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第2790地区 会報　第1692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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1721回  夜間例会（2011.7.1）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　今日は、卓話はございません。
いきなり懇親会です。こんな事
が毎週続くと会長も大助かりだ
と思います。 これから先１年間
お聞き苦しいスピーチでご迷惑
をお掛けしますがよろしくお付
き合いのほどお願い致します。
　『温故知新の心でクラブ運営
を』を標語に掲げ、よい伝統は
継承して山田ガバナー が提唱す
る『力強く魅力あるクラブ』に
なるよう松本幹事と努力してい
きますので、幹事共々宜しくお
願い致します。
　さて、日本のロータリーは国
を揺るがす大災害に、いち早く
対処して９億円を越す義捐金を
集めています。 台湾の姉妹クラ
ブからは短い期間で１００万円
を当クラブが寄託され、中村会
長が代表して柏市に義捐金を

贈ったのは皆様ご案内の通りで
す。
　これに呼応して当クラブでも
同額を被災地クラブへ送るた
め、飯合ガバナー補佐と森市幹
事が持参して織田ガバナーへ寄
託しました。　更に追加で義捐
金を募っておりますが、私もこ
れを踏襲して行く つもりです。 
よろしくお願いいたします。　

　さて本日、この記念すべき第
１回例会に於いて新しく私たち
の仲間に入る五十石さんをお迎
することができ、喜ばしい限り
です。　後ほど入会式を行いま
すので、推薦者からご紹介して
頂きます。これで当クラブの女
性会員は３名から４名に増えま
すます勢いを増すことになるで
しょう。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

夜間（新旧役員交替式）例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1. 中村博亘会員へロータリー財団から大口寄付者認証のクリスタル
の送付

2. 7 月 23 日（土）・24 日（日）『柏まつり』協力金の依頼

3. 10 月 30 日（日）『手賀沼エコマラソン』開催に伴う、広告記載支
援の依頼

4. 東日本大震災復興を支援する会より「市立柏高校吹奏楽部チャリ
ティーコンサート」のチケット特別販売について
　　　　　日時　　7月 20 日（水）18：30
　　　　　場所　　柏市民文化会館大ホール
　　　　　入場料　999 円　　　　（希望者は事務局まで）

5. 柏ローターアクトクラブ本年度の体制
　　　　　　会長：長谷忠司（ながたに　ただし）
　　　　　　幹事：中野政志（なかの　まさし）
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柏西 RC 役員交替式・就任式



【会長挨拶】
会長　安 川 武 年

　 皆様こんばんは。
　ただ今、第３７代目会長に就
任いたしました安川でございま
す。
　本日は秋山市長様はじめ会員
パートナー様、米山記念奨学生
とＯＢの皆様、多数ご出席して
頂き誠にありがとうございま
す。
　最初にこの度の東日本大震災
で犠牲になられた方のご冥福を
お祈り申上げます。 当クラブか
らも、神林さんが千葉県に於け
る犠牲者のお一人に加わってし
まい本当に残念でなりません。
　被災された方々の一刻も早い

復興を祈るばかりです。
　テレビの映像を観ていてこの
世の事とは思えない、バーチャ
ルの世界を覗いているかのよう
な凄まじい惨状でした。 人類が
自然の脅威、天の怒りに叩きの
めされたようでした。人類がそ
の智慧で自然界のすべてを征服
出来るかのごとき思い上がりが
あったのでしょうか。
　財務省の 5 月 10 日の発表で
は国の借金が９２４兆円に達
し、国と地方の財政負担はこの
巨大災害でさらに増え、正に国
難に直面しております。この事
を踏まえて活動して行かなけれ
ばいけないのだと思います。 活
動方針、活動計画については、

先般の卓話でご案内した通りで
すので、ここでは割愛いたしま
す。
　経験も無く、未熟者ですから
このような大役が果せるかどう
か全く自信がございませんが、
ただ自信を持って言える事、行
き届かぬことは多々あることは
私自身一番分かっております。 
ロータリーの友愛と寛容の心を
持ってご寛恕願えればありがた
く思います。
　皆様のお力を拝借しながら、
松本幹事と共にクラブの発展に
尽して参りますので、皆様のご
協力を心からお願いして私の就
任の挨拶と致します。

次回の例会は7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。
　榊 隆夫まで

クラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

ロータリー財団大口寄付者の表彰（中村 博亘 会員）

前年度出席優秀者
（金本・鈴木（桂）・田代（健）・嶋田 会員）

BOXありがとう！

ビジター

ニコニコ

パートナー同伴ありがとう
塚本会員、椎根会員

写真ありがとう
榊会員、川和 会員、ゲイビ会員、中村（佳）会員
榎本会員、柳会員、勝田会員、岡島会員、嶋田会員
髙田会員、小林会員、升谷会員、日暮会員
鈴木（健）会員

二年間宜しくお願い致します。
安川会長

一年間ご協力宜しくね！
嶋田会員

御祝
板倉名誉会員、秋山弘昭様

秋山市長
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年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　本日は第１０分区ガバナー補佐
森様、並びにガバナー補佐幹事石
戸様がお見えです。ようこさい
らっしゃいました。後ほどご挨拶
を頂きます。
　先週の交替式では大勢の皆様に
ご参加頂き、責務の重さに身の引
き締る思いでございます。本日は
早速第１回クラブ協議会で５常任
委員長にクラブ活動計画を発表し
て頂く予定でしたが、クラブ活動
計画書が今回のタイミングに間に
合わなかったものですから、水野
プログラム委員長に泣き付いて急
遽スイッチさせて頂きました。 感
謝、感謝です。
　７月２９日の第５例会はアル
コールが出る夜間例会になります
ので車は控えて下さい。東日本大
震災被災者救援の義援金若しくは
柏市の支援活動の支援金を目的と

したチャリティ・オークションを
やりますので、提供品を募ります。
写真嫌いの自分としては「写真あ
りがとう」のニコニコ BOX の他
に多彩な浄財集めを考えておりま
した。多様な形でのドーネイショ
ンの一環としてオークションをや
ることを思いつきました。皆様
挙って参加して下さい。
　さて、東日本大震災の直接的被
害総額は、内閣府の発表では１６．

９兆円と推定 、阪神大震災の９．
６兆円の約１．８倍に及ぶとのこ
とです。この数字を見て以外でし
た。 規模の大きさから見てもっと
膨大な被害額であろうと推定して
いました。幾らつぎ込んでも見通
しが立たないと言う最悪のシナリ
オではないのでホッとしました。
但しこの中には福島第１原発の事
故による被害額は含んでいませ
ん。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　水野 晋治 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1. 地区ロータリー財団委員会の案内
 日時　　8月 7日（日）13：00～15：30
 場所　　京葉銀行文化プラザ
2. 2011-12 年度 2790 地区地区委員に対して委嘱状の送付
 中村博亘会員 財務委員会委員長
  地区大会選挙管理委員会委員長
  表彰委員会委員
  指名委員会委員
 鈴木桂三会員 ロータリー財団委員会奨学金・学友小委員会委員
 金本元章会員 ロータリー財団委員会ロータリー平和フェロー
  シップ委員会委員
3. 沼南ロータリークラブ 7月 1日より『柏東ロータリークラブ』に名
称変更のお知らせ

4. 『社会を明るくする運動』協力金の依頼
5. 受信《活動計画書》柏南RC・印西 RC
6. その他　ポリオ撲滅キャンペーンは前年に引き続き実施する



■第 1 章「クラブプログラム」に
ついて
今年度プログラム委員長をさせて
いただきます水野です。一年間よ
ろしくお願い致し
ます。
クラブプログラムについて調べた
ところ、
・クラブは、地元地域のニーズに
応じて独自のプログラムを開催す
べきである。
・クラブは、クラブ用務と活動の
討議のためだけの例会を開くべき
である。
（ロータリー章典 7.030.）
・クラブは、会員に対し、ロータリー
情報、ロータリー教育、リーダー
シップ研修を
提供するためだけの例会を開くべ
きである。
（ロータリー章典 7.030.1）
という事が「わかりやすいロータ
リー」に載っていました。
また、ロータリージャパンのホー
ムページには
「ロータリーは単なる社交クラブで
はないのですから、娯楽的なもの
より当然、ロータリーに関するプ
ログラムを充実させるよう、心が
けねばなりません。」
と書かれています。
という事でより充実した例会プロ
グラム作りをこころがけて参りた
いと思います。
また、後半卓話が決まっていない
ところがあります。地域で活動し
ている方のご紹介をお願いします。
■第 2章（水の話し）
水の惑星と呼ばれるこの地球上に
はおよそ 14 億立方キロメートルの

水があるが、実に約 98%は海水で、
淡水はたったの 2% しかありませ
ん。
その中でも驚くのは人類が容易に
使える水は河川や地下水を合わせ
てもわずか 0.01% しかありません。
（色々説があるが、あくまでも目安
とお考え下さい）
良く例えられるのがご自宅（家庭
用）の浴槽に浸かって手の平に水
をすくってみて下さい。
”浴槽のお湯が海水でその手の平
にある水が我々が使える水の量だ
と思って下さい”
水の惑星も実は圧倒的に海水が多
く「海水の惑星」とでも言うべき
でしょう。
その水も年々減ってきているとい
うのが世界中の科学者の一致した
見解と言われています。
日本は世界的に見ても非常に雨が
多い国ですが、降った量のたった
１３％程度しか使用していません。
雨が降り河川に流れ込みその水を
採取し処理し家庭や工場、農業に
使用し、排水を処理しまた河川に
戻し、およそ１０日で蒸発し再び
雨になるという高速循環のおかげ
で水を何度も利用できています。
「ウォーターストレス」という言葉
があります。
国連では世界で安全な水を得られ
ない人口は約 11 億人、トイレ等の
排水処理が適切な衛生状態にない
地域の人口は 26 億人と算出してい
る。
今後その数は増え世界人口の 3 分
の 2 に当たるというデータもあり
ます。
また、気候変動等により今世紀半
ばには河川流量と利用可能水量は
現在より 20 ～ 30％減少すると言
われています。
その中でも中国を含めたアジアや
アフリカで人口増加が続けば生活
用水の他、農業用水、工業用水が
不足します。
特に中でも中国は急激な人口増加
に食糧や水の需要がついていけな
くなってきています。
また、中国の地下水の 9 割は汚染

されていると言われています。
今や中国は世界人口の約 20% の人
口に対し、淡水資源はわずか 6%
しかありません。
今後の中国の発展の生命線が水な
のです。
水は石油に代わる貴重な資源にな
るのはそう遠い将来ではないと言
われています。
石油には代替資源があるが水には
ないのです。まさに 20 世紀は石油
を奪い合う時代で、21 世紀は水を
奪い合う時代だと言われています。
過去 500 年に 8000 回を超える戦争
が起きておりその大半は水不足が
原因による水源地をめぐる戦い
だったという調査結果もあります。
また、人類最大の問題とされる貧
困も水から来ているとも言われて
います。
世界保健機構の調べでは世界で蔓
延する病気の 80% は不衛生な水と
衛生状態の悪い生活環境に原因が
あるとされ、実に毎年 160 万人も
の子供達が不衛生な水が原因で命
を落としているとされています。
その数は実に毎日 4,500 人に当たり
ます。
日本はバーチャルウォーターの大
量輸入国であるという現実。
バーチャルウォーターとは生産の
過程で必要とされる水の事です。
農産物、畜産物、飲料、ボトル水
の輸入は、その生産の過程で必要
な大量の水を輸入している事にな
ります。
欧米スタイルの食事は特に多くの
水を必要とします。
環境省のホームページに「仮想水
計算機」という計算機能があり簡
単に紹介します。
小麦 1 キロ生産するのに何と水は
2 トン必要です。実に２千倍にな
ります。
牛肉は特に畜産物の中でも特に多
く 1 キロに対し水が 20 トン必要に
なります。
牛肉は生長期間が長く肉を 1 キロ
増やすのに 13 倍の穀物が必要とさ
れています。
豚肉が約 6トン、鳥肉 4.5 トン必要

卓 話
プログラム委員会 
委員長 水野 晋治



次回の例会は7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。
　榊 隆夫までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

とします。
オレンジジュースコップ 1 杯に
840 リットルの水を必要とします。
コーヒーに至っては何と 21 トンも
の水を必要とします。
また、たった 1 個のハンバーガー
を作るのに実に 2.4ｔもの水を必要
とします。
ちなみに牛丼 1 杯に対し 500ml の
ペットボトル 3,800 本必要です。
工業製品ですと、半導体 1 キロに
対し 1.6ｔバイオ燃料のバイオエタ
ノール 1 リットルに対し 2ｔ、石
油も精製の過程で約 1000 倍以上の
水が必要とします。
ちなみに紙も製造過程だけでも約
200 倍の水を使用します。
ユネスコの調査によると世界で使
われている 70% は農業用という調
査結果があります。食料自給率の
低い日本にとってあまり都合のい
いデータではありません。
その中でも本日はペットボトルの
水について考えていただきたいと
思います。
水道水 1 リットルは全国平均で
0.15 円、ペットボトルだと数千倍
のコストになります。
水道水は約１１０項目を超える水
質検査があるがペットボトルは１
８項目しかありません。
ある新聞に掲載された記事による
と２００３年横浜で売られていた
ペットボトル 30 品目のうち輸入品
5 品目、国産 14 品目の計 19 品目
から同市の水道水を大きく上回る

アルデヒド類が検出されていたと
言います。
アメリカの民間団体のある調査に
よると世界の 100 種類のボトル水
の内 3分の 1に有害
なバクテリアや化学物質で汚染さ
れていたという調査結果もありま
す。
今このボトル水が世界の水資源を
枯渇させているのです。
ある食品大手の企業がインドのあ
る地方でボトル水の工場を作った
そうです。
大量の水を採取した結果、たった
６年で水が枯れてそうです。同時
に周辺の村の井戸水も全て枯れて
しまったそうです。村の井戸水は
人々が生きるために必要な水が枯
れてしまったのです。
また、ペットボトルは生産、物流
の過程で大量の水や化石燃料を必
要とします。
ある企業の CM でワンリッター・
フォー・テンリッター (１リットル
で１０リットル）というキャンペー
ンをしていました。
その会社の水１リットルを買うと
１０リットルアフリカの子供たち
に水を届けるという内容です。
１０倍なんてとんでもないのです。
せめて１０００倍と言いたいとこ
ろです。
日本では雨水のたった１３％しか
採取していないのです。今後は国
内のボトル水にするか水道水をぜ
ひ利用して下さい。

水道水はまずいという時代は昔で、
今の水道水はオゾンや紫外線殺菌、
活性炭濾過等の高度処理を取り入
れ水質は格段に上がりました。目
隠しをして比べてみると実は水道
水の方がおいしいという実験結果
が多数出ています。
※但し、今は放射能の影響も心配
されるので、小さいお子さんのい
る家庭では十分注意をして下さい。
最後にどうか水問題を環境問題、
国際問題、貧困問題と捉えていた
だきたいものです。

■その他データ
節水の目安
家庭での使用料は 1 人 1 日約 240
リットルでトイレ 28%、風呂 24%、
炊事 23%、洗濯 17%、
洗顔その他 8%となります。
日本の水取水量は年 830 億ｔ降水
量のおよそ 13% しか採取していま
せん。
それに対し輸入されたバーチャル
ウォーターは年約 800 億ｔになり
ます。
地球上の水はおよそ 14 億立方キロ
メートル淡水の量　　
２８００万立方キロメートル
容易に使える量としては
１４万キロ立方メートル
東京ドームに換算すると１億１千
３百万個分になります。
ちなみに手賀沼の２千５百万倍と
なります。
（あくまでも計算上です）

出席報告

会員数　

欠席者　

森市、木村、小澤、佐藤、東海林
小溝、飯合、富士川、小阪、佐藤
染谷、髙田

前回欠席者メーキャップ会員
3名・修正出席率　73.08％

52名

11名
BOXありがとう！

ビジター

ニコニコ

ガバナー補佐幹　石戸卓志会員（柏東RC）
ガバナー補佐　森 和夫会員（柏東RC）

本人誕生日
鈴木（健）会員、金本会員、後藤会員

パートナー誕生日
川和会員、勝田会員

結婚記念日
田代（健）会員

写真ありがとう
秋元会員、鈴木（桂）会員、水野会員
金本会員、松本会員、田代（充）会員

森様、石戸様ようこそ　安川会長

メジャードナー達成　中村（博）会員
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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
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四つのテスト

　本日は第１回目のクラブ協議
会を開催いたします。５常任委
員長から上期の活動計画を発表
して頂きます。
　先週の金曜日に２回目の第１
０分区会長・幹事会あり、年間
行事予定が公表されました。ロー
タリー情報研究会の日程を協議
して９月２９日に決まりました。
エコマラソンには後援するも、
今年は大震災復興支援を優先し
てブースは出さないことになり
ました。当クラブからは理事会
で問題視されたローターアクト
助成金をどう見直しするかを提
議、結論に至りませんでした。
白鳥パストガバナー推奨の学童
の職場体験プログラムは、良い
社会教育になるとして概ね賛成
意見が多かったです。
　また、土曜日は『社会を明る
くする運動・柏市推進委員会』
が主催する講演会と演奏会がア

ミュゼ柏で行われ、参加して来
ました。野菜作りの講演も、誰
もが聞きなれている曲目のクラ
シック演奏もとても良かったで
す。因みに会長は秋山柏市長、
副会長は当クラブの榊さんと寺
嶋商工会議所会頭です。
　いま原発の問題が関心の的に
なっております。日本の原子力
発電技術は世界のトップクラス
と言われております。しかしそ
の代表格の日立は米国ＧＥから、
東芝は米国ウエスチングハウス
からの技術導入ですから、その
プロトタイプはＧＥ、ウエスチ
ングハウスからのものです。三
菱重工業はフランスのアレバ社
と共同開発しています。今回は
揺れで反応停止した燃料棒の高
温過熱を、最も基本的工程であ
る水循環による冷却装置が働か
なかった為に防げず、メルトダ
ウンと水素ガス爆発を起こした
ことで、最悪のシナリオになっ
てしまいました。
　副次的に生成されるプルト
ニュウム 239 は再利用するため、
青森県六ヶ所村の再処理工場で
再処理して燃料として使用して
います。リサイクル・センター
でリサイクル利用しているよう
で聞こえはいいのですが、再処
理に適さない放射性廃棄物は国
内で処理出来ず、アレバ社（世
界最大の原子力産業）に処理を
委託しているのです。終末処理

