹 幹事

1. 卓　　話　中村 佳弘 会長　

1. 点　　鐘　中村 佳弘 会長

通常例会

会長　中 村 佳 弘　
会長挨拶

幹事報告

1. 7月のロータリーレートは1ドル＝82円

2. 新年度第10分区会長・幹事会の案内

 日時　7月8日(日)18：00～

 場所　三井ガーデンホテル柏

3. 台中港東南クラブより2011―2012年度34代目会長・幹事

のお知らせ

 会長　王肇榮（KING）

 幹事　何炳煌（GLOBE）

 当クラブからも、2011-2012年度会長、幹事のお知らせ送信

4. 受信　《クラブ会報》印西RC

 《報告書》R.Y.L.A.セミナー

幹事　森 市 直 樹　
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卓 話
会長　中 村 佳 弘　 

私で柏西ロータリークラブ36代目の
会長をやらせて頂いたのですが、会
長をやる８ヶ月前位にパスト会長会
という集まりがありまして、そこでロー
タリーは単年度なんだからその時の
会長は好きにやっていいよと言われ
ました。
そして森市幹事と２人で好きにやら
せてもらいました。最初に言ったよう
に森市君はとても走る人です。多少
強引なところもありますがほんとうに
良くやってくれました。
みなさま方の中にも「なんだ、こい
つ！」と思うようなことがあったと思い
ます。
でも、私はほんとうに助かりました。

森市幹事ありがとうございます。
この１年やってきてものすごく残念な
事が１つだけありました。神林さんが
お亡くなりになったことです。みなさ
んもご存知のように神林さんはほと
んどすべての行事に出席してくれて
とても温厚な方でした。他の会員か
らも、とても慕われていました。３月11
日（金）の例会は神林さんはめずら
しく欠席しました。
そして例会から帰って少ししたらあ
の大地震がおこったのです。私の
店も調剤室の薬がかなり落ちてた
いへんなことになっていました。
そんな時に神林さんが顔を出してく
れたのです。近くまで来たからって
寄ってくれたのです。
私の店は南増尾にあり、前に１度だ
けきたことがあったのですが。そして
土曜日後から聞いた話ですけど神
林さんは鈴木桂三さんや香島さん
の所に寄ってそして八幡苑に行っ
て屋根から落ちてしまったのです。
救急車ではこばれていく途中で亡く
なったそうです。
私は西クラブを代表して弔辞を読み
ましたが涙がとまらずにちゃんと読

めませんでした。
この神林さんの事だけが唯一の悲
しい出来事です。
私の考えているロータリーは今年度
飯合ガバナー補佐がおっしゃってい
た「エンジョイロータリー！」です。ロー
タリーを楽しもう。
私が入会した時、ある先輩から言わ
れました。「仕事を一生懸命しなさ
い。それが社会奉仕になるんだよ！」
ロータリーは奉仕団体だと思いま
す。全世界に広がっています。この
ような大きな組織になったら規則は
必要だと思います。でもそれぞれの
クラブの中で定款だ細則だとやって
いたら息が詰まってしまいます。
ロータリーは、会員同士が助け合い
ながらお互いに成長し、そして楽しく
やれば良いと思います。「なかよしク
ラブ」で良いと思います。
まとまりませんが今年１年のまとめと
したいと思います。私を支えてくださ
いました、森市幹事、鈴木桂三親睦
委員長、嶋田SAA、事務局の片岡
さん、そして他のみなさんまほんとう
にありがとうございました。

次回の例会は7月8日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　嶋田 英明まで：090-2232-1661

クラブ会報委員／東海林 康之・田代 健一・後藤 浩一郎

BOXありがとう！
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出席報告

会員数　

欠席者　

後藤、佐藤、東海林、染谷
髙田、田代、中嶋、日暮
富士川、柳、湯浅、渡邉（治）
岡島

前回欠席者メーキャップ会員
0名・修正出席率　61.82％

53名

12名

とうに助かりました。

53名

写真ありがとう
馬場 会員、飯合 会員

SAA１年間ご協力
ありがとうございました
嶋田 会員

ガバナー補佐終了
ありがとう
飯合 会員

１年間
ありがとうございました
長男就職内定しました
中村 会長
文部科学大臣賞　受章
中村 会員

今日のお料理
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奉仕プロジェクト委員会
委員長　増 谷 信 一