まで出来る技術が確立している
わけではないのです。今となっ
ては《技術的に完全にクリアー
出来ていない原子力発電はやる
べきではない》と言う意見が支
配的だと思います。
そのような中でも、自社独自で
開発した世界に冠たる日本の技
術がこの分野にもあります。 原子
炉、軽水炉の圧力容器の基幹部
材ですが、これを技術開発した
（中性子線で劣化して耐えられる
鋼材は無かった）日本のメーカー
の独壇場です。   日本製鋼所がこ
の分野で世界の８０％のシェア
をもっております。
　一方再生可能エネルギー、自
然エネルギーへの転換を求める
声が大きくなって来ました。エ
ネルギー変換率は低く、投資効
率が劣りますから、現状のエネ
ルギー依存率１％から原子力に
依存している２５～３０％に
取って代わることは２～３年先
では無理があります。ましてや
政府が目標とする５３％を再生
可能エネルギーで賄うことは至
難の技です。電力を大量に消費
する電気炉メーカー、アルミ、
チタン、窯業、化学、等の産業
はコストの面で採算が取れなく
なり、国外へ移転する恐れがあ
ります。外資も入って来なくな
ります。とても深刻で悩ましい
問題です。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶



幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

第 1 回クラブ協議会「上期活動計画」

1. 2011 年 7 月国際ロータリー半期報告書の送付
2. 地区大会記念・親善チャリティーゴルフ大会の案内
 日時：9月 12 日 ( 月 )
 場所：木更津ゴルフクラブ
 登録料：22,000 円
3. 2011-12 年度国際親善奨学生第 2回オリエンテーション・懇親会の案内
 日時：8月 7日（日）16：00 ～ 17：30
 場所：京葉銀行文化プラザ
4. 例会変更のお知らせ
 我孫子 RC：7/19( 火 ) は家族例会
 松戸中央 RC：7/28( 木 ) は夜間移動例会
5. 受信　《会報》沼南RC

【クラブ管理運営委員会】
委員長　増 谷 信 一

　今期、クラブ管理運営委員会を
担当する事になりました。
増谷です、どうぞ宜しくお願い致
します。
　中村年度においては、奉仕プロ
ジェクト委員会で 5 委員会を担
当させて頂きました。
　五つの委員長・副委員長並び
に委員の皆様。1 年間ありがとう
ございました。
　奉仕プロジェクト委員会は、勝
田さんにバトンタッチをさせて
頂きます。
　さて、クラブ管理運営委員会
は、水野委員長さんの「プログラ
ム委員会」、嶋田さんの「親睦活動
委員会」、森市さんの「出席委員
会」の 3小委員会で構成させて頂
いております。

【奉仕プロジェクト委員会】
委員長　勝 田 健 一

　クラブ奉仕は、ロータリーの基
礎にあたります。
　奉仕プロジェクト委員会は、地
元及び海外の地域社会を支援す

る教育的、人道的及び職業奉仕プ
ロジェクトを立案し、実行しま
す。
　委員会の中で小委員会を設置
します。
　職業奉仕、社会奉仕、人間尊重、
新世代育成（RAC）、世界親睦活動
（姉妹クラブ）
　各クラブの皆様と連携を図り
ながら楽しい奉仕活動を実施し
て、人々の生活の質を向上させる
方法を見出していきたいと思い
ます。

【クラブ広報委員会】
委員長　田 代 健 一

　今年度は、安川会長の言葉、「　
温故知新の心でクラブ運営を　」
を心に刻み柏西クラブが培つて
きた良き伝統を継承し会長、幹
事、各委員長との連絡を蜜にしな
がら会員への広報、地域へのクラ
ブ広報活動に取り組みます。
具体的な活動としては、これまで
どうり例会開催に合わせて会報
を毎週発行します。ホームページ
では、電子化した会報などクラブ
情報の配信、地元行事（今月は、柏

まつりの参加として７月２４日
午後１時西口りそな銀行前にお
集まりいただき午後２時からお
子様への花火、他にうちわの配布
を行います。）への参加など地域
への奉仕活動を行い広報してま
いります。

【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。
　このテーマを具現化する為に
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
会員増強を掲げて居ります。現在
52 名を年度末には 5S 名を目標と
して、皆様の御協力を御願い申し
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
会候補者を椎薦してもらう .
◎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。



次回の例会は7月29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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、ゲイビ、後藤、佐藤、杉山
染谷、髙田、田代（健）、馬場、日暮
富士川、村田、渡邉

前回欠席者メーキャップ会員
１名・修正出席率　43.58％

53名

20名

BOXありがとう！
ニコニコ

写真ありがとう
岡田会員

名誉会員ご指名ありがとう
岡部久人名誉会員

【ロータリー財団委員会】
委員長　鈴 木 桂  三

　こんにちは、ロータリー財団委
員会の鈴木です。
　当委員会の年間の活動計画は
活動計画書の通りです。今年度は
その中でもロータリー財団につ
いて皆さんにより理解をして頂
きより身近に感じて頂けるよう
に活動してゆくつもりです。計画
書に書いてある通り、ロータリー
財団の正式名称は国際ロータ
リーのロータリー財団です。国際
ロータリーとは、世界中のロータ

リークラブの集合体であります
から、ロータリー財団とは私達の
ロータリー財団とも言えます。
　ロータリー財団は国際ロータ
リーの奉仕の理想（他の人々を思
いやり、他の人々の役に立つこ
と）を具現化する為の人道的、教
育的プログラムを側面からサ
ポートする立場にあります。皆さ
んからの年次寄付は地区を通し
てロータリー財団に集められ、三
年後にはその半分が DDF（地区
財団活動資金）として地区に戻さ
れ、地区財団委員会で人道的、教

育的プログラムに使用されてお
ります。そして残りの 50％は WF
（国際財団活動資金）として国際
的な人道的、教育的プログラムに
活用されており、すべての寄付は
無駄に使われることは無く他の
目的に流用されることもありま
せん。
　又ロータリーの最優先事項で
あるポリオ撲滅の為の２億ドル
チャレンジには５月で１億 7,230
万ドルに昇っております。

□　8月  5日( 金 ) 【通常例会】―　お祝い事・理事会 (2)　―
 卓話＝増谷信一クラブ管理運営委員長

□　8月12日( 金 ) 【任意休会】

□　8月19日( 金 ) 【夜間例会】―　柏ローターアクトとの納涼例会　―
 点鐘＝18：00
 場所＝柏髙島屋　屋上ビアガーデン
 ※雨天中止

□　8月26日( 金 )　【通常例会】―　理事会 (3)　9/2ガバナー公式訪問のため　―
 卓話＝川和弘行　会員増強委員長

【地区の行事予定】
 ◇8月7日(日) 13：00～ R財団地区セミナー
  16：00～国際親善奨学生第 2回オリエンテーション・懇親会
  ( 於：京葉銀行文化プラザ )

 ※ 9月12日(月) 地区大会記念ゴルフ大会の登録申込書を
  例会時回覧いたします。( 締切 8/5)

8 月の行事予定
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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
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四つのテスト

　来週２９日は夜間例会になります。
夜７時からですのでお間違えの無い
ように。例会の中でチャリティー・
オークションをやりますので、ご協
力をお願い致します。
　７月１１日（月）に地区社会奉仕
委員会主催の社会奉仕セミナーが千
葉市であり出席して来ました。東日
本大震災の義援金は社会奉仕委員会
が主体になって集めて下さい、といっ
た様な被災者復興支援が中心の内容
でした。織田パストガバナーがガバ
ナー会で設けた東日本大震災支援委
員長をされておられますが、その支
援活動について報告がありました。
支援の２本柱は、災害遺児への教育
環境支援と５ for1 クラブ・プログラ
ムです。前者は被災して生活基盤を
失った高校生には毎月２万円、大学
生、専門学校生、短大生には毎月４
万円の奨学金を給付するプランです。
後者は非被災５クラブが被災１クラ
ブ（４５クラブは例会が出来ない状
態で、痛手を受けているロータリア
ンは１５００人を下回ることは無い
だろうと言われております。）を物心
両面で支援していくマッチド・プラ
ン適用のプログラムです。これらは

向こう５年間かけて実施する意義あ
る長期計画です。
７月１６日（土）には当クラブが受
入れることになった米山記念奨学生
マハルジャン・ディネシュ君（ネパー
ル）の歓迎会を麗宮飯店で開催しま
した。日暮肇カウンセラーはじめ１
０人の会員が集い、かって奨学生だっ
た丘イーキさん、寥レイナさんの２
人の学友も招き、懇親を深め合いま
した。
　先週のクラブ協議会に於けるご質
問について、ＲＩ日本事務局並びに当
地区ロータリー財団委員・鈴木桂三
さんに照会、確認したので回答いた

します。
１、ＷＣＳ廃止の理由： ＲＩのプログ
ラムの一つであったのが無くなった。
代わって世界友情交換がプログラム
の１つになった。 その経緯について
の明確な説明はありませんでした。Ｗ
ＣＳ活動を否定、承認しないと言う
事ではないので、従来通り続けて行っ
て結構です、とのことです。
２、長期計画として実施している人
道的支援同一プロジェクトに対する
ロータリー財団補助金申請は、単年
度だけに限られるのか。： 確認の結
果、そのような事はありません。複
数年度でも申請できます。以上です。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　増谷 信一 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1. ８月のロータリーレートは１ドル＝80 円
2. 国際奉仕セミナーのお知らせ
 日時：8月 20 日（土）10：00 ～ 12：00　（閉会後　昼食）
 場所：成田ビューホテル
3. 地区大会開催のお知らせ　（大会本会議＝於：かずさアカデミアホール）
 日時：11 月 5 日（土）13：00 点鍾
 　　　大会本会議・RI 会長代理歓迎晩餐会
 　　　　※出席対象者＝クラブ会長・幹事、地区委員
 　　　11 月 6 日（日）9：30 点鐘
 　　　大会本会議・大懇親会　　中型バス（借りる）
4. 柏南ロータリークラブ『納涼例会』の案内
 日時：8月 2日（火）18：00 ～
 場所：廣池学園れいたくキャンパスプラザ
 ビジター料：3,000 円
5. 柏ローターアクトクラブ 7/23・24　13：00 ～ 19：00「柏まつり」でヨーヨー
釣りの出店、ぜひ遊びにきてください。お手伝いも大歓迎です。

 場所：柏タワーから旧水戸へつながる道路沿い
6. 受信　《会報》流山RC
　　　　《活動計画書》柏RC･柏東 RC･松戸 RC・流山 RC
　　　　《その他》ポコアポコ通信



　皆様、こんにちは。
今日の例会の卓話をします、「クラ
ブ管理運営委員会・会長エレクト
兼務」の増谷です。
　口べたで、あまり上手くお話し
できませんが、頑張りますので、
笑わないで最後まで聞いて下さい。
　最初の予定であれば、8 月 5 日
の例会が卓話の予定日でしたので、
ゆっくりと原稿を作れたのですが、
先週・今週と 2 週続けての出番に
なってしまいました。
また、出てきたと思われる方もい
らっしゃる思いますがご勘弁下さ
い。第 1 例会日は、お祝い事やニ
コニコ等で時間を沢山使って頂け
るので、10 分前後の卓話で済むと
思っていたのに今日は、たっぷり
と時間がございます。
　食後ですので、目をっぶって聞
いて頂いて結構です。たまにあい
つちを打って頂ければ幸いです。
くれぐれも大きないびきだけは、
ご遠慮下さい。
　さて先週の例会において、第 1
回クラブ協議会「上期活動計画」で、
クラブ管理運営委員会並びに 3 小
委員会の発表をさせて頂きました、
今日は会長エレクトを兼務してお
りますので、最初に会長エレクト
の方からお話しをさせて頂きます。
　まず、私が柏西ロータリークラ
ブに、何故入会をしてしまったの
かと言う所からお話しをさせて頂
きます。
　今から 14 年前の 5 月末頃に、当
時の第 22 代会長の鈴木子郎さんと
21 代会長の鈴木康之さんが、私く
しの会社に来られまして、柏西ク
ラブへのお誘いのお話しがござい

ました。
丁度、前年度の 12 月に青年会議所
を卒業しまして、商工会議所の青
年部に入っておりました。もちろ
んライオンズクラブからも入会の
お話がありましたが、父親が中央
ライオンズクラブの現役会員でし
たので、お断りをしておりました。
　入会をするキッカケとなったの
は、この西クラブには、JC の先輩
方が沢山おりまして、嶋田さん、
金本さん、鈴木健吾さん、そして
当時会長の鈴木子郎さん、お辞め
になりましたが、香島さん、鏑木
さん、神田さん等々、お亡くなり
になられました方を含めて、まだ
沢山いらっしゃいました。
　父親と相談した結果、お声が掛
かた時がご縁だよと言われ、すん
なりと入会をしてしまいました。
　私が入会した時は、例会場は谷
会館でした。
入会後 3 年間は同じ委員会で親睦
委員会・会報委員会・出席委員会
と 3 委員会に入っておりました。
特に出席委員会には、大御所の菊
田さんがおりまして、毎例会、会
員の顔や性格等を伝授して頂きま
した。
そのお蔭で早くメンバーの顔を覚
える事が出来たと思っております。
　そして、途中忙しい時期がござ
いまして、例会出席があまり良く
ない年が数年ございました。
　そうこうしているうちに、田代
充さんに 3 年後会長を受ける時に、
幹事を受けて頂けないかとお話し
を頂きました。
ロータリーは何でも断ってはいけ
ないと言われておりましたので、
ひとつ返事でお受けを致しました。
その返事をした日からお髭をのば
しました。
　当時は、田代さんも私も真っ黒
なお髭でございました。
今では、ご覧の通りゴマシオにお
互いになってしまいました。年は
取りたくないですね。
　そして、1年前にノミニーになり、
本年安川年度において会長エレク
トとなりました。

　来年度は、私の幹事として同じ
名前の升谷庸さんが受けて頂ける
事になりました。
名字の漢字は違いますが、呼び名
は一緒でございますので、まぎら
わしいと思いますので、私が信さ
ん、幹事が庸さんと呼んで頂けれ
ばと思います。
二人併せて ( マスマスシンヨウ ) と
覚えて下さい。
　さて、クラブ管理運営委員会で
すが、先週クラブ協議会でお話し
しましたように、クラブ管理運営
委員会は、3 つの小委員会で構成
されております。
◎「プログラム委員会」は委員長に
水野さん副委員長に飯合さんで
す。
◎「親睦活動委員会」は委員長に嶋
田さん、そして副委員長に森市
さん、秋元さん、塚本さん、升
谷庸さんの 4人がおります。
◎「出席委員会」は委員長に森市さ
ん副委員長に馬場さんをお願い
しております。
　クラブ管理運営委員会の役割は、
クラブの効果的な管理運営に関す
る活動を実施することです。
　ロータリークラブは、クラブの
効率的な運営を通じてはじめて、
地域社会に奉仕を提供し、会員を
維持し、クラブや地区、ひいては
国際ロータリーのリーダーを生み
出していくことです。
【プログラム委員会】
　プログラム委員会は、会員の意
欲をうながすような例会プログラ
ムを立案することで、クラブ、地
域社会における奉仕活動への参加
を増やす効果的な例会を計画する
ことが大事です。
【親睦活動委員会】
　親睦とは、ロータリークラブで
はぐくまれる友情です。
多くの場合、親睦は、会員がクラ
ブの活動やプロジェクトに積極的
に取り組むための鍵となります。
例会では次ぎの事を配慮すること
が大切です。
・会員がお互いに知り合えるよう、
席の配置を考える。

卓 話
クラブ管理運営委員会 

会長エレクト兼務  増谷  信一



・テーブルに名札を置く。
・クラブの親睦や奉仕活動に、配
偶者や家族にも参加してもらう。
　今、西クラブではすでに実行し
ております。
これからも親睦活動委員会宜しく
お願い致します。
【出席委員会】
　出席委員会は、親睦活動委員会
やプログラム委員会と一緒に例会
出席率をあげるよう。参加しやす
く楽しい例会運営に努めます。

　是非、一年間の例会日程が出て
おりますので、うまく時間を使っ
て頂き、一人でも多くの会員の出
席をお願い致します。
以上で、クラブ管理運営委員会の
卓話とさせて頂きます。
　ありがとうございました。

次回の例会は8月5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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、勝田、ゲイビ、後藤、佐藤
杉山、染谷、髙田、中嶋、馬場
日暮、富士川、森市、渡邉　各会員

出席率　62.26％

53名

20名

2011 柏まつり 

平成 23 年７月 23 日（土）、24 日（日）に、2011 柏まつりが開催されました。
花火とうちわの配布をしました。

社会奉仕委員長   榎本  洋史
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通常例会 

1.点鐘 

1.会長挨拶 

1.幹事報告 

1.卓話 

1.点鐘 

安川 武年 会長 

安川 武年 会長 

松本 ユミ 幹事 

嶋田 英明 会員 

安川 武年 会長 

 

 

 ７月２４日（日）柏まつりの柏西クラブ・

ブースには、２７名の会員が参加、大いに

盛り上げることが出来ました。地域の中に

ロータリークラブの存在感を広めることが

出来たと思います。花火セットとうちわ配

布のミッションをやり終えた後、休憩場所

の柏西口商店会設営のテント村は、恰も

我々が占拠したかの様でした。 

 今日は嶋田親睦活動委員長の卓話と

チャリティーオークションです。《楽しみな

がら世の中の為になる事をしよう。》の一

環です。 

  今夜はお酒を用意しています。お酒は

会話を弾ませ、その場を盛上げ、懇親を

深める促進剤、触媒のような効用がある

と思います。ヨーロッパの例会では、昼も

夜もワインが出るのは当たり前です。 

 お酒の余勢を駆って成功をさせましょう。

ここで得られた収益金は被災地復興支

援のために役立たせて頂きます。 

 

 

 