奉仕プロジェクト委員会の増谷です。
宜しくお願い致します。
私の担当しております5委員会の「下
期活動報告」をさせて頂きます。
【職業奉仕委員会】
4月1日に職場見学会を家族と共に行
う予定でしたが、3月11日に起きました
東北地方太平洋沖
地震により、職場見学会を中止し通
常例会とさせて頂きました。
尚、職場見学会として組んでおりまし
た予算15万円を、会員の皆様から集
めました義援金85万円と併せて、100
万円とし「ガバナー」へ送金致しまし
た。
【社会奉仕委員会】
5月29日に、柏市のゴミゼロ運動に参
加をして参りました。
当日は、掴毎道への親睦打上旅行
の為に、会員のゴミゼロ参加者が少
なくなってしまいましたが、当日参加し
た会員で皆さんの分まで頑張って参
りました。
参加されました会員の皆様、本当に
ご苦労様でした。
そして、もう一っの事業として上期に
吉野会員の老人ホーム「やわた苑」
へ訪問をして参りましたので、下期と
して、後藤会員の「特別養護老人
ホーム、マザーズ・ガーデン」へ、6月13
日に中村
会長・岡田委員長が皆様から集めま
した、タオル類を訪問して寄贈して参
りました。
【人間尊重委員会】

柏西ロータリークラブ単独で、イオン
ショッピングセンターでの献血を予定
しておりましたが、
同じく東北地方太平洋沖地震の為
に、中止となりました。
又、エコキャップの回収は約800個
(2Kg)が集まり、ポリオワクチンー人分
となりました。
これからもエコキャップの回収、宜しく
お願い致します。
【新世代育成委員会】
2月19日～20日に一泊二日の日程で、
君津市の「上総地域交流センター」
においてRYLA
セミナーが開催されました。今年は、
杉山会員のみくに幼稚園から遠藤
彩佳(えんどうさやか)さん
が、参加をされました。
ここでとても残念でしたが、新世代育
成委員会は、河西委員長が退会をさ
れ、神林副委員長が3月
12日に、震災の二次被災者としてご
逝去されました。
改めて、神林会員のご冥福をお祈り
したいと思います。
【世界親睦活動】
2月22日に、台中港東南扶輪社と柏
西ロータリークラブとの姉妹クラブ締
結30周年式典が台中
港東南扶輪社授証32周年式典と合
わせて台中市で盛大に開催されまし
た。柏西クラブからは、中村
会長を始め13名の会員が出席を致
しました。
式典後の懇親会では、台中港東南
扶輪社の会員による楽器の演奏や、
ご婦人がたによる舞や合唱で

盛り上がり、当クラブの会員数名も舞
台上で、一緒にフィーバーをされまし
た。
そして全員が無事に日本に帰国を致
しました。
以上が、5委員会の「下期活動報
告」です。
最後になりますが、担当致しました小
委員会の委員長・副委員長・委員の
皆様。
一年間ご協力ありがとうございまし
た。
以上で、奉仕プロジェクト委員会から
の報告とさせて頂きます。

クラブ管理運営委員会
委員長　安 川 武 年

奉クラブ管理運営委員会はプログラ
ム委員会、親睦活動委員会、出席委
員会の3つの小委員会で構成されて
おります。昨年12月17日3つの小委員
会合同のファイヤー・サイド・ミーティン
グを開催、上期の反省と下期の活動
計画を確認しました。
各委員会ごとに下期の活動報告を
発表いたします。
〔プログラム委員会〕
当プログラム委員会は以下のとおり、
下期の活動報告をいたします。
◎各強調月間においては、担当する
委員会の委員長等に卓話をお願い
し実施致しました。又、自クラブの会
員、あるいは他クラブの会員に卓話
をお願いしロータリーに対する熱い
思いをお話頂きました。
◎市内の各種団体、行政の方々に
卓話をお願いし、現状把握に努めま