本年度親睦委員長を拝命しました、嶋

田英明と申します。 

15 年間 RC を務めさせて頂いた中で

2003～2004 度に続き 2 度目になります。 

当時の会長は鈴木健吾さんでした。8 年

も前の事なので前は前として新たな気持

ちで努めさせて頂きます。 

今年の特徴は私の独断で 4 人の小委員

長をいただきましたので、筆頭副委員長

は RC 歴の 1 番長い森市さんになります

が、森市副委員長には、ゴルフの担当を

お願い致しました。インターゴルフ 2 回南

との親睦ゴルフです。升谷庸さんには、

旅行担当で、京都旅行、打ち上げ旅行、

世界大会旅行等を運営、又、親睦会等

も企画して頂きます。塚本副委員長には、

年 6 回行う予定の親睦委員会の書記と

1. 第 10 分区会長・幹事会の案内 

日時： 8 月 25 日(木)18：00～ 

場所： 三井ガーデンホテル柏 

2. 地区 R 米山記念奨学会委員会セミナーのお知らせ 

日時： 8 月 27 日(土) 14：00～16：00  

場所： 千葉商工会議所 14F ホール 

3. 第 10 分区ガバナー補佐よりガバナー補佐経費(5 万円)・手賀沼エコマラソン広

告協賛金(1 万円)納入の依頼 

4. 東日本大震災復興を支援する柏市民の会事務局より『気仙沼少年野球チーム

来柏歓迎会及び市民の会懇親会の開催について 

日時： 8 月 19 日(金)18：00～20：00 

場所： マリベール柏 

参加費： 5,000 円  (参加ご希望の方は事務局まで) 

5. 例会変更のお知らせ 

柏東 RC：8/11(木)は休会 

柏 RC：8/17(水)は休会 

松戸 RC：8/17 は休会 

6. 受信 《活動計画書》松戸東 RC・松戸西 RC 

会長挨拶 

会長 安川 武年 

幹事報告 

幹事 松本 ユミ

卓話 

親睦活動委員長 嶋田 英明



 
 
 

次回の例会は 9 月 2 日（金）通常例会です。 
クラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時 

 榊 隆夫 090-9005-8627 まで 

会計をお願いしております。最後に秋元

副委員長には、年 3 回のチャリティーオ

ークションの進行役を努めて頂きます。

本日も行われますが楽しみにしていてく

ださい。 

それから新入会員は全員親睦に入って

いただく事になりましたので、今回の五十

石さんには、升谷庸さんに付けてびしっと

旅行仕切っていただこうと思っておりま

す。 

又、親睦の大切な仕事として、毎例会の

受付が有ります。親分として鈴木子郎さ

んに仕切っていただくつもりです。 

又、新人は、早く顔と名前が一致する様

に努めて頂きます。 

以上で大まかな親睦の決め事ですが、

けっこう突っ走る会長ですので、会長と意

思の疎通を計って頑張っていきます。 

そして親睦は、縁の下の力持ち的存在

だと思っておりますので、他の委員会で

手が足りなかったり、他にも必要なときに

声を掛けて下さればお手伝いさせて頂き

ます。 

新しいメンバーをおりますので、私の自

己紹介と、仕事の話を少しさせて頂きま

す。 

生まれは、 

福井県福井市で海まで 500m、東尋望と

越前岬の中間、海あり、川あり、畑あり、

山あり、田んぼありの自然豊かな所に 15

才まで住んでいました。 

高校は、寮生活、野球部、主将 

卒業後、親父の弟の叔父さんの処で左

官見習いを 1 年 19 才の正月に上京、本

やレコードの営業中、前の会社の社長と

知り合い、看板業に入りました。そこで 13

年半、現場営業をやり 32 才で独立、28

期目に入りました。社員は 13 名です。 

家族は、26 才で今の女房と結婚 

現在、長男 32 才 

長女 30 才 

次女 26 才 

 

ロータリーの前は、 

36 才で柏青年会議所入会 

40 才で第 22 代理事長 

同藤心小学校 PTA 会長 

柏にプロサッカーチームを呼ぶ会発足 

43 才 柏西ロータリークラブ入会 

44 才 逆井中学校 PTA 会長 

以上で、クラブ管理運営委員会の卓話

とさせて頂きます。 

 

 

ニコニコ BOX ありがとう！ 

★柏まつりありがとう 

 榎本 会員 

★オークション用出品忘れました 

 塚本 会員 

 

ザ・クレストホテルにて秋元親睦委員の進行でチャリティーオークションを開催いたしました。 

総額：147,500 円が集まりました。 

  

チャリティーオークション 

親睦活動委員長 嶋田 英明

出席報告 

会員数：53 名 

欠席者：17 名（メーキャップ除く） 

小澤、後藤、小溝、佐藤、杉山、鈴木（桂）、染谷、高

田、富士川、渡邉 各会員 

出席率：40.04％ 
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通常例会 

1.点鐘 

1.会長挨拶 

1.幹事報告 

1.卓話 

1.点鐘 

安川 武年 会長 

安川 武年 会長 

松本 ユミ 幹事 

小溝 正行 会員 

安川 武年 会長 

 

 

 先週の夜間例会では、嶋田親睦活動委員

長の卓話の後、チャリティオークションをしまし

た。初めての試みで、上手く行くかどうか不安

でしたが私は大成功だったと思います。皆さま

はそれぞれの思いがあったとは思います。次

回にそれを活かしたいと思います。沢山の提

供品が集まったのは想定外でしたが、時間の

都合で全品は捌けないと思い、次回に持ち越

すよう話をしていたのですが、勢いで僅か３０

分間で見事に全品売り切ってしまったのも想

定外でした。親睦活動委員の皆さまはじめク

ラブの皆さまのご協力で１４万７千５百円の収

益金が得られました。提供品は皆様の思い入

れがあって入手した品々で、時価で値踏みし

たらこの３倍か４倍だと思います。買い手は購

買したお金が世の中に役立てられると思いつ

つも、損得の心理が働きますから差が生じる

のは宿命的だと思います。価値ある貴重なお

金ですから、それこそ効果的で魅力ある使い

みちをしなければと思います。 

 翌日の７月３０日は例年通り今年も老人ホー

ム「ボンノールガーデンやわた苑」にタオルを

持参して慰問に行って来ました。参加者は勝

田会員、嶋田会員、升谷会員、松本幹事、安

川の５人です。前庭に設営された納涼盆踊り

大会会場は例年通りの賑やかな光景でした。 

  ８月２日、柏南クラブ納涼例会に行って参り

ました。第１０分区５クラブの面々が一同に会し

て大盛況でした。ご馳走もたっぷり、お酒も飲

み放題で、あれだけのことをやってのける柏南

クラブのエネルギーは半端じゃないと思いまし

た。 

  ９月１０日は移動例会で柏レイソルのサッカ

ー観戦になりますので、それに関連した「なで

しこジャパン」のことに触れたいと思います。母

国に凱旋したチームに対し総理大臣顕彰に

するか、国民栄誉賞にするか迷ったようです

が、後者に決まりました。様々な災難が降りか

かり閉塞感が漂う日本に、諦めない心で元気

づけてくれたことを考え良かったと思います。

米国チームの力でねじ伏せるような強烈なパ

ワーに引き離され、２度までも追いついた時に

は神風が吹いたと思いました。これだけ偉業

を成し遂げたのですから、物語が作られメディ

アで報じられがちですが、ニューズウイークの

記事は客観的な見方で『なでしこジャパン』の

勝因を分析しております。Ｗ杯優勝を支えた

要因の９０％は選手の実力が世界のトップレベ

ルにあったことであり、残りの１０％はいくばくか

の運と、勝利を宿命付けられていなかったた

めに伸びやかにプレーできた事だろう、と見て

おります。柏レイソルも今トップクラスの成績で

すが、似ていると思います。 

1. 例会変更のお知らせ 

松戸東 RC：8/12(金)は休会 

：8/26(金)はチャリティー夜間例会 

我孫子 RC：8/16(火)休会 

 

2. 受信 《その他》柏市市民の会『カシプロ通信』 

会長挨拶 

会長 安川 武年 

幹事報告 

幹事 松本 ユミ



 

 趣味はAccessを使った簡単なパソコン

ソフトの作成とナンバープレイス（数独）

ですが、本業が税理士ですので近年の

税務事情のうちの書面添付制度につい

て述べたいと思います。 

皆さんはあまり聞いたことはないと思いま

すが、税理士法33条の2には「税理士が

税務の専門家として当該申告書の作成

に関し、計算し、整理し、又は相談に応じ

た事項を財務省令で定めるところにより

記載した書面を当該申告書に添付する

ことができる。」と定めています。（書面添

付） 

税理士法 35 条１項には「書面添付された

税務申告書が提出された場合、税務署

は調査の前に記載事項に関して税理士

に意見を述べる機会を与えなければなら

ない。」とあります。（意見聴取） 

意見聴取では、連絡を受けた税理士が

税務署に出向き、申告書に添付した書

面の内容を述べるとともに、税務署の質

問に答えます。その結果、添付された書

面が有用であり、意見聴取により不明点

が明確になれば、税務調査が無くなるこ

ともあります。その場合は「意見聴取結果

についてのお知らせ」により調査を行わな

いことが税理士に文書により通知されま

す。仮に調査に移行する場合であっても、

要点の絞った税務調査になり、日程・時

間の短縮になります。 

しかし書面に虚偽記載があった場合は

税理士法 44 条の懲戒処分の規定により、

１．戒告 

２．1 年以内の税理士業務の停止 

３．税理士業務の停止 が適用されま

す。 

従来の書面添付制度では税理士にとっ

て罰則のみでメリットがありませんでした

が、新制度になって意見聴取により帳簿

書類の調査が省略になることがあるので

時間が節約でき心労も軽減されるメリット

があります。 

皆さんの会社でも会計事務所に丸投げ

して全部お願いしている場合はむづかし

いですが、自社で正確で漏れのない経

理処理を行って会計事務所に適時に税

務監査をしてもらい誤りが有れば訂正し

た財務データから作成された正確で良

質な申告書を作成出来るのであれば、

関与税理士さんに「書面添付」をお願い

してはいかがでしょうか。もしかしたら意見

聴取により税務調査が無くなるかもしれま

せん。 

ニコニコ BOX ありがとう！ 

★入院記念 

 小阪 博司 会員 

★タオルいっぱいありがとうございます 

 吉野 会員 

 

出席報告 

会員数：54 名 

欠席者：22 名（メーキャップ除く） 

金子、ゲイビ、後藤、佐藤、染谷、高田、田代（健）、中

嶋、馬場、富士川、村田、柳 各会員 

出席率：84.37％ 

卓話 

小溝 正行 会員 

 

  

新入会員ご紹介 

小阪 博司 会員



  

 
 
 

次回の例会は 9 月 2 日（金）通常例会です。 
クラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時 

 榊 隆夫 090-9005-8627 まで 
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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

四つのテスト

　先々週は夏休みで任意休会でした
ので、久し振りにのんびり出来たの
ではと思います。例年のことながら
日本中が大移動による交通渋滞と熱
中症による死亡がニュースになりま
した。
 　先週１９日は高島屋屋上ビャー
ガーデンでの納涼移動例会の予定で
した。開放感にうたれて飲むビール
は格別ですから、楽しみにしていた
方も多かったと思いますが、雨で中
止になり残念でした。
　２０日の土曜日、地区の国際奉仕
セミナーが開催され参加してきまし
た。青少年交換プログラムの話が中
心でした。山田ガバナーは、ＷＣＳは
ＲＩのプログラムから消えてしまっ
たけれど、今まで行って来たクラブ
はどうか今まで通り 推進して下さ
い、とことある毎に言っておられま
す。当クラブは一昨年、昨年度台中
港東南クラブとＷＣＳマッチング・
グラントをやって来ており、今年度
の方針でもありますので継続を希望
していることを台中港東南クラブへ
伝えています。
　台中港東南クラブからは会長・幹
事名で返信が届いています。養護施

設への贈呈式を大々的にやるようで
すが、こちらとしてはガバナー訪問
と重なりますので参加出来ない旨伝
え、祝辞を送りました。
 　話は変わりますが、日本経済の復
興の見通しが付きつつあった矢先に
急激な円高になり、非常に気になる
問題です。電力不足、円高、海外の
景気後退のトリレンマに遭遇してい
ます。
　大手企業が国内での生産を諦め海
外に生産拠点をシフトしていますか
ら、そこから受注依存していた中小・
零細企業はひとたまりもありません。
政府も国内産業の空洞化と雇用の縮
小を防ぐために、中小企業向けの低

利融資など円高総合対策を打ち出そ
うとしております。
　ニューズウイーク誌に「米国の経
済を救う処方箋」というタイトルで
３人のノーベル賞経済学者の意見が
記載されていました。今日の窮状は、
財政規律がないがしろにされてきた
まま、給付金のばら撒きが行われて
きたためで、国や銀行の財務状態の
建て直しが急務だ、財政支出を削減
して、雇用拡大と経済成長を促して
歳入を増やす政策を取るべきだ、と
いうことに集約されております。日
本も同じことが言えるのではないで
しょうか。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　川和 弘行 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1.　安川武年会長へ米山功労者（第3回マルチプル）感謝状及び表彰品の送付

2.　米山奨学生とロータリアンの合同懇親会の案内
 日 時：9月11日（日）17：00～19：00
 場 所：SKY WINDOWS東天紅（千葉市中央区 センシティータワー）

3.　9月のロータリーレート＝1ドル78円

4.　柏ローターアクトクラブ例会での卓話（ロータリアン）の依頼
 柏西RC担当＝10月、来月1月・4月（第4木曜日）

5.　例会変更のお知らせ
 松戸西RC ：8/31（水）休会
  ：9/14（水）は9/10（土）夜間例会に変更
 印西RC ：8/31（水）休会
  ：9/14（水）はガバナー公式訪問

6.　受信《活動計画書》野田RC



会員増強について

　会員増強委員会の川和でござい
ます。
　私は、昭和５７年にロータリー
に入りました。最近数年は、会員
増強に携わっています。
　今年度内に会員数１０％ＵＰを
目標に会員増強を掲げております。

現在５２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。
　現在、１クラブの平均人数は３
５名です。５年前は５０名でした。
１番多い所は東京ロータリーで３
２３名です。１番少ないクラブは
３名です。いったいどうやって運
営しているのでしょうか。会員増
強のためには、「より強力な、魅力
あるクラブに」していかなければ
なりません。 
　東日本大震災において、沢山の
方がボランティアをされています。

この中には、ロータリーに入会さ
れると良い方が沢山いらっしゃる
と思います。
　また、企業の一番の社会貢献は、
雇用の創出だと思います。わが社
は、毎年、４～５名の新卒者を採
用しています。
本年度の目標は、
1. 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。 
2. 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。で
す。
宜しくお願い申し上げます。

卓 話
会員増強委員会 
　委員長 川和 弘行

次回の例会は9月10日（土）夜間移動例会です。 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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡島、金子、小阪、後藤、佐藤
東海林、染谷、髙田、中嶋、日暮
富士川、渡邉　各会員

出席率　85.71％

54名

12名

BOXありがとう！
ニコニコ

パートナー誕生日
木村 和俊会員

□　9月  2 日（金） 【ガバナー公式訪問例会】―第 2回クラブ協議会・お祝い事―
 卓話＝山田修平ガバナー
□　9月  9 日（金） 【休会】9/10（土）に振替
□　9月 10 日（土） 【移動例会】―サッカー観戦―
 柏レイソル vs 名古屋グランパス
 集合＝18：00
 場所＝日立総合グランド内体育館（℡7162-2201）
□　9月 16 日（金）【通常例会】
 卓話＝杉山　智新世代育成委員長
□　9月 23 日（金）【休会】秋分の日
□　9月 29 日（木）【合同例会】―第 10 分区情報研究会―
□　9月 30 日（金）【移動例会】―第 1回インターゴルフ・
  チャリティーオークション―
 ゴルフ＝時間
 場　所　かさまフォレストCC
 例　会＝点鐘  19：00
 場　所   西口”八ちゃん“
 （※例会につきましては、８/２５日FAXでご案内いたします）

  【地区の行事予定】
 ◇　9月 12 日（月）地区大会記念ゴルフ大会（木更津GC）
 ◇　9月 11 日（日）米山記念奨学生とロータリアンの合同懇親会
 　　（センシティータワー；千葉そごう西隣ビル）

9 月の行事予定
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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
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四つのテスト

　 山田ガバナー様、 森ガバナー
補佐様、石戸補佐幹事様ようこ
そいらっしゃいました。
  本日は山田ガバナーをお迎えし
ての公式訪問例会になります。
当クラブの実体を知って頂き、
いろいろご指導を頂ければと 思
います。
山田ガバナーは２年前当地区が
６２５０地区（米国・ウィスコ
ンシン州）からＧＳＥチーム迎
えた時に、ガバナー補佐として、
房総エリアの滞在スケジュール
と予算案を立てた方で、海図も
なく戸惑っていた私たちに、率
先垂範してパイロット役を果た
していただいた事で、強く印象
に残っております。このときの
房総プランが全てのエリアのモ
デルになったのでした。
  午前中はガバナーとの懇談会を
行い、先ほど終えたばかりでご
ざいます。会員増強・拡大の話
合いが中心でした。当クラブも
「高い目標を掲げ、是非ともチャ
レンジして頂きたい。」と発破を

掛けられました。
　これからの例会でガバナーに
卓話をお願いし、その後クラブ
協議会を開催、発表後講評をお
願いして終了となります。終了
後、山田ガバナーを囲んでささ

やかな慰労会を開催します。
 長丁場になりますが、よろしく
お願い致します。

ガバナー公式訪問例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶
幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

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・
ピンの送付榎本洋史会員・鈴木桂三会員

2. RYLA実行委員会（杉山智新世代育成委員長）開催の案内
 日 時：9月 17 日（土）18：00～19：30
 場 所：千葉市　市民会館

3. 10 月の米山月間　米山奨学生の卓話の申込依頼

4. 例会変更のお知らせ
 　我孫子 RC ：9/6（火）はガバナー公式訪問
  ：9/27（火）は 9/29（木）の『分区情報研究会』に振替
 　柏南 RC ：9/13（火）は振替休会
  ：9/17（土）は『バーベキュー例会』
  ：9/20（火）は『インターゴルフ及び夜間例会』
  ：9/27（火）は振替休会

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　山田 修平 ガバナー

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



皆さんこんにちは。国際ロータリー
第 2790 地区ガバナーの山田修平で
す。所属は第４分区の木更津東Ｒ
Ｃです。どうぞ宜しくお願いしま
す。
私は、本年度地区の方針を「より
強力な　魅力あるクラブに」とし、
10 項目の重点目標を掲げました。
少し多いと思いましたが、各委員
会でそれぞれ活動する際に分かり
やすくしようと考えました。
強力なクラブとは、どんなクラブ
なんでしょうか。私は会員がロー
タリーに精通していて、例会は厳
粛に開催しているクラブと考えて
います。新会員や外部の方が例会
に出席した場合に、さすが柏西Ｒ
Ｃは素晴らしい例会を開催してい
ると感じられるような例会を開催
すべきだと思います。
10 項目の重点目標の内、特に 10％
の会員増強を各クラブにお願いし

ています。柏西ＲＣは、本年度 51
名でスタートをされました。地区
内 84 クラブ中 50 名以上のクラブ
は９クラブのみになっております。
ロータリーの友８月号に、日本国
内のクラブの会員数の多いクラブ
ベスト 30 が掲載されました。この
中に第 2790 地区のクラブは１つも
入っておりません。千葉県と言う
人口の多い県から、ベスト 30 に入
るようなクラブが無いのは残念に
思います。柏西ＲＣが、会員増強
に力を入れられまして、近い将来
100 名以上のクラブになるように
期待致しております。
10 項目の重点目標には入れており
ませんが、クラブの長期計画を策
定して頂きたいとお願いしていま
す。ロータリーは単年度制ですか
ら、長期計画なんかいらない、と
お考えかも知れませんが、クラブ・
リーダーシップ・プラン (ＣＬＰで
は、長期計画の立案が第１ステッ
プなんです。クラブの委員会構成
を推奨クラブ細則に規定している
委員会構成に直すのがＣＬＰだと
思っている方が非常に多いですが、

そうではありません。ＣＬＰはクラ
ブを活性化するための手法ですか
ら、委員会構成はどちらでもよい
のです。先ず長期計画を立案し、
この長期計画と調和した年次目標
を設定し、会員を計画過程に参加
させ、ロータリーの活動に関する
情報を伝えるためのクラブ協議会
を開催し、地区の諸機関とコミュ
ニケーションを図り、将来の指導
者を育成する、これらの後で委員
会構成をどうするかを決定するの
です。更にＣＬＰは、会員間の親
睦を深めるような機会を提供し、
会員全員がクラブのプロジェクト
や運営に活発に関与し、新会員の
オリエンテーション、現会員に継
続的教育の機会を提供し、指導力
育成プログラムを受けるようにす
る。これらがＣＬＰなんです。
柏西ＲＣが、より強力な、魅力あ
るクラブになりますよう、そして、
会員数が 100 名を超えるように大
いに期待申し上げます。
本日は、有難うございました。

卓 話
国際ロータリ第 2790 地区
　ガバナー　山田 修平

第２回クラブ協議会 ―ガバナー公式訪問―

【国際ロータリ第 2790 地区】
ガバナー　山田 修平

Ⅰ.2011-12 年度 RI テーマ
「こころの中を見つめよう　博愛を
広げるために」
3つの強調事項
①「家族」万事は家族から始まりま
す。
②「継続」私たちが得意とすること
は何かを知り、それを継続しながら
次のレベルへと高めていくことで
す。
③「変化」改善できること、変えるべ
きことがあることを、私たちは知っ
ています。
こうした事実を勇気をもって見据
え、変えるべきことは何かを見定
め、必要な変化をもたらしていくた
めに行動しなければなりません。
Ⅱ. 第 2790 地区の方針
「より強力な　魅力あるクラブに」
強調事項
①五大奉仕部門への理解と実践－

　クラブ委員会数の見直し
②各クラブ 10％の会員増強
③会員研修の充実
④クラブ例会の充実
⑤職業奉仕の重要性の再認識
⑥各クラブで社会奉仕部門での新
規事業の立ち上げの検討と実践
⑦国際奉仕活動への関心と実践
⑧新世代の健全な育成
⑨ロータリー財団と米山記念奨学
会への理解と協力
⑩RI 国際大会参加の推進
Ⅲ. ロータリーの歴史から学ぼう
最初は会員間の取引による事業上
の利益の増大と親睦から始まった
ロータリーは、奉仕を取り入れて、
素晴らしい組織になって行きまし
た。これらの変化はロータリーの創
設期に、殆ど形成れました。これら
の歴史を学び、ロータリーを理解し
ましょう。創立からの歴史の内、次
の各事項は特に調べてみましょう。
①1905 年 2 月 23 日最初の例会開

催ロータリアン 4 名出席ポール・
ハリス 36 才
②第 2回会合に、ハリー・ラグルス
（歌を取り入れた。ポール・ハリス
が 78 才で死亡した時に存命してい
た唯一の創立会員）他 3 名が加わ
り、7名のメンバーとなる。
③1905 年 3 月 23 日、3 回目の例会
　15 名が出席ロータリー・クラブ
の名称が決定された。会員身分は 1
年問有効で毎年有資格を
認められる必要あり。入会記念日に
4分の 3の賛成票が必要。
理事会を選任。会畏選出⇒シルベス
ター・シールが初代会長に就任。
④1995 年 10 月　最初の会員名簿
印刷　30 名の会員。　1 年余り後に
は、80 名。
⑤5 回目の会合では会員数が多く
なり、会合を開ける会員の事務所が
限られてきた。
ホテルを会場にすることが提案さ
れ、会議窒を無料で使わせてもらっ



た。その後 7 月と 8 月を除いて、例
会は 1週おきに開催、昼食か夕食が
提供された。
⑥1906 年 1月　最初の定款を採択。
次の 2ヵ条であつた。
1. 本クラブ会員の事業上の利益の
増大
2. 通常社交クラブに付随する親睦
およびその他の特に必要と思われ
る事項の推進
⑦1906 年 4月　ドナルド・カーター
が入会。入会前に定款を見て、「こう
いうクラブは会員以外の人の役に
立つようなことが出来れば将来性
がある。クラブは何か公共の奉仕を
するべきだ」と云った。それを聞い
たポール・ハリスは「是非入会して
奉仕を取り入れるように」要請し
た。ドナルド・カーターが入会後、
定款に、
3. シカゴ市の最大の利益を推進し、
シカゴ市民としての誇りと忠誠心
を市民の問に広めるが追加された。
これがロータリー史における大き
な転換期となった。
⑧1908 年　マニュエル・ムノズが
サンフランシスコ出張の予定を
ポール・ハリスに話す。ポール・ハ
リスは、同地の実業家にロータ
リー・クラブの話しをするよう依
頼。ムノズは到着したその日にホー
マー・ウッドという若い弁護士に
話し、サンフランシスコロータ
リー・クラブが誕生。ウッドはオー
クランドに向い、同地にもロータ
リー・クラブ誕生となった。その後
全米に拡大して行った。
⑨1908 年 6 月 28 日チェス・ペリ
一 ( 全米ロータリー・クラブ連合
会の事務長を 32 年間務めた ) と
アーサー・フレデリック・シェル
ドン（「最もよく奉仕する者、最も多
く報いられる」というスローガンを
後日生み出した）が入会。
⑩1923 年セントルイスの国際大会
で「綱領に基く諸活動に関するロー
タリーの方針」後の社会奉仕に関す
る 1923 年の声明」が採択される。 
 
【奉仕プロジェクト委員会】

委員長　勝田 健一
　今年度の奉仕プロジェクト委員
会の目標を発表させて頂きます。ク
ラブ奉仕はロータリーの基礎に当
たります。

　奉仕プロジェクト委員会は、地元
及び海外の地域社会を支援する、教
育的、人道的及び職業奉仕プロジェ
クト
を立案、実行します。
　委員会の中で小委員会がありま
す。
　職業奉仕、社会奉仕、人間尊重、新
世代育成、世界親睦活動 ( 姉妹クラ
ブ ) の５委員会です。
　各クラブの皆様と一緒に連携を
図りながら安川会長の今年度方針
に沿った活動をして参りたいと思
います。
　ある調査によりますと、( 世界の
多くの国で実施されたアンケート )
今、世界の中で一番、他の国々に良
い影響を与えている国はどこかと
いうアンケートをしたところ、日本
が一番になったとの事です。
　今、世界中では、争いが絶えませ
んが、人々の生活の質が向上し、お
互いの国の人達が、交流を深め、親
しくなれば、自然に争い事は少なく
なってくると思います。その為にも
ロータリーの奉仕活動は、とても大
きな役割を占めていると思います。
　最後に楽しい奉仕活動を、皆様と
共にしていきたいと思いますので、
皆様のご協力を宜しくお願い致し
ます。

【会員増強委員会】
委員長　川和 弘行

みなさんこんにちは。
日本のロータリーメンバー、16 年
前にピークでそれから年々減って
毎年全国で約 2,000 人減っているわ
けです。
続きは、下記 URL より音声でお聞
きください。
http://kashiwa-nishi-rc.com/shuuh
o.html

【クラブ管理運営委員会・会長エレ
クト兼務】

委員長　増谷 信一
　クラブ管理運営委員会・会長エ
レクト兼務の増谷です。宜しくお願
い致します。
午前中に、山田修平ガバナーと１０
分区の森ガバナー補佐・石戸補佐
幹部、柏西クラブから安川会長・松
本幹事、そして次期会長として、私
くし増谷・次期幹事と

して、同じ名前の升谷庸ｓんと懇談
会に出席して参りました。
　次年度の柏西クラブの組織・運
営に対して大変参考になりました。
山田ガバナー・森ガバナー補佐、あ
りがとうございました。
　さて、本題の「クラブ管理運営委
員会」について、発表させて頂きま
す。
もうすでに２週続けて、７月１５日
の第１回クラブ協議会、そして翌週
のクラブ管理運営委員長としての
卓話で、私の担当しております「プ
ログラム・親睦活動・出席」の３委
員会の活動計画はお話しをさせて
頂きました。
　まだ通常例会が、今日で７回しか
開催をしておりません、その中で３
回目の発表になりますので内容が
重複をしておりますが、最後まで宜
しくお願い致します。
　クラブ管理運営委員会は、３つの
小委員会で構成されております。
「プログラム委員会・親睦活動委員
会・出席委員会」です。
　そして、クラブ管理運営委員会の
役割は、クラブの効率的な管理運営
に関する活動を実施することです。
　ロータリークラブは、クラブの効
率的な運営を通じてはじめて、地域
社会に奉仕を提供し、会員を維持
し、クラブや地区、ひいては国際
ロータリーのリーダーを生み出し
ていくことです。
まず初めに、
【プログラム委員会】
　プログラム委員会は、会員の意欲
をうながすような例会プログラム
を立案することで、クラブ、地域社
会における奉仕活動への参加を増
やす効果的な例会を計画すること
が大切です。
次ぎに
【親睦活動委員会】
　親睦とは、ロータリークラブでは
ぐくまれる友情です。
多くの場合、親睦は、会員がクラブ
の活動やプロジェクトに積極的に
取り組むための鍵となります。例会
では次ぎの事を配慮することが大
切です。
・会員がお互いに知り合えるよう、
席の配置を考える。
・テーブルに名刺を置く。
・クラブの親睦や奉仕活動に、配偶



次回の例会は9月10日（土）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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告
会員数　

欠席者　

秋元、岡島、後藤、佐藤、東海林
染谷、田代、塚本、富士川、村田
柳、渡邉　各会員

出席率　84.37％

54名

12名

BOXありがとう！ビジター ニコニコ服部 秀雄会員（柏南RC）
河合 嘉久会員（柏南RC）

本人誕生日
小澤会員

パートナー誕生日
鈴木（子）会員
中村（博）会員

写真ありがとう
中村（佳）会員、榊会員、松本会員、増谷会員、椎根会員
水野会員、髙田会員、宇田川会員、嶋田会員、根来会員、飯合会員
鈴木（桂）会員、安川会長、鈴木（健）会員

山田ガバナーようこそ
安川会長

柏南　服部 秀雄会員、河合 嘉久会員

新店オープンしました
日暮会員

者や家族にも参加してもらう。
　今、柏西クラブではすでに実行し
ております。
これからも親睦活動委員会の皆様、
宜しくお願い致します。
最後に
【出席委員会】
　出席委員会は、親睦活動委員会や
プログラム委員会と一緒に例会出
席率をあげる
よう。参加しやすく楽しい例会運営
に努めます。
　クラブ活動計画書に、一年間の例
会日程が出ておりますので、うまく
時間を作って頂き、一人でも多くの
会員が例会並びに事業や行事への
参加出席が出来ますようお願い致
します。
以上で、クラブ管理運営委員会委員
長としての発表とさせて頂きます。
　ありがとうございました。

【クラブ広報委員会】
委員長　田代 健一

　クラブ広報委員会は、IT・雑誌広
報委員会、クラブ会報委員会、の会
員７名で構成されています。
　今年度の活動計画は、安川会長の
お言葉「温故知新の心」で取り組み
ます。
　柏西RCは、インターネットを活
用し会員のみならず広く地域への
広報活動を行っています。
　今年の活動内容は、これまで柏西
RC が培ってきた伝統を継承し、会
長、幹事、各委員会との連絡を密に
しながら会員への広報活動、また地
域へのクラブ活動の広報に取り組

みます。
　具体的に申しますと、柏西RCの
ホームページは、これまでの地域に
密着した活動など紹介してます。
　性別、年齢、職業、さまざまな分野
の紳士、淑女の会員の皆さんのアイ
デアや得意分野のお力を借りまし
て、山田ガバナーのお言葉のように
「より強力な魅力あるクラブに」に
進めたくこれからの行事や例会、卓
話など紹介し分区の会員の方々の
参加も大いに歓迎し定期的な合同
分会の開催やゴルフ、お花見、など
の懇親会も大切な魅力あるクラブ
活動の一環でございます。

【ロータリー財団委員会】
委員長　鈴木 桂三

　こんにちは、ロータリー財団委員
会の鈴木です。本年度の当委員会の
活動目標についてお話ししたいと
思います。先日のクラブ協議会の内
容と多少重複してしまいます。
　ロータリー財団の正式名称は、国
際ロータリーのロータリー財団で
あります。国際ロータリーは私達
個々のロータリークラブの集合体
であります。すなわちロータリー財
団とは、私達個々のロータリークラ
ブのロータリー財団とも言えます。
そして国際ロータリーとロータ
リー財団の関係は切っても切れな
い、一心同体の関係にあります。
　私達は毎週のように「奉仕の理
想」というロータリーソングを皆で
歌っております。その歌い出しに
「奉仕の理想に集いし友よ」とあり
ます。私達はロータリーの奉仕の理

想を実現する為に集っている仲間
です。ロータリーの奉仕の理想とは
他の人々の為に役立つことです。
　病気、貧困等で困っている人々に
援助の手を差し伸べる、世界で良い
事をしようよと集まっているのが
ロータリアンです。
　私達ロータリアンは親睦を深め
ることも大切ですが、同時に奉仕の
理想を実践することも忘れてはな
りません。これが両立できてこそ充
実したクラブライフが送れるので
す。
　皆様から寄せられたロータリー
財団への年次寄付はその半分が
DDF（地区財団活動資金）として地
区財団委員会に戻され、教育的プロ
グラム ( 国際親善奨学金 ) や人道的
プログラム（各クラブへの地区補助
金等）に 100％有効に使われていま
す。又、残りの半分はWF（国際財団
活動資金）として同様に、グローバ
ルな教育的、人道的分野に 100％有
効に使われております。
　クラブ全員で、このロータリーの
奉仕の理想を具現化する為に協力
していきませんか。
　一人一人の力は小さくても世界
１２０万人のロータリアンが一人
一人協力すれば、大変大きな力にな
ります。世界の１２０万のロータリ
アンが毎年一人 100 ＄を寄付すれ
ば、毎年１億２０００万＄をロータ
リーの究極の目標である世界平和
の実現の為に使うことが出来ます。
　毎年あなたも 100 ＄をに御協力
下さい。
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　　　　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
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四つのテスト

　本日はサッカー観戦と言うこ
とで、ここ日立サッカー場に会
場を移しての例会になります。
トップ争いをしている同士の
ゲームですから、白熱した試合
になることと楽しみにして来ま
した。
　先週はガバナー公式訪問例会
で、長丁場で皆様ご苦労様でし
た。終了後の懇親会には１２名
の会員が最後まで残って下さい
ました。ガバナー、ガバナー補佐、
補佐幹事に対して懇親（慰労）
の宴が賑わって良かったと思い
ます。
　皆様のご協力に感謝いたしま
す
　クラブ協議会は年度始めに
行った前回第１回目の繰り返し
で、拙い運営だったと深く反省
しております。対話形式にする
とか、一工夫あったら良かった
と思います。 次年度以降は反面教
師にして頂きたいと思います。

９月１０日 ( 土 ) 日中はうだる様
な暑さでしたが、メンバーが集
まった６時頃には、だいぶ涼し
くなり、絶好の観戦日和でした。
６時に安川会長に依る点鐘に始
まり会長報告、続いて松本ユミ
幹事報告、点鐘となり、食事に
入りました。高島屋さんの特性
弁当に満足した後、6：30 分にグ
ランドに入りました。酒好きは
すぐにビールを手にして和気
合々の中 19：00 キックオフ、前
半はレイソル選手の動きが悪く、
0：1 でおされておりましたが、
後半は、動きが全々違い２点と
り 2：1で勝利となりました。
又、当日は米山奨学生のマハル
ジャンも参加し興奮しておりま
した。
馬場氏はお孫さんをヒザの上に
抱いての観戦、秋元氏は娘さん
とでとても良かったです。
試合後は「いこい」で懇親会を

１３名で行いました。サッカー
談議やロータリ談議で勝利の美
酒をかみしめました。
その時に柏レイソルさんから電
話が入り本日は充分なおもてな
しができなくて申し訳ございま
せんでしたとの事でした。私の
方からの質問で監督の１発レッ
ドカード　沢山の試合見学の中
で初めての出来事なので内容を
聞きました処、器物破損を行っ
たとの事でした。
色々な事があるもんだとびっく
り致しました。
当日、ビールをごちそうして下
さった方々、準備をした親睦委
員の皆様本当にありがとうござ
いました。
観戦例会も何回かあった中で最
高でした。
柏レイソルの J1 優勝を期待しつ
つ・・・・・・

移動例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

親睦活動委員長　嶋田 英明 

サッカー観戦　柏レイソル vs 名古屋グランパス
1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. サッカー観戦例会