第５回クラブ協議会「下期活動報告」

会長報告
柏西ロータリークラブ慶弔金支給規定の改正について理事会において決定しましたので報告致します。
　第１条（２）弔事の場合
　　　　　①死亡、香料　100,000円　並びに供花を贈る
　　　　　②配偶者の死亡　香料50,000円　並びに供花を贈る
　以上　第１条（２）は平成23年７月１日から適用する。
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した。
具体的には、柏市社会福祉協議会
常務理事兼事務局長村田恒様に柏
市の社会福祉の現況を、日本医師会
災害医療チーム・柏市医師会副会
長長瀬慈村様に東日本大震災にお
ける災害支援活動の報告を、柏市長
秋山浩保様に柏市の大震災に関す
る活動をタイムリーにお話いただきま
した。
〔親睦活動委員会〕
『今年度の親睦活動委員会は多くの
会員が参加して、クラブライフが楽し
めるように努めて来ました。
下期の活動を報告致します。下期は
1月7日の家族親睦例会が90人超の
参加のもと和やかに且つ盛大に執り
行われました。そして2月22日には台
中港東南扶輪社との姉妹クラブ締
結30周年式典で台湾を訪問致しま
した。また3月29日には、柏南クラブ観
桜会にビジターとして参加する予定
でしたが、東日本大震災のため取り
止めになりました。4月1日には家族参
加の職場見学を兼ねた親睦旅行を
信州方面で実施しました。最後に中
村年度の打上げで5月27日から2泊3
日の北海道親睦旅行に行って着まし
た。今年度の親睦活動はSAAとも協
力して円滑な例会、秩序ある例会の
運営が出来たと思います。また親睦
行事に積極的に参加して頂き、会員
相互並びに家族の皆様とも理解と友
情を深める事が出来たと思っており
ます。親睦活動委員会の皆様一年
間お疲れ様でした。』
〔出席委員会〕
この委員会は染谷照夫委員長はじ
め小林大時副委員長、宇田川恵司
会員、日暮肇会員で構成されており
ます。
『今期は出席率の向上、安定化をお
願いしたところですが、出席率計算
方法が変わり以前とは違い率が低く
なる計算になりました。今後計算方法
について検討していく必要があるの
ではないでしょうか。』
以上クラブ管理運営委員会は上期、
下期を通して、プログラム委員会、親

睦活動委員会のプログラムは、中味
のある充実した内容でしたので、実り
ある活動が出来たと思います。
会員増強委員会

委員長　川 和 弘 行
今年度、山田ガバナーの方針に「より
強力な魅力あるクラブに」を掲げまし
た。
このテーマを具現代する為には、一
人でも多くの魅力ある人を集めなけ
ればなりません。
又、年度内に10％UPを目標に会員
増強を掲げております。

現在53名を年度末には58名を目標と
して、皆様のご協力をお願い申し上
げます。

本年度委員会目標
・クラブ全会員に1名以上の入会候
補者を推薦してもらう
・現会員の退会者が無いようにクラブ
奉仕委員会と協力する。

クラブ広報委員会
委員長　水 野 晋 治

下半期は神林委員長がお亡くなりに
なるという大変な出来事がありました
が、IT・雑誌広報及びクラブ広報委
員長と協力をし、一年を終える事が
できました。
IT・雑誌広報委員会では本年度
様々なというクラブの活動記録をイン
ターネット上に残すという事の基礎を
作りました。
今年の情報は限られていますが、10
年後、20年後必要な過去の情報をイ
ンターネット上から手軽に取り出せる
基礎づくりを行いました。
クラブ広報委員会では本年度から初
めて会報を希望者にメールで届ける
という事を行いました。
約半数の方がメールを利用され会報
を受け取られました。
また、一部の卓話をネット上に音声情
報として掲載しました。これも今後有
効的に活用できるものと思います。

ロータリー財団委員会
小委員長　杉 山　智

まず始めに例会中にポリオの黄色い
箱ですが、毎回例会でお金を入れて
いただきありがとうございました。
2月までで76,461円集まりました。
もう一つは年次寄付ですが、皆さまに
ご協力をいただき本年度の当初予
算を大きく上回りました。
ご協力ありがとうございました。

クラブ会員数の推移（2011年5月27日現在）
 H18.7～19.6 H19.7～21.6 H20.7～21.6 H21.7～22.6 H22.7～23.6
会員数（7/1） 51名 49名 53名 55名 53名
会員拡大 3名 7名 10名 4名 5名
退会者 6名 1名 7名 8名 4名
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