1. 点　　鐘　安川 武年 会長
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■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/2011/
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創創 立：立 197511975年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　 先週はサッカー観戦の移動例会で
したが、名古屋グランパスとの白熱
戦の末、２－１で柏レイソルが勝ち
ました。その後、居酒屋で祝勝会を
やりましたが、勝って飲む酒は格別
ですね。
　８月が［会員増強及び拡大月間］
でそれに因んで川和会員増強委員長
に卓話をお願いしたのですが、９月
は［新世代のための月間］ですので、
本日は杉山新世代育成委員長に卓話
をお願いしてございます。ロータリー
には、青少年育成の為のプログラム、
委員会が用意されていますが、必ず
しも上手く機能して、成果を上げて
いるわけではありません。私達が思
い描いているビジョン、思い入れと
若者たちの志向する行動、考え方、
意識との間に、大きく乖離してもの
があるのかも知れません。
　ローターアクトクラブは形骸化し
ていて、かってのような存在感があ
りません。当クラブ理事会でも、会
長幹事会でこの問題を取上げ話合い
をして欲しいと強い要請がありまし
た。

会長幹事会では討論が煮詰まらず、
再度、理事会の要請応じて提唱３ク
ラブだけで関係者の範囲を広げずに
討論会を実施しました。
　出されたいろいろなご意見は議事
録にまとめ、次年度以降の取り組み
の参考にして頂くよう申し送ること

にしました。
　先日、山田ガバナーが公式訪問さ
れたされた時、地区としてはこのこ
とをどう考えているかお尋ねしたが、
青少年交換も同じ様な問題を抱えて
いるとのことでした。

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶 幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1. ロータリー財団より案内
　地域セミナー 日時：11月23日（水）10：30～18：00
 場所：大阪国際会議場
　メジャードナー午餐会 日時：11月24日（木）12：00～13：30
  場所：リーガロイヤルホテル（大阪市）
2. ロータリー全国囲碁大会・の案内
 日時：10月22日（土）10：00～
 場所:日本棋院会館
3. 地区米山記念奨学会行事参加の案内
　♢地区大会：11月6日（日）
　♢米山梅吉記念館への探訪旅行：10月23日（日）・24日（月）
4. 柏商工会議所創立40周年記念式典・祝賀会の案内
 日時：10月26日（水）15：00～
 場所：マリアチャペルマリベール柏
5. 東日本大震災復興を支援する柏市民の会より「気仙沼市における支援活動状
況」の確認について（視察）

 日時：10月12日（水）柏駅7：00頃出発（詳細は事務局まで）
6. 例会変更のお知らせ
　柏東RC：9/22（木）は9/19（月・祝）移動例会に変更
 「沼南の里ふれあいコンサート」
7. 受　信 《活動計画書》松戸中央RC
 《クラブ会報》印西RC・柏RC
 《その他》カシプロ通信・ポコアポコ通信

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　杉山　 智 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



9 月　新世代のための月間（New 
Generations Month）
1996－97 年度から、従来の「青
少年活動月間」の名称が変わり、
「新世代のための月間」となりま
した。年齢 30 歳までの若い人、
すべてを含む新世代の育成を支
援するロータリー活動に、焦点
を当てる月間です。 
クラブと地区は、指導力養成活
動、社会奉仕プロジェクトおよ
び国際奉仕プロジェクトへの参
加、世界平和と異文化の理解を
深め育む交換プログラムを通じ
て、青少年ならびに若者によっ
て、好ましい変化がもたらせる
ことを認識するものである
新世代の基本的ニーズ、すなわ
ち健康、人間の価値、教育、自
己開発を支援するプロジェクト
に着手するように要請されてい
ます。
“Our vision for the future, now 
more than ever, is the difference 
between success and failure. 
The New Generations are our 
investment in the future. Let us 
begin to bui ld　that future 
today.”

ここで、いくつかの活動を紹介
させていただきます。
ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）
とは、18 ～ 30 歳（厳密には、30
歳になった後の 6 月 30 日まで）
の若年成人を対象に、奉仕を志
向する市民と指導者を育成する
ため、ロータリークラブ（ＲＣ）
が提唱する世界的な団体です。
地域社会を基盤とするＲＡＣと、
大学を基盤とするＲＡＣの 2 種
類のＲＡＣがあり、1 クラブは、
少なくとも 15 人の創立会員でス
タートすることが望まれていま
す。「ローターアクト（ＲＡ）」
の 名 称 は、「ロ ー タ リ ー」

（Rotary）と「行 動」（Action）
からきています。
ローターアクトクラブの誕生
　1960 年代に入って、世界中の
青少年が、共に活動できるよう
な組織をつくろう、という機運
が高まりました。1962 年、国際
ロータリー（ＲＩ）理事会により、
まずインターアクトプログラム
が宣言され、インターアクトク
ラ ブ（Interact Club、ＩＡＣ）が
次々と世界各地に創立していき
ます。しかし、インターアクター
は 14 ～ 18 歳の高校生の年代が
対象で、卒業と同時に会員資格
が失効。これを継続するものと
して、1968 年 1 月に、当時のルー
サー Ｈ. ホッジスＲＩ会長によ
り、「ローターアクト構想」が打
ち出されたのでした。
　1968 年、ＲＩ理事会は、初めて
ＲＡＣの発足を認証。世界最初
のＲＡＣは、アメリカ・ノース
カロライナ州ノースシャーロッ
トＲＣの提唱により、1968 年 3
月 13 日に結成された、ノース
シャーロットＲＡＣです。
日本最初のローターアクトクラ
ブ
　日本最初のＲＡＣは、ノース
シャーロットＲＡＣと同じ 1968
年に創立した埼玉県の国際商科
大学ＲＡＣ（現川越ＲＡＣ）です
（現東京国際大学）。当時の第 357
地区（埼玉県・千葉県　現在は
第 2570 地区・埼玉県）の川越Ｒ
Ｃの提唱で、6 月 1 日に発足。創
立会員 12 人、例会日は、毎週金
曜日でスタートしました。
　2009 年 9 月末現在、日本のロー
ターアクトクラブの数は 280、会
員数は約 6,400 人です。
ローターアクトの目標
1　専門技術および指導能力を養
成すること。
2　個人の価値を認める考え方に
立脚して、他人の権利　を尊重
する観念を養い、あらゆる有用
な職業の道徳的水準および品位
を保持し推進すること。
3　若い人々に地域社会をはじめ

世界各地のニーズと懸念事項を
提起する機会を提供すること。
4　提唱ロータリー・クラブと協
力して活動にあたる機会を提供
すること。
5　ロータリーにおける将来の会
員となるよう若い人々の意欲を
高めること（ロータリー章典
41.020.）。
　つまり、こうした目標をもっ
て、ローターアクターは 3 つの
開発――専門知識、指導能力、
奉仕プロジェクト、に努めるプ
ログラムを編成するのです。

今年度は当分区の何名家のロー
タリアンにローターアクトの例
会に出席していただき、その経
験を活かした卓話をお願いして
います。皆様にもお願いに上が
ることがありましたら快くお引
き受けいただきたいと思います。

青少年交換 　1974 年に、青少年
交換（Youth Exchange）が始ま
りました。国際理解と親善を促
進することを目的として、15 ～ 
19 歳までの高校生を対象に、1 
学年度間、または休暇期間中、
海外へ交換留学・交換旅行をす
る制度です。
 　日本でも多くの高校生を海外
へ派遣し、多くの高校生を受け
入れています。青少年交換の相
手国としては、アメリカとオー
ストラリアが圧倒的に多く、そ
のほかに、南アフリカ、メキシコ、
バミューダ諸島、ブラジル、コ
ロンビア、マレーシア、韓国、
タイ、フランス、ベルギー、ハ
ンガリー、ドイツ、スウェーデン、
フィンランド、デンマーク、カ
ナダなどがあります。

ＲＹＬＡ 　（Ro t a ry  You th  
Leadership Awards　ロータリー
青少年指導者養成プログラム）
の頭文字をとってＲＹＬＡ、ラ
イラといいます。14 ～ 18 歳、
19 ～ 30 歳の若者のためのプロ
グラムで、国際ロータリーが

卓 話
新世代育成委員会
委員長　杉山　智



1971 年に公式に採用。対象年齢
が二分化されているのは、多様
なニーズと成長過程に対応でき
るようにするためです。
 　ＲＹＬＡは、若者の指導者お
よび善良な市民としての資質を
伸ばすことを目的としたプログ
ラムで、セミナーか指導者キャ
ンプのどちらかの方式に基づい
て、クラブまたは地区レベルで
行われます。
 　日本で初めてＲＹＬＡが実践
されたのは、1976 年、当時の第
366 地区（大阪・和歌山）です。
当地区でも、毎年素晴らしい企
画が毎年行われています。ナイ
トラリー、ウォークラリー、芝
増上寺での修行体験などを通し
て将来のリーダー育成を行って
います。当クラブでも毎年数名
の参加者を送り込んでいます。
本年度も来年の２月に企画され
ています。ぜひとも会員の皆様
には青少年を推薦していただく
とともに、RYLA に参加してみ
てください。

次回の例会は9月29日（木）合同例会です。 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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡島、勝田、小阪、佐藤、染谷
髙田、馬場、富士川、村田
湯浅　各会員

出席率　88.88％

54名

11名

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
田代（充）会員

結婚記念日
鈴木（康）会員（40周年）

写真ありがとう
秋元会員、田代（健）会員、榎本会員、岡田会員、塚本会員

皆様ご支援ありがとうございます
後藤会員

新店（松ヶ崎店）無事オープンしました
金本会員

10 月の行事予定　

□　10月  7日(金) 【通常例会】―お祝い事･理事会―
 卓話＝日暮肇　米山記念奨学会委員長
 　　　マハルジャン・ディネシュ　米山奨学生

□　10月14日(金) 【休会】9/29(木)の振替

□　10月21日(金) 【通常例会】
 卓話=中村佳弘　職業奉仕委員長

□　10月28日(金)　【通常例会】
 卓話＝中嶋利生　会員

【地区･その他の行事予定】
◇10/13(木)18:00～第10分区会長･幹事会
◇10/23(日)・24(月)米山梅吉祈念館探訪旅行（奨学生･日暮カウンセラー参
加）

◇10/30（日）手賀沼エコマラソン　ブース参加
※メークアップ（例会を欠席したとき、又は予定されるときの出席の補充）可能
です
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第2790地区 会報　第1702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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1731回  合同例会（2011.9.29）
■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/2011/
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　只今　ご紹介を頂きましたピンチヒッターの会
員増強副委員長の鈴木子郎と申します。宜しくお
願い致します。
　山田ガバナーの重点目標の通り、柏西 RC の会員
増強委員長さんも 10％の会員増強を目標として掲
げました。クラブ全会員に一名以上の入会候補者
の推薦をお願いして増強 10％達成にクラブ一丸と
なって頑張る決意であります。
　当クラブの近年５年間の会員数は五〇～五十五
名の間で推移しております。私見で誠に申し訳ご
ざいませんが、柏西 RC に入会して三十年過ぎまし
たが、当クラブは過去三十数年五十名以下になっ
た記憶がありません。年度切り替えの時、一瞬は
ありますが常に五十名から六十名の間で推移され
てきました。

　過去に三回会員増強委員長を経験させて頂きま
したが、入会して五年から十年ぐらいの会員さん
にご協力頂くことが最高の適任者だと思っており
ます。ロータリーをよく理解され、知識も豊富に
ありクラブ意識が高く友人、知人に声を掛けやす
いし、説明も出来るし、会員増強には適任会員だ
とおもいます。
　退会の問題は、入会後に推薦者や全会員の暖か
い友情の力で仲間意識の高揚に心掛けることが重
要です。勝手に思うがまま話しましたが、そろそ
ろ時間ですので終わりと致します。

会員増強委員会　鈴木 子郎

会員増強について

発表者　鈴木 子郎会員



　　　　　　　　　　　　　　　　 【会場】　　ザ・クレストホテル柏

【合同例会】

15:30 登録開始

16:00 点鐘

国歌斉唱 「君が代」

ロータリーソング 「奉仕の理想」

ガバナー補佐挨拶

講師ご紹介

参加クラブご紹介

ホストクラブ会長挨拶

幹事報告

点鐘

16:30 開会

16:30 卓話

17:05 各クラブ会員増強委員長発表

17:30 テーブルディスカッション

「１００人クラブを目指そう！」

18:00 発表

18:15 総評

18:20 閉会

【懇親会】

18:30 乾杯

寺嶋哲生

20:00 中締め

　【日時】　　平成２３年９月２９日（木曜日）

司会　補佐幹事　石戸卓志

地区クラブ研修リーダー　﨑山征雄

司会　柏東R.C.幹事　吉田恵次

地区クラブ研修リーダー　﨑山征雄

ガバナー補佐　　森　和夫

【ロータリー情報研究会】

柏東R.C.　中村　裕

柏東R.C.　渡邉　隆

「柏市民の会」気仙沼義捐金のお願い

各テーブル代表者

司会　補佐幹事　石戸卓志

ガバナー補佐　森　和夫

ガバナー補佐　　森　和夫

ガバナー補佐　　森　和夫

ガバナー補佐　　森　和夫

柏東R.C.会長　佐々木るみ子

各クラブ幹事

２０１１-２０１２年度　国際ロータリー第２７９０地区
   第１０分区　合同例会及びロータリー情報研究会

     　　　　　テーマ　『１００人クラブを目指そう！』

ホストクラブ　　柏東ロータリークラブ
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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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1732回  移動例会（2011.9.30）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　昨日は第１０分区合同例会と情報
研究会の長丁場でしたので、お疲れ
さまでした。そして本日は早朝から
インターゴルフと夜間例会とハード
なスケジュールが続いてしまいまし
た。クラブの年間スケジュールが決
まった後に、分区の合同例会が決ま
り、入ってきた関係で日程変更が利
かず、このようになってしまいまし
た。
　今夜の移動例会は親睦活動委員会
の配慮により、柳会員のこの店で開
催することが出来ました。 酒宴の席
で堅苦しい長話は野暮ですので止め
ます。
これからゴルフのパーティーとチャ
リティオークションをしますので、
皆さん存分に疲れを癒し、楽しんで
ください。
　親睦活動委員会の皆様、お世話さ
まです。前回に続いて今回のオーク
ションも成功を祈ります。

移動例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 点　　鐘　安川 武年 会長 優　勝
準優勝
3位
4位
5位
6位

7位タイ
7位タイ
9位タイ
9位タイ
11位
12位
13位
14位

中嶋　利生
増谷　信一
小林　太時
小澤　邦治
金子　正
馬場　弘
日暮　肇
松本　ユミ
飯合　幸夫
鈴木　子郎
鈴木　健吾
嶋田　英明
川和　弘行
森市　直樹

38
53
49
51
45
50
50
58
45
57
51
49
50
59

8.0
24.0
14.0
18.0
4.0
13.0
23.0
25.0
8.0
25.0
11.0
8.0
11.0
17.0

44
50
45
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41
16
58
52
49
54
49
50
53
57
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94
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99
103
116

74.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
85.0
85.0
86.0
86.0
89.0
91.0
92.0
99.0

OUT順　位 氏　名 IN GROSS HDCP NET

2011 年 9 月 30 日　かさまフォレストゴルフクラブ
インターゴルフ

出席報告

出席率　100％

チャリティーオークション

81，500円

BOXありがとう！ニコニコ

大ニコ
古田会員
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四つのテスト

　皆さん、こんにちは。 今月は米山
月間と職業奉仕月間です。それに因
んで今週は米山奨学生のカウンセ
ラー 日暮さんとマハルジャン・ディ
ネシュ君に卓話をお願いしました。
来週は中村佳弘職業奉仕委員長にお
願いしてございます。
　先週は２９日（木）１０分区合同
例会・情報研究会、翌３０日（金）
はインターゴルフ・夜間例会とハー
ドなスケジュールが続いてしまいま
した。
 情報研究会の今年度のテーマは「１
００人クラブを目指そう！」です。
目的を達成するために苦労を重ねる
ことを臥薪嘗胆と言いますが、各ク
ラブにとって余りにも遠い目標なの
で、臥薪嘗胆とは裏腹に気楽に夢を
語り合おうと言うことのようでした
が、意外と真面目な現実的な意見が
出されました。
 翌日のインターゴルフには参加出来

なかったのですが、柳会員の『八ちゃ
ん』で開催した夜間例会では、ゴル
フのパーティとチャリティ・オーク
ションを行い、
親睦活動委員会の皆さんが中心に
なって、場を大いに盛り上げて下さ
いました。
皆さん、ご苦労様でした。参加者が
少なかったのでもっと多ければ更に
盛り上がったと思います。
  １１月５日（土）、６日（日）に地
区大会が開催されますが、今のとこ
ろ参加者は１５～１６名です。バス
を用意していてまだまだ余裕があり
ますので、皆さん誘い合って大勢で
参加したいと思います。
親睦活動委員さんも行き帰りの車中
を楽しく過ごせるように考えてくれ
ることと思います。記念講演は、お
父様が新田次郎、お母様が藤原てい、
という著名な両親を持つ数学者で作
家の藤原正彦さんです。きっと興味
深いいいお話が聞けることと思いま
す。また大懇親会ではジャズ・オー
ケストラが入り、趣向を凝らした楽
しい内容になっています。挙って参
加しましょう。
 風評は科学的根拠が無く、無知な人
が恐れから発した情報が広まって行
くことを指すのだと思いますが、社
会的影響や被害を被ることがありま
す。その最たるものは１０年以上前
に起きたＪＣＯの核燃料施設の臨界
事故でした。あの時は核分裂を起し
て、発生した放射線を浴びて２人死
亡しました。中で発生した中性子線

は８０メーターまでしか届きません。
６０キロメーター離れた筑波山や４
０キロメーター離れた袋田の滝の遠
足が、千葉県の申し合わせで小中学
校で取り止めになりました。放射能
が外に漏れた今回の方が遥かに深刻
です。最近では愛知県日進市が被災
地支援で行った花火大会で福島県製
造の花火が「放射性物質で汚染され
た花火を撒き散らすのか」と市民か
ら苦情がきて、除外されました。花
火の材料は危険物倉庫に保管するこ
とになっているので、土壌汚染や海
洋汚染の影響は受けないと思います。
花火製造元の社長が、「放射線量を測
定して知らせてくれ」と怒るのは当
然だと思います。

通常例会

会長　安 川 武 年

会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長
1. 会長挨拶　安川 武年 会長
1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事
1. 卓　　話　日暮　 肇 会員
1. 卓　　話　マハルジャン・
 ディネシュ奨学生
1. 点　　鐘　安川 武年 会長



　米山月間に因んで（卓話）時間の関係で、ロータリー
米山記念奨学事業とは、どの様なものなのかということ
と、事業に必要な寄付について簡単に説明させていただ
きます。
　米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄
付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を
支給し、支援する国際奨学事業です。事業の使命として、
将来、日本と世界とを結ぶ「架け橋」となって国際社会
で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育
成することです。これは、ロータリーの“平和と国際理
解の推進”そのものです。
　この事業の始まりは、1952 年、東京ロータリークラ
ブが、日本のロータリーの創始者、故・米山梅吉翁の偉
業を記念し、後世に残るような有益な事業を立ち上げた
い、そんな想いから、海外から優秀な学生を日本に招き、
勉学を支援する奨学事業、「米山基金」の構想を発表し

ました。そこには、二度と戦争の悲劇を繰り返さないた
めに、国際親善と世界平和に寄与したい。当時のロータ
リアンたちの強い願いがあったそうです。「将来の日本
の生きる道は平和しかない。その平和日本を世界に理解
させるためには、アジアの国々から一人でも多くの留学
生を日本に迎い入れて、平和日本を肌で感じてもらうし
かない。それこそ、日本のロータリーに最もふさわしい
国際奉仕事業ではないだろうか」

『ロータリー米山記念奨学会史』
クラブ単独事業として始まったこの事業は、わずか 5年
で日本全国の共同事業へと発展。1967 年には文部省（当
時）を主務官庁とする（財）ロータリー米山記念奨学会
が設立されました。以来 50 年以上の歴史を持ち、世界
に類を見ない日本のロータリー独自の他地区合同奉仕活
動となっています。

卓 話 米山記念奨学会 委員会
委員長　日暮　肇

幹事　松 本 ユ ミ

幹事報告

1. 10 月のロータリーレート＝1 ドル 78 円
2. 「ロータリーの友」12 月号「家族月間」特集、『私の家族』原稿募集
 締切は 10 月 27 日 ( 木 )　( 詳細は事務局まで )
3. 地区クラブ研修セミナーの案内
 日時；12 月 10 日 ( 土 )13：00 ～ 16：30
 場所；千葉市商工会議所ホール
4. “世界ポリオデーに参加しよう！
 ポリオ撲滅公開イベント、チャリティ・レセプションの案内
 日時；10 月 24 日 ( 月 )
 公開イベント　15：30 ～ 17：30　青山学院大学総研ビル 12 階
 チャリティ･レセプション 19：30 ～ 21：30　XEX 愛宕グリーンヒルズ
5. 柏ローターアクトクラブ 10 月例会の案内　　
 10 月 13 日 ( 木 )19：30 ～ 21：00
 10 月 27 日 ( 木 )19：30 ～ 21：00　卓話 = 中村佳弘 ( 柏西 RC) 会員
 < 例会場 >BRAINS( 柏市柏 4-7-3)
6. 柏市社会福祉協議会　特別会費 (10,000 円 ) の依頼
7. 例会変更のお知らせ
 我孫子 RC；10/11( 火 ) は社会奉仕活動“れんげの種まき” 
 松戸・松戸西 RC；10/12( 水 ) は第 12 分区ロータリー情報研究会
 松戸中央 RC；10/13( 木 ) は 10/12( 水 ) の情報研究会に振替の為、休会
 柏 RC：10/19( 水 ) は移動例会 ( 新潟方面親睦旅行 )
8. 受信《活動計画書》我孫子 RC
 《クラブ会報》我孫子 RC
 《その他》復興への点鐘 = 地区クラブ奉仕、広報･IT 委員会



事業の特徴として、世話クラブ・カウンセラー制度があ
ります。奨学金による経済的支援だけでなく、ロータリー
との深い交流と精神的ケアを重視しています。奨学生一
人ひとりに、地域のロータリ一クラブから世話クラブが
選ばれ、ロータリーとの交流の起点となります。さらに
その会員の中からカウンセラーが付いて日常の相談役と
なり、奨学生の留学生活が心豊かなものになるように配
慮しています。年間の奨学生採用数はおよそ 800 人、事
業費は 14.6 億円（2009 年度決算）と、国内では民間最
大の奨学事業となっています。これまでに支援した奨学
生数は、累計で 1万 5,776 人（2010 年 4 月現在）。その
出身国は、世界 119 の国と地域に及びます。
　奨学事業の財源は、全国のロータリアンから毎年頂く
寄付で支えられています。2009-10 年度は 13 憶 2,700 万
円で、予算 14 憶 5000 万円に満たなかったため、不足分
を流動資産から補いました。なお、当会の資産は国債な
ど元本償還の確実性が高い方法で運用しており、投資損

失はなく、評価損益もプラスになっています。
　当会への寄付金には普通寄付金と特別寄付金の 2種類
があります。普通寄付金とは日本の全ロータリアンから
クラブを通じて定期的にする寄付で、各クラブで決定し
た金額×会員数分を半期に 1度送金するものです。
（2009 年度平均 :4,517 円）。特別寄付金とは個人・法人・
クラブから、普通寄付金以外に任意でする寄付で金額に
決まりはありません。（2009 年度平均 :9,958）。これは、
毎年金額が変動する特別寄付だけでは、留学生への奨学
金給付という公益事業の安定的・継続的な財源とはなら
ないため、財団法人設立当初から、安定財源として、普
通寄付金を送金してきました。
　米山記念奨学会への寄付金には税制上の優遇措置が受
けられます。また、寄付に対する表彰制度もあります。
米山奨学会へのご理解と寄付のご協力をお願いいたしま
す。

皆様こんにちは！今日は私の母国ネパールと私の色々な
経験やロータリークラブへの感謝の気持ちをお話しした
いです。

ネパール国旗
これはネパールの国旗です。２つの
三角形はヒマラヤ山脈のノコギリ状
の山を示すのと同時に二大宗教（ヒ
ンドゥー教と仏教）を表したものと
解釈されています。月は王室を、太

陽は宰相一家をそれぞれ象徴するといわれます。同時に
月と太陽を結びつけることによって、国が栄える事を意
味しています。また、青はヒマラヤの空の色で平和を、
赤はネパールの国の花であるシャクナゲの色で闘いの勝
利を表しているといいます。

ネパール紹介
首都は私の地元であるカトマンドゥです。カトマンドゥ
の生活は急速に西洋化してきていますが、一方、地方で
は電気や電化製品を全く見ることなく人生を終わらせて
いる人たちも少なくありません。南アジアに位置し、北
の国境を中国のチベット自治区、南の国境はインドと接
している内陸国です。時差は日本より３時間１５分遅れ
です。面積は１４．７万平方キロメートル（北海道の約１．
８倍）で人口は約２５００万人です。公用語はネパール
語ですが、３６以上の民族が存在しそれぞれが独自の言
語を使っています。ヒンドゥー教徒が８割、仏陀の生誕
の地であるネパールには、仏教徒、イスラム教徒、キリ
スト教徒および他もあります。なお、ヒンドゥー教は国

教ではなくなりました。
主要産業は農業、カーペット、観光です。
世界の地図に探しづらいくらい小さい国ですが、世界の
屋根と呼ばれているエベレスト山、マナスル、アンナプ
ルナ、ダウラギリを擁するヒマラヤの領域、ユネスコ世
界遺産にも選ばれた寺院、記念碑、仏舎利塔があるカト
マンズ盆地、王室の別荘地でもあるポカラ盆地などが位
置する山領域、こちらもユネスコ世界遺産であり絶滅寸
前のインドサイが生息するチトワン国立公園、お釈迦様
が誕生であるルンビニがあるタライ平野領域に分けられ
ます。
世界遺産以外にもネパール全域でトレッキング、バン
ジージャンプ、山登り、ラフティング（川下り）、温泉
旅行が楽しめますし、動物サファリが盛んに行われるな
ど、多彩な気候を活かしたレジャーが様々に用意されて
います。
ネパールでは宗教的行事が 祭りとして今も大切に継承
されています。ヒンズー教、仏教、それぞれの地方に根
付いた民族宗教など多くの祭りがあります。
「ネパールってお祭りがいっぱいね」という観光客が多
いです。ネパールは多民族、多宗教、多言語の国で、ネパー
ル人はお祭り好きな国民です。ネパールでは一日で行う
お祭りもあれば何日間も続くお祭りがあります。その中
で代表的なお祭りをご紹介致します。
１・ダサイン　１０日間続くネパール最大のお祭り
２・テｨハル　動物や家族のために祈りを捧げるお祭り
３・インドラ・ジャトラ（クマリ・ジャトラ）生き神ク
マリのお祭りなどです！
カトマンズの冬の平均最低気温は 2 度、夏の平均最高気

米山記念奨学生　マハルジャン・ディネシュ

卓　話



温は 28.3 度。季節は東京とほぼ同じで、昼間は全体的に
東京より暖かいが、夜の冷え込みは東京並みです。
雨季は 5～ 9 月で、特に 6～ 8 月は梅雨の東京よりも降
水量が多いです。それ以外が乾季で、特に 11 ～ 2 月の
天気はとてもよいです。
ベストシーズンと言われている１０から２月にかけて、
乾期で、旅行に訪れヒマラヤを展望するにはもっともよ
い時期です。
皆さん是非この時期にネパールにいらっしゃってくださ
い。

日本に留学を決めたきっかけ
私は母国で親戚が営む日本料理店で働いていました。そ
の親戚は日本人向けツアーガイドもしており、店でも日
本人客とも流暢にコミュニケーションをとっていました
が、当時の私は日本語が分からず悔しい思いをしていま
した。そこで親戚に日本語を習いながら徐々に日本人の
お客さんとコミュニケーションが取れるようになり、次
第に日本への興味が増していきました。そして将来はネ
パールと日本の交流をより深いものにして、両国の架け
橋のような存在になりたいと感じるようになりました。
そのために日本の文化、言葉を勉強したいと思ったのが
日本に留学を決めたきっかけです。 

日本留学を果たしての感想
たくさん日本の文化に触れて日本語を勉強したいと思っ
て来日しましたが、初めは毎日生活のためにアルバイト
をし、日本語学校に通うだけで精一杯でした。慣れない
日本の生活で、睡眠時間も少ない中、勉強とアルバイト
を続けるのはとても大変でした。しかし、大変なアルバ

イトの中でもあいさつや日本の接客態度などたくさんの
ことを学ぶことが出来たことは貴重な経験であったと思
います。

現在の学生生活やテーマについて
現在私は明海大学のホスピタリティツーリズム学部に所
属し、観光や日本のおもてなしの心について学んでいま
す。所属しているゼミでは、実際に青森の八戸などの観
光地を訪れてその土地の文化に触れたり、花毛布と呼ば
れる日本のおもてなしの作法を体験しています。今月の
２９と３０日はゼミで京都と奈良に行くことになりまし
た。

米山奨学金を受けるようになっての変化
私は大学で日本の文化やおもてなしの心について学んで
いますが、ロータリーの奨学生になってから、日本のお
祭りや行事に参加するようになり、新しいことを知った
り体験したり、日本での生活をとても楽しんでいます。
また、奨学金を受けることでアルバイトを減らして学校
生活や勉強により多くの時間を費やすことが出来るよう
になりました。留学生が長期間勉強をしながら日本で生
活をすることはとても大変です。私はロータリーの奨学
生になってから、たくさんの経験をさせて頂き、また多
くの方とお話しをする機会を頂けることに本当に感謝を
しています。またこれからも色々な経験や日本の文化に
ついて知りたいと思いますので是非たくさんの行事に
誘ってください。これからも初心を忘れずに、たくさん
のことを学びながら、いつか皆さんに恩返しができるよ
うに頑張りたいと思います。

次回の例会は10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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、五十石、小阪、後藤、佐藤
杉山、染谷、髙田、富士川、増谷
湯浅　各会員

出席率　96.42％

54名

13名

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
東海林会員、岡田会員、水野会員、金子会員、村田会員

パートナー誕生日
榎本 会員、宇田川会員、小澤会員、岡島会員

写真ありがとう
椎根会員、田代（充）会員、鈴木（子）会員、岡島会員
鈴木（康）会員、勝田会員、日暮会員、中村（博）会員、ゲイビ会員
金本会員

例会にお店を御利用いただきありがとうございます
柳会員
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第2790地区 会報　第1705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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1734回  通常例会（2011.10.21）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

 　皆さん、こんにちは。 今月は米山
月間と職業奉仕月間です。それに因ん
で今日は中村佳弘職業奉仕委員長に
お願いしました。
いよいよロータリー活動も秋の陣で
忙しいスケジュールが続きます。
 昨日は社会奉仕委員会がプランニン
グした落語の会を、ボンノールガーデ
ン・やわた苑で行いました。
10 月 26 日（水）には柏商工会議所４
０周年記念式典・祝賀会があります。
地元ロータリークラブ会長に招待状
が来ております。
　10 月 30 日（日）は手賀沼エコマラ
ソンが開催されます。当クラブが出店
して広報活動を行いますので、多数参
加して下さい。
　11 月 5 日（土）、6日（日）は地区大会
が木更津で開催されます。6日（日）の
行き帰りはバスを用意しております。
車中厭きないよう親睦委員の方が考
えてくれることと思います。 楽しい
秋の休日を過ごしたいと思います。バ
スも空きが（＝余裕が、この辺が日本
語のややこしいとこですが）あります

ので、大勢参加して下さい。
　11 月 18 日（金）、19 日（土）は親睦旅
行です。 東日本大震災で甚大な痛手
を受けた地域を、是非この目で確かめ
たいと東北地方を選びました。 被災
地から離れたところでも観光客はが
た減りだそうです。 私たちが行くこ
とで、多少でも復興支援に繋がると思
います。 万障繰り上げて大勢の参加
をお願いします。
　11 月 25 日（金）の通常例会では、著
名な演奏家と共演している署名な馬
頭琴奏者・アマル・ドヴシンさんを
お招きして、ライヴ演奏会を開催しま
す。大草原の癒しの音楽をお楽しみ下
さい。

 　柏市の清掃工場が運転休止になっ
たことがニュースとして大きく取上
げられました。南部センターの焼却灰
から、国が決めた埋め立て基準値１キ
ロ当たり８，０００ベクレルの９倍近
い７８，０００ベクレルの放射性セシ
ウムが検出されたのです。 焼却灰の
体積を圧縮する高性能設備であるこ
とが災いして高濃度放射能になった
のです。 基準値８，０００ベクレルを
上回ると通常の廃棄物として埋め立
てが出来ないので頭を抱えています。
焼却物、農水産物、食物の場合にはベ
クレルを使い、人体に影響がある放射
線量についてはシーベルトを使いま
す。 ややこしくて分かり難いのです
が、この２つの定義、性質の異なる単
位を換算しようとすることに無理が
あるのですが、報道では分かり易くす
るために置き換えた場合の数値が紹
介されています。 基準値８，０００ベ

クレルがどの程度の線量になるのか、
大雑把に試算すると、焼却灰１KGの
中にセシウム１３７があるとして吸
入摂取した場合、Ｃｓ１３７の実効線
量 係 数 3.9×10－８ を 掛 け る と
8 , 0 0 0 B q /ｋｇ×3 . 9× 1 0－ 8＝
0.00031Sv/kg・日で 0.31 ミリシーベ
ルト /ｋｇ・日になります。8,000 ベク
レル /kg はかなり強い放射能で、胸
部Ｘ線を人体に浴びる数値の６倍に
相当します。因みに 1 回のＣＴスキャ
ンで人体に浴びるＸ線の線量は 6.9
～ 10 ミリシーベルトです。国際放射
線防護委員会は、平常時の一般人の被
爆限度を年間１ミリシーベルトを基
本としています。

1. 11 月のロータリーレートは 1 ドル
＝78 円

2. ロータリー財団への寄付に対し、表
彰品の送付

　安川武年会長＝ベネファクター
　金本元章会員＝恒久基金 ( マルチ
プル 4回目 )

3. 例会変更のお知らせ
　松戸西 RC；11/9( 水 ) は 11/6( 日 )
の地区大会に振替

4. 受信《クラブ会報》流山RC

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　中村 佳弘 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



みなさんこんにちは！
久しぶりに前に出て話しますと緊張してしまいます。
前年度は伝統ある柏西 RC の第 36 代会長ということで
1 年間みなさまのご協力でなんとか無事にできました
ことを改めて御礼申し上げます。本当にありがとうござ
いました。
さて、私、今年度は職業奉仕委員長と研修委員長をおお
せつかりました。うちのクラブの慣例ですと前年度の会
長はご苦労さんの意味を込めて、研修委員長だけだった
のですが、何か手違いでこういうことになってしまった
ようです。
ところで職業奉仕委員長についてですけども私がロー
タリークラブに入った時に先輩方から「自分の仕事を一
生懸命しなさい。それが職業奉仕であり社会奉仕につな
がる」と言われました。何の事だかわかりませんでした
が、未だによく分かりません。そしていろいろな方々の
職業奉仕に対する考えを書いてある文章を読みました。
その中で私にとって一番わかりやすっかったのはうち
の中村先生がガバナーの時に月信に書いた文章でした。
別にお世辞を言っているわけではありません。
1905 年社会の後輩を背景にロータリーは親睦と職業上
の助け合いを目的に始まりました。そのような中で自分
たちだけの利益だけを考えるのではなく、相手方（お客
様）の利益と他人の利益の調和こそがサービス＝奉仕で
ありこの奉仕に「超我の奉仕」の心を取り入れることに
より相手方にも満足を与えられるとともに自分自身に
も利益だけではなく喜びが得られる。
「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」という
ロータリーの実践哲学が生まれたと言われているそう
です。ロータリーの綱領の第二にも記載されています

が、我々は自分の職業に誇りを持ち、道徳的水準を高め
ると共に、あらゆる職業は尊重されるべきであるという
認識を深め各自がその職業を通して社会に奉仕するこ
とだと思います。
最後に 1989 年の規定審議会で採択された職業宣言を読
んで終了したいと思います。

ロータリアンの職業宣言
事業または専門職務に携わるロータリアンとして、私に
は以下のごとく行動することが求められている。
1. 職業は奉仕の一つの機会であると考えること。
2. 職業は倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳規準に
対し、名実ともに忠実であること。

3. 職業の品質を保ち、自ら選んだ職業において、最高度
の倫理基準を推進するために全力を尽くすこと。

4. 雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事業ま
たは専門職務上関係を持つすべての人々に対し、公
正であること。

5. 社会に役立つすべての仕事に対し、それに伴う名誉を
認め、敬意を表すること。

6. 自己の業務上の才能を捧げて、青少年に機会を開き、
他社の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を
高めること。

7. 広告に際して、また自己の事業または専門職務につい
て人々に伝える際には、誠意を貫くこと。

8. 事業または専門職務上の関係において、普通には得ら
れない便宜ないし特典を、同僚ロータリアンに求め
たり、与えたりしないこと。

(※邦訳が改訂されました )

ちなみに来年暖かくなりましたら家族で職場見学をし
たいと思っています。
その時はよろしくお願いします。

次回の例会は11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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡田、小澤、勝田、ゲイビ、小阪
佐藤、椎根、染谷、髙田、中嶋
馬場、富士川、村田、渡邉
各会員

出席率　87.092％

54名

15名

BOXありがとう！
ビジター ニコニコ

パートナー誕生日
中村（佳）会員

結婚記念日
増谷 会員

河合嘉久 会員（柏南）

卓 話 職業奉仕 委員会
委員長　中村 佳弘
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第2790地区 会報　第1706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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1735回  通常例会（2011.10.28）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　皆さんこんにちは。
   一昨日の26日に柏商工会議所創立
４０周年記念式典・祝賀会があり、
出席しました。柏の経済を担ってい
る商工業の経済人、また各関係団体
の方が一堂に会し、盛大なパー
ティーでした。 久し振りに旧知の
面々と顔を合わせることが出来、楽
しいひと時を過ごしました。

　昨日は柏ローターアクトの例会が
あり、柏ローターアクト出身の中村
佳弘直前会長が卓話をするので出席
して参りました。うちのクラブから
は中村会員、小生のほか、杉山新世
代育成委員長、鈴木桂三Ｒ財団委員
長、森市出席委員長、松本幹事の６
人が参加しました。 柏ローターアク
トクラブのメンバーは3名、ＯＢの白
石さん、浮ケ谷さんの２名が参加し
てくれました。
　中村さんが入会したきっかけ、当
時の例会模様、クラブ運営上の財政
の問題、
当時は４０人～５０人のメンバーで

活動していた事、等々熱く語って頂
きました。
　最盛期に比べ、余りにも衰退して
いる現状をどう立て直すかなかなか
名案がありません。一通りの卓話が
終わり終了のゴングが鳴るのだろう
と思っておりましたら、話半ばでシ
リアスな対話の場と化しました。中
村さんはアクトＯＢだけあって、真
剣な突っ込んだ問いかけをしていま
した。現役のメンバーは返答に窮し
て、タジタジでした。終了後場所を
替えて居酒屋で“ノミニケーショ
ン”をやりましたが、発破を掛けら
れた彼らは感謝していました。

　11月18日（土）、19日（土）は東
北の被災地方面へ親睦旅行に出掛け
ますが、この地域復興支援策とし
て、三菱商事会長・小島順彦氏が、
「さらば円高悪玉論」と題する文芸
春秋最新版の寄稿文の中で、東北地
方被災地で復興の柱として農水産業
の「復興特区の設置」を考えるべき
と提言しておられます。また伊藤忠
商事や衣料品会社40社が提携して津
波被害農地で綿花の栽培を薦め、収
穫した綿花を買い取り、衣料品など
に商品化するプロジェクトを推進し
ております。津波で塩害を受けた水
田では、米が作れず、塩に強く安定
して収穫が確保できる綿花は、生計
を立てにくい農家にとっては大きな
復興支援になることと思います。
総合商社の発想、展開はメーカーの
それと違いがあるのかなと感じさせ
る話です。

1. 例会変更のお知らせ
　 松戸RC；11/9（水）は「創立55
周年記念例会」に変更

2. 受信《活動計画書》流山中央RC

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　中嶋 利生 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



　昨年7月に、金子会員の紹介で会員になりました、中
嶋です。彼とは5年位前からゴルフの仲間というより師
匠として、月2ペースでゴルフをしています。
なかなか彼は教え上手ですので、皆さんも機会があれ
ば気軽に見てもらうとスコアーUPになると思います。
　さて私の仕事は、名簿上小売になっておりますが、
以前は不動産管理がメインでした。10年前私の趣味
が嵩じまして、タックルベリーと言う中古と新品を扱う
釣具店を開業、開店をしまして現在、柏、千葉、松戸、
水戸にて営業しております。当時、海釣り專門に年間
30回程度行っておりましたが、金子会員と知り合い、
現在はゴルフ専門になりました。釣りは年3～4回程度
に大幅縮小となりまして、家族からはゴルフばかりでな
く、たまには釣りに行っておいしい魚を食べさせてと言
われております。また靴下屋というショツプも7年前より
展開いたしており、そんなこんなで4年前、釣具店、靴
下販売等が会社の主体になりましてビタミンユ－の小
林会員のお世話で、社名、デザイン、ロゴの変更をいた
しまして今日の（有）ナビックに至っております。余談で
すが、今洪水で水浸しとの報道がテレビ等で報道され
ていますタイに旅行代理店、レンタルコミック店を2店
を営業しております。報道の浸水の件についてはタイ
国際空港、バンコク市内は浸水はない状況、バンコク
市内では屋台も出ていますし平穏とのことです。タイの
旅行業ですが、在タイの日本人をメインに営業をしてお
りまして、タイでは特に目本からなかなか行けないセイ
シェル、マダガスカル、モルディブ等が人気で次にバリ
島あたりになります。皆さんタイに行く時には声をかけ
ていただければホテル、ゴルフ等日本の旅行会社の6
掛け程度のお金で予約を取れますのでご利用いただ
ければとおもいます
　今日の卓話ですが、仕事の関係上、釣り、靴下屋と
考え、釣りの話をしてもつまらないので、靴下の歴史の
お話をしてみようかと考え原稿を書いてまいりました。
靴下屋、仕入れ先の会社は（株）タビオと言いまして、
今年4月にカンブリア宮殿で紹介されたのでご存知の
方もおられるかと思いますが、まさに靴下のみの販売
です。その靴下の歴史は非常に古く、紀元前2～3世紀
アラビア人が作った物とされています。素材は皮、麻が
主流でアラビアの高温、岩場等での足を衝撃や乾燥か
ら守る必要がありました。当然靴も、皮です。その後西
洋に伝わり、乗馬などの小道具として発展していきま
す。靴下の発展は、獲物をとる狩りや、防寒衣料として
必要性にせまられ広がった物と言えます。
　又、キリスト教が広まりますと聖職者が、足を不浄な
大地に付けない為に着用し、布教活動とともに更に広
がっていきました。その靴下の素材ですが、【Q 繊維と

して一番古い物、何でしょうか?】
　［A 麻です。麻から始まり、綿、毛、絹と用途により
使い分けられていきました。］
　日本では一番古い靴下1300年位前に中国から伝わ
り、素材は絹。皆さん、なんと言うかご存知ですか?答
え（しとうず）といいます。日本の靴下のルーツです。奈
良飛鳥時代に、中国からの影響により、貴族階級のみ
使用する襪（しとうず）というもの身に着ける文化が
入ってきました絹で作られた、足にかぶすようなもので
す。足袋と違い足の分かれ目がないもの、この時代
テール文化でしたので使用されましたが、平安時代に
なりますと、この襪（しとうず）廃れました。何故？靴を
脱ぐ、まだ畳は在りませんがござ敷きの床上様式に変
わったからです。ようするに靴の変遷、変化により靴を
脱ぐ煩わしさを解消するため目本人はこの時期から概
ね下駄、草履の類に変化をしました。当然足に履くも
のは足袋に移行しました。平安時代、鎌倉、室町時代
を通じ明治にいたるまで日本ではこの足袋が海外と違
う形で独自文化で使用されていたのです。しとうず。島
根県にあります、出雲大社では未だ使用されておりま
す。
　さて、ヨーロッパ様式と申しましょうか、現在私たち
が履いている靴下、何時、【Q 誰が日本に紹介したか?
またまた問題です。】
　［A 正解。1549年鹿児島にやつて来ました、スペイ
ンの宣教師フランシスコ・ザビエルと言われてます。］
当時靴下の名はメリヤスと言いました。時は戦国。
1543年には種子島に火縄銃が二丁伝わりました。ヨー
ロッパから様々なものが紹介され日本に根づきます。
たとえば皆さん良く聞く言葉、マント、ビロード、カッ
パ、ボタン、ラシャ、カステーラ、天ぷら、金平糖等々で
すね。特にこの時代、織田信長が好んで使っていたよ
うです。織田信長、映画、テレビの歴史などで、皆さん
蜜にしているかと思いますが、戦いの時、南蛮服を着
てます。鎧、兜なども西洋のものを好んでいました。当
時、戦国の武将にとってラシャ、ビロードで仕立てた衣
服はステータスでした。織田信長は黒人も使用人とし
て侍らしていたそうですから。相当な西洋好き、かぶき
ものです。靴下についても、先ほど述べたとうり、糸で
編んで作られた靴下、この当時多いに履かれたようで
す。ただし一般には全く広まりません。下駄草履社会、
靴を脱ぐ畳文化のため、要するに面倒だからです。
　さて、またまた問題です。【Q 現存する靴下で日本最
古の靴下があります。誰が履いていたでしょうか？】
　［A 正解。水戸黄門です。昨年、日本橋高島屋が、
開業77周年の催事で靴下の歴史展を行いました。その
とき紹介されたんです。水戸黄門はラーメンも食べた
とか?新しもの好きで有名ですよね。］
　そして時は流れ、日本に足袋ではなく今と同じよう
な靴下が使われる機会が巡ってきました。明治維新で
す。世は文明開化、庶民にも、お金持ちですが、西洋の

卓 話 会員　中嶋 利生



次回の例会は11月18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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡田、ゲイビ、小阪、佐藤
東海林、染谷、髙田、塚本
中村、富士川、村田、渡邉
各会員

出席率　88.52％

54名

12名

BOXありがとう！
ビジター ニコニコ

写真ありがとう！
湯浅 会員
五十石 会員

松本隆一郎 様

スーツ、靴がはやり、応じて、靴下の利用がさかんにな
りました。
　靴下生産も盛んになり、奈良県にその工場が今も集
中していますが、その最大のお客は軍隊でした。徴兵
制度により国民皆兵、広く日本中に知れ渡りました。海
軍カレーと一緒ですね。そして第一次世界大戦、戦争
によりヨーロッパのあらゆる産業が壊滅。日本の靴下
の輸出が、靴下に限らずですが、ほぼ、ありとあらゆる
産業の基礎、基盤がこの第一次世界大戦で輸出という
ことで大きく成長し、形成されました。当時は、現在の
靴下と違いスフ（人絹）綿が主流、穴があきやすく、ま
た色も単色ですので、今のようなカラフルなものではあ
りませんでした。ただ言えることはこの大戦により日本
の靴下の歴史が始まった、靴下産業がはばたくように
なったと言えます。
　第二次世界大戦後、靴下の素材が大きく発達しまし
た。戦後強くなったのは靴下と女と言われました。ナイ
ロン、摩擦に強いです。ポリウレタン伸縮性に冨みま
す。様々な新素材が開発され、暖かくする素材、吸湿
性のよい素材等、カラフルな色合いもまた進化しまし
た。
　また素材とは別に用途別にも靴下は変化いたしまし
た。男性用には、土木、建設関係に人気の５本指の靴
下、（水虫が治るといわれます）スポーツ用の靴下、ビ
ジネス用の靴下、男物はこんなもんです。女性には多く
の種類、オーバーニー、タイツ、レギンス、トレンカ、ハ
イソックス、また足の指にかぶせるトング、ブーツの外飾
りてきなレッグウォーマー、カバー等、様々です。まさ
に靴下は典型的な女性上位、女尊男卑、女に生まれて
よかったなのです。

　皆様、話を聞いてそんなにたくさんの用途、種類が
あるのかと確認したい男性の方、おおたかの森SC、柏
髙島屋にて確認をしてお買い求めください。女性の皆
様、自費でお買い求めください。以上靴下のお話でし
た。
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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？
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　11月５日（かずさホールアカデミアホール、
オークラアカデミアパークホテル）、6日（かずさ
ホールアカデミアホール）の2日間出席しました。
　本会議1目はRI会長代理の入場に始まり、午後1
時点鐘、ガバナー挨拶、地区収支報告、会計監査
報告があり、大会決議を採択、各地区委員会報
告、表彰並びに感謝状贈呈（クラブ）、休憩の後
2005－200６年度ＲＩ理事、ＲＩ会長代理 重田政信
氏による地区指導者育成セミナーがありました。
テーマは「ロータリーの進化について」でした。
日本の会員数は右肩下がりに減っている現在
（1996年129,873人⇒2011年88,408人）だからこそ、
ロータリーの生き残りの進化を辿ってきた歴史を
聞いて感慨深いものがありました。ポール・ハリ
スの寂しさから始まったロータリー・クラブにつ
いて、現在のロータリー・クラブの土台を築いた
ドナルド・カーター氏、アーサー・F・シェルドン
氏、ハーバート・テーラー氏についての紹介およ
び社会的背景の説明に改めて、100年以上続いてい
る組織の凄さと、不況・戦争・異なる宗教をも包
含した上でのロータリーの綱領を目的とするその
主張に敬服の念を抱いた次第です。午後5時点鐘、
終了しました。
　午後６時からはRI会長代理（重田政信氏）ご夫
妻歓迎晩餐会が開催されました。おいしいお酒と

お料理、そして何よりも素晴らしかったのは、東
邦音楽大学ジャズ・オーケストラでした。迫力が
あり聞き入ってしまいました。
　本会議２日目は、専用バスで到着した１３名の
会員と共に総勢１７名の参加（米山奨学生のマハ
ルジャン含む）でした。９時３０分点鐘、国歌斉
唱、ロータリーソング唱和、物故会員の追悼（神
林聖光本元会員もいました）、地区現況説明、Ｒ
Ｉ会長代理によるRI会長メッセージ・現況報告、
大会決議報告、新世代部門の紹介、次年度地区大
会ホストクラブ松戸東RC小野会長挨拶等があり、
午前の部が終わりました。
　昼食の後、木更津第1小学校の生徒による『たぬ
きばやし』の踊りの後、午後1時より藤原正彦氏に
よる『日本のこれから』をテーマに記念講演があ
りました。今だからこそ日本の歴史を検証し、古
代から育まれてきた日本固有の文明のすばらしさ
を再確認し誇りと自身を取り戻そうというもので
した。肯くところが多くあり勉強になりました。
詳細について興味のある方は、藤原正彦著『日本
人の誇り』をぜひ読んでください。（私は会場で
サイン入りのものを購入）　講演終了後当クラブ
は午後３時３０分の点鐘を待たずに会場を後に、
海ほたるPAを経由して帰路につきました。この日
はあいにくの小雨交じりの曇り空でしたが心晴れ
やかに地区大会に参加することができました。柏
に到着後、午後５時過ぎに「麗宮飯店」にて任意
のお疲れさまの食事をし、散会となりました。

幹事　松本ユミ

地区大会出席報告
2011.11.5 ～ 6

メイン会場へ向かう階段にて 海ほたるにて
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11:00 資格審査委員会 委員長 織田　吉郎
選挙管理委員会 委員長 中村　博亘
決議委員会 委員長 﨑山　征雄

12:30 登録開始
12:58 ＲＩ会長代理ご入場 ＲＩ会長代理 重田　政信
13:00 点　鐘 ガバナー 山田　修平

開会の言葉 ホストクラブ会長 内田　　稔
ＲＩ会長代理紹介 ガバナー 山田　修平
来賓紹介 ガバナー 山田　修平

13:15 ガバナー挨拶 ガバナー 山田　修平
13:40 10-11地区収支報告 直前会計幹事 小田島　国博

10-11会計監査報告 直前監査委員長 森島　泰長
13:55 各種委員会報告

　資格審査委員会 資格審査委員長 織田　吉郎
　選挙管理委員会 選挙管理委員長 中村　博亘
　決議委員会 決議委員長 﨑山　征雄
大会決議採択 ガバナー 山田　修平

14:15 地区委員会報告 地区委員長
14:55 表彰並びに感謝状贈呈（クラブ） ガバナー 山田　修平
15:25 休　息
15:40 地区指導者育成セミナー

 講師紹介　 ガバナー 山田　修平
　　　　　　演題　「ロータリーの進化について」

　 重田　政信
17:10 お礼の言葉 ガバナー 山田　修平
17:15 閉会の言葉 地区大会副委員長 前田　三郎
17:18 点　鐘 ガバナー 山田　修平

18:00 ＲＩ会長代理ご夫妻ご入場 ＲＩ会長代理 重田　政信
18:05 開会の言葉 地区幹事長 渡部　和夫

　 ガバナー挨拶 ガバナー 山田　修平
ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理 重田　政信

18:20 乾　杯 地区大会委員長 真板　益夫
懇親の宴

20:30 閉会の言葉 木更津RC会長 平野　弘和

（敬称略）

国際ロータリー第２７９０地区
２０１１－１２年度地区大会　第１日目プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年11月５日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場　　かずさアカデミアホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晩餐会　  オークラアカデミアパークホテル

【　各　種　委　員　会　】

【　ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会　】

【　第１日目　本会議　】

講師　第2840地区パスト・ガバナー
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9:00 登録開始
9:28 ＲＩ会長代理ご入場 ＲＩ会長代理 重田　政信
9:30 点鐘 ガバナー 山田　修平

国歌斉唱 ソングリーダー 榎本　守男
ロータリーソング唱和

9:40 開会の言葉 地区大会委員長 真板　益夫
9:43 物故会員追悼 ガバナー 山田　修平
9:50 ご紹介 ガバナー 山田　修平

10:10 歓迎の言葉 ホストクラブ会長 内田　　稔
10:15 ガバナー挨拶･地区現況説明 ガバナー 山田　修平
10:30 ＲＩ会長代理ご紹介 ガバナー 山田　修平
10:35 ＲＩ会長メッセージ･現況報告 ＲＩ会長代理 重田　政信
10:45 大会決議採択報告 決議委員長 﨑山　征雄
10:50 来賓祝辞 千葉県知事 森田　健作

木更津市長 水越　勇雄
11:05 祝電披露

表　彰（個人）
11:15 新世代部門紹介 新世代奉仕委員会 津留　起夫
11:30 次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶 松戸東RC会長 小野塚　雄
11:40 諸事お知らせ

移動･食事

12:30 アトラクション　たぬきばやし　木更津市立木更津第一小学校
13:00 講師紹介 ガバナー 山田　修平

記念講演　『日本のこれから』 お茶の水女子大学名誉教授 藤原　正彦
14:30 お礼の言葉 ガバナー 山田　修平
14:40 新世代発表 新世代奉仕委員会 津留　起夫
14:50 ＲＩ会長代理に記念品贈呈 ガバナー 山田　修平
15:00 直前ガバナーに記念品贈呈 ガバナー 山田　修平

ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ紹介 ガバナー 山田　修平
ガバナーエレクト挨拶 ガバナー・エレクト 得居　　仁
ガバナーノミニー挨拶 ガバナー・ノミニー 関口　徳雄

15:10 大会を顧みて ＲＩ会長代理 重田　政信
15:20 ガバナー謝辞 ガバナー 山田　修平

閉会の言葉 地区大会実行委員長 大森　裕資
15:30 点　鐘 ガバナー 山田　修平

15:45 開会の言葉 君津RC会長 吉野　和弘
ガバナー挨拶 ガバナー 山田　修平
乾　杯 研修リーダー 﨑山　征雄

16:45 閉会の言葉 袖ヶ浦RC会長 鈴木　勝江

（敬称略）

国際ロータリー第２７９０地区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会  場　 かずさアカデミアホール

【　第２日目　本会議　】

【　大　懇　親　会　】

２０１１－１２年度地区大会　第２日目プログラム

                                                             　　　　　 　２０１１年１１月６日（日）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　皆さんこんにちは。
　10 月３０日（日）、恒例の手賀沼エ
コマラソンが開催されましたが、当ク
ラブはメイン会場の柏ふるさと公園
に模擬店を出店、ロータリーの活動と
当クラブの存在を広くアピールしま
した。総勢で 12 名に加えて柏ロー
ターアクトが 3 名参加して活躍して
くれました。10 月２６日のアクトの
例会で中村研修委員長が卓話した時
にこのイベントの話が出て（中村さん
は薬剤師ですから、薬石効ありで ?）、
早速アクトが参加してくれたのだと
思います。大会会場に集まった大勢の
人たちにバナナを配って貰いました。
私は今回初めて参加して驚いたので
すが、今回で 17 回目のこのイベント
はしっかり定着した感があり、北は北
海道から南は鹿児島までの 8 千人が、
手賀沼を周回する２１キロ走るハー
フマラソンに参加しました。好天に恵
まれたこともあって、大勢の人出で賑
わっていました。
　11 月５日、６日の地区大会は、１５
名参加で３割を下回る参加率でした
が、魅力いっぱいの印象に残る大会で
した。当クラブはクラブ表彰の受賞は

皆無でした。また、個人表彰は中村パ
スト・ガバナーがロータリー財団メ
ジャードナーを受賞されたのが唯一
つの受賞でした。地区内では大きなポ
テンシャルを持っていながら、クラブ
名が見えないのは寂しい気が致しま
す。
　来週の金曜日、土曜日は東北方面を
訪ねる親睦旅行です。百聞は一見に如
かずです。現地の惨状を目の当たりに
して、初めて心のこもった、昂揚した
意識での支援が出来るだろうと思い
ます。被災者の救援、被災地の復興は、
今後長期戦になります。

1. 金本元章会員へロータリー財団の
寄付に対し、認証品の送付

　年次寄付マルチプル 5 回目

2. 柏ローターアクトクラブ例会の案
内

　11/10（木）・11/24（木）・12/8（木）
　点鐘＝19：30
　場所＝BRAINS（柏市柏 4-7-3）

3. 受信《会報》柏東 RC
　《報告書》台中港東南扶輪社との

マッチング･グラント

　こんにちは、ロータリー財団委員
会の鈴木です。今月は財団月間です

のでロータリー財団への寄付につい
てお話ししたいと思います。第一に
ロータリー財団への寄付は、大きく
分けて三種類あります。普通一般的
な寄付が年次寄付と呼ばれておりま
す使途を決めない寄付であります。
二番目に使途指定寄付、例えばポリ
オ撲滅のための寄付がこれに当たり
ます。三つ目に恒久基金寄付があり
ます。この寄付は元本は使わず、そ
の運用益だけをロータリーの奉仕活
動に使用します。
　それではロータリー財団への寄付
で一番ポピュラーな年次寄付から具
体的にお話してゆきたいと思いま
す。あるロータリアンが財団に1,000
＄の年次寄付をしますとポールハリ
スフェローとなります。その時感謝
状と記念品が頂けます。そしてさら
に1,000＄寄付しますと一回目のマル
チプルポールハリスフェローにな
り、サファイア一粒入のピンバッチ
が頂けます。更に1,000＄ずつ寄付し
ていきますとサファイアが一粒ずつ
増え、6,000＄越えますとサファイア
5粒入りバッチが頂けます。そして
7,000＄を越えますと今度はルビー一
粒入りのバッチが頂けます。同様に
1,000＄ずつ寄付する毎にルビーが一
粒ずつ増え9,000＄を越えますとル
ビー三粒入りのバッチが頂けます。
そして現金寄付が10,000＄を越えま
すと大口寄付者となりダイヤ一粒入
りのピンが頂けます。
　大口寄付者も次に25,000＄を越え
ますと大口寄付者レベル2としまして
ダイヤ2粒入りのピンになり100万
＄以上になりますとレベル6となりダ
イヤ6粒入りのピンが頂けます。
　次に認証ポイントについて少し触

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

ロータリー財団委員長
鈴木 桂三

卓 話

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　鈴木 桂三 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



れてみたいと思います。ポールハリスフェローになられ
た方が次に現金1,000＄を寄付しますと1,000ポイントの
認証ポイントがつきます。又現金500＄に誰か他の人あ
るいはクラブの認証ポイント500ポイント、1ポイント1
＄換算ですので合計1,000＄寄付をしますと現金500＄だ
け500認証ポイントがついてきます。このようにロータ
リー財団が常に寄付を殖やそうと工夫しているのが、認
証ポイント制度であります。
　次に使途指定きふです。この寄付はポリオに代表され
るもので、ポリオ撲滅は国際ロータリーの最優先項目で
あります。ビル・ゲイツ財団から寄せられた5億5千5百
万＄に呼応してロータリーも2億＄チャレンジと呼ばれ
ているものです。今現在1億9千万＄を越えております。
当クラブでもニコニコボックスを回してポリオに更に協
力して頂きたいと思います。

　最後に恒久基金寄付であります。これには当クラブで
は恒例で新しく会長さんになられた方に1,000＄寄付して
頂きベネファクターになって頂いております。これから
会長になられる方宜しくお願い致します。

　今年度、安川会長から社会奉仕委員長を仰せつかりま
した。委員会に相応しい新しい事業はないかと考え、柏
市に相談しました。柏市地域づくり推進部協働推進課が
対応してくれましたが、ロータリーの事業に相応しいも
のはなかなかないが柏市の姉妹都市であるトーランスに
派遣した学生が現在落語家になっているので施設に訪問
して、出前寄席をやってもらったらどうでしょうかとの
提案を受けました。
　吉野会員の快諾を得て10月20日やわた苑にて、落語家
立川しの春師匠による出前寄席が開催されました。入所
されている30名ほどの方々が熱心にまた楽しそうに聞き
いっていました。ただ多少認知症の方もおられて、相応
しくない場面で拍手をしたり笑ったりする人もおられま
したが、最初の会としては良かったのではないかと思っ
ています。

　設営や準備そして細かい点にまで気配りをして頂いた
吉野会員のご夫人で副理事長の昭子さまを始めスタッフ
の方々に感謝する次第です。
　参加して戴いた安川会長、松本幹事、升谷副幹事そし
て柳社会奉仕副委員長のご協力ありがとうございまし
た。

出席報告

会員数　

欠席者　

五十石、ゲイビ、後藤、佐藤
杉山、染谷、髙田、中嶋
富士川、湯浅、渡邉
各会員

出席率　87.09％

54名

13名

BOXありがとう！
ニコニコ

本人誕生日
木村 会員、岡島 会員

結婚記念日
小溝 会員、金子 会員、田代（充）会員、金本 会員
東海林 会員、飯合 会員

パートナー誕生日
椎根 会員、秋元 会員

落語出前寄席 社会奉仕委員会委員長　榎本洋史
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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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1738回  移動例会（2011.11.18～19）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

柏駅西口を出発し一路常磐自動車道を北へ　昼食
は、　宮城県白石市に 400 年前江戸時代から伝わる
味の逸品「　温麺　うーめん　」をいただきました。
その昔、胃病の父を心配した孝行息子が、旅の僧
から油を使わず胃に負担をかけない麺のつくり方
を教わりました。その麺を食べた父は、たちまち
元気になりこの話が白石の領主片倉公にとどきそ
の温かい思いやりを誉められ「温麺」と呼ばれる
ようになつたそうです。
さて、鳳鳴四十八滝を見てニツカウヰスキー仙台
工場を見学しました。ここでは、シングルモルト
宮城峡 12 年の洗礼を受けました。その後バスは山
形に入ります。山形駅のそばにあります、日本料
理しょう月での夕食は、山形美人によるホスピタ
リテイは、味、雰囲気共に大満足でした。宿泊先
の蔵王アストリアホテルへ向かいます。絶景露天
の湯、天然温泉掛け流し温泉は旅の疲れを忘れさ
せてくれました。

二日目は、蔵王ロープウエイで山頂へ数日前に降
つた雪も見て心も真白になる事が出来ました。山
形県東置賜郡の高畠ワイナリーでは、さつそく今
年の新酒の試飲です。食前酒もよろしく昼食は、
米沢牛牛鍋に舌ずつみを打ちました。最後は、上
杉神社へ参拝し柏西ＲＣの皆様の平和、世界の平
和を祈念して柏へ向けて帰路に着きました。お陰
さまで一行 17 名無事は、旅を終えことが出来まし
た。参加出来なかつた会員よりいただいた餞別や
差し入れなどお心遣い感謝申し上げます。今回は、
新会員の方の参加が多くまさに親睦旅行となりま
したことを最後に報告いたします。

安川武年会長、松本ユミ幹事年度の始めての親睦
旅行は、秋も深まる東北宮城県と山形県へ参りま
した。
今回は、仙台がふるさとの升谷　庸会員の企画に
より更に充実した旅となりました。

広報委員長　田代健一

柏西ＲＣ秋の東北旅行
平成 23 年 11 月１8日～ 19 日
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■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

 皆さんこんにちは。
  各テーブルにお配りしたコピー
は、先日姉妹クラブの台中港東南
扶輪社から林訓会員（ニックネー
ム；ホテルさん）がお亡くなりに
なったとお知らせがあり、当クラ
ブから供花と弔電を贈ったこと
への礼状です。
　先週は移動例会で東北方面の
親睦旅行に行って来ました。皆さ
んのご協力で楽しい旅行が出来
ました。親睦活動委員の皆様ご苦
労さんでした。ニッカウィスキー
の仙台醸造所、高畠ワイナリーを
訪問、試飲を楽しみました。観光
名所の鳳鳴四十八滝や蔵王山頂
からの展望で晩秋の景観を楽し
んで来ました。被災地の状況は車
窓から眺めるだけで、現場に足を
踏めなかったのが唯一残念でし
た。
　今日は、これからの時間世界的
に著名なアーチスト（チェリスト
のヨー・ヨー・マ、作曲家・シン

セサイザーの坂本龍一、等）との
数々の共演実績があり、馬頭琴奏
者の第一人者のアマルトブシン
さんをお迎えして、大草原の癒し
の音楽を堪能したいと思います。
例会の時間は早く切り上げて、演
奏を楽しみたいと思います。
　また 29 日には、当クラブ・金

本会員、田代充会員が中心になっ
て、アミュゼ柏で障害者活動セン
ター創設支援チャリティーコン
サートが開催されます。アマルト
ヴシンとジャズフュージョンバ
ンドとのコラボレーションです。 
ご都合の付く方はどうぞご参加
下さい。

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　アマルトブシンさん

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 12 月のロータリーレートは 1ドル =78 円
2. 家族新年例会のご案内
　日時；平成 24 年 1 月 6 日 ( 金 )
　18：30 ～例会
　19：00 ～家族新年会
　場所； ザ･クレストホテル柏
3. 第 10 分区会長･幹事会の案内
　日時；12 月 15 日 ( 木 )18：00 ～
　場所；麗宮飯店
4. 第 10 分区「次年度会長･幹事会」開催の案内
　日時；12 月 6 日 ( 火 )18：00 ～
　場所；三井ガーデンホテル柏
5. ロータリー財団・学友会　総会＆クリスマス会の案内
6. 「千葉ナイト in 国際ロータリーバンコク大会 2011」登録の案内
　日時；2012 年 5 月 5 日（土）19：00 ～ 21：00
7. RYLA( ロータリー青少年指導者養成プログラム ) セミナーの案内
　日時；2012 年 2 月 18 日 ( 土 ) ～ 19 日 ( 日 ) 一泊二日
　場所；船橋市立「一宮少年自然の家」
　参加者；ロータリアン・青少年 (14 ～ 30 歳 )2 名以上
8. 社会を明るくする運動実行委員会より「防犯フェスタ in かしわ」
開催の案内
9. 受信《通信》地域活動支援センターポコアポコ



次回の例会は12月9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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

勝田、ゲイビ、後藤、佐藤
杉山、染谷、髙田、馬場
日暮、富士川、柳、湯浅、
渡邉　各会員

出席率　90.00％

54名

13名
BOXありがとう！

ビジター

ニコニコ

パートナー誕生日
鈴木（康） 会員
渡邉 会員

アマルトさんようこそ
安川 会員

厚労大臣表彰を受けました
榎本 会員

結婚記念日
中嶋 会員

マハルジャン・ディネシュ奨学生

卓 話 アマルトブシンさん

馬頭琴奏者の第一人者のアマルトブシンさんをお迎えして、大草原の癒しの音楽を堪能いたしました。
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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

四つのテスト

　皆さんこんにちは。
　本日は障害者の救護団体『ＮＰ
Ｏ法人ゆめしずく』の小林正孝所
長にお出で願い仕事の概要をお
話し頂きます。金本人間尊重委員
長から詳しい紹介があると思い
ます。 今年度の活動計画の中で 1
番目に掲げたのが、長期プロジェ
クトとして、この『ＮＰＯ法人ゆ
めしずく』の支援を継続すると言
う事 でした。カルヤン・バネル
ジーＲＩ会長の強調事項「継続」
の意に沿い、山田地区ガバナーが
「クラブの長期計画を策定して下
さい。」と提唱していることに合
致すると言えます。今年度は点字
プリンターを寄贈する計画を立
て、ロータリー財団の地区補助金
を申請して、20 万円が承認されま
した。これとクラブ予算から 30
万円拠出して予定金額 50 万円で
目的を達成することが出来まし
た。

　柏の知名度を全国的に上げた
ことが 2 つあります。一つは優勝
目前の柏レイソルです。もう一つ
は不運な事ですが、放射能のホッ
トスポットになっている事です。
柏だけが高い訳ではなく、周辺の
地域が同じ様に高いのではない
かと思うのですが…。但し世田谷
の異常に高い数値が出た地点は、
元、夜光塗料を製造していた工場
跡地だったことが分かりました。
夜光塗料は私の商売の分野です
が、30 年近く前に製造中止になっ
ています。理由は放射性物質を
使っていたからです。現在蛍光塗
料は蛍光体物質を使った塗料で
一般に存在しています。夜光塗料
と蛍光塗料の違いは、前者は分子
が外部からのエネルギー無しに
自己崩壊して蛍光や燐光を発し
安定した電子状態になろうとす
る性質に対し、後者は外部から僅
かなエネルギーを吸収すると分
子は励起状態になり、蛍光、燐光
を発して安定な状態に戻ろうと
します。どちらも退色し易く耐光
性は良くありません。
　話は変わりますが、地域全体の
除染は容易ではありません。使用
済核燃料廃棄物は他の物質と反
応させて無害化出来るような代
物ではありません。生成された劣
化ウランを兵器として使用して
いる愚行は最悪です。福島第１原
発の 1 号炉の最終的廃炉に 30 年
の年月が掛かると言われており
ます。終末処理の技術が確立して

いない物を用いて大規模な発電
や大量破壊兵器製造はやるべき
ではないと、つくづく思います。

1. 例会変更のお知らせ
我孫子RC
　12/13（火）は家族親睦旅行
　（伊豆修善寺温泉 )
　12/27（火）･1/3（火）は休会
　1/10（火）は夜間新年例会
松戸西RC
　12/21（水）はクリスマス家族例会
　12/28（水）は夜間移動例会
　1/4（水）は休会

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 外部卓話　小林 正孝 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



次回の例会は12月9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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

五十石、岡島、小澤、小阪
後藤、佐藤、染谷、髙田
富士川、村田、渡邉
各会員

出席率　55.00％

54名

19名

BOXありがとう！
ニコニコ

パートナー誕生日
馬場 会員
杉山 会員

本人誕生日
鈴木（子） 会員、湯浅 会員
勝田 会員

写真ありがとう！
田代 会員、馬場 会員、安川 会員、
鈴木（桂）会員、勝田 会員、根来 会員
升谷 会員、秋元会員、塚本 会員

卓 話

地域活動支援センターポコアポコは、視覚障がい
者を中心とした、様々な障害をお持ちの方の支援
の場として平成２１年１０月に小規模作業所とし
てスタートしました。
平成２２年４月にはNPO法人化を行い、平成２３
年４月には障害者自立支援法に定める地域活動支
援センターとなりました。
NPO法人「ゆめしずく」では介護保険法に基づく
ディサービスゆめしずく竹の里と、パーソナル・
アシスタンス遊民、障害者自立支援法に定める地
域活動支援センター「ポコアポコ」の３つの事業
が行われております。
　ここで柏市の障害者の状況をお話しします。
ノーマライゼイションかしわプランによれば、平
成２０年度の障害者手帳の所持者は、身体障害
８，８８０人、知的障害１，６８１人、精神障害
１，５２５人で合計１２，０８６人となっていま
す。身体障害の中で視覚障害は６４８人で約７％
ととなっています。しかし、肢体不自由や知的障
害・精神障害などに比べ日中活動支援の場や小規
模作業所などの整備は遅れていました。私達は、
こうした現状を解消するため小さな力かもしれま
せんが少しずつ進めていこうとイタリア語の「ポ
コアポコ」と名付けた施設を作りました。千葉県
内ではこうした事業所は、ポコアポコ設立当初、
船橋のワークアイだけだったと思います。
　視覚障がいと言ってもそれぞれ個人によりその
状況は、千差万別であります｡特に病気や様々な事
情により中途で失明した方々には、多くのサポー

トが必要となります。ポコアポコではそれぞれの
障がい者に寄り添い、出来る限りのサポートを行
いたいと思います。
　視覚に障がいを持つ方は、晴眼者が通常使って
いる文字が読めません。そこで１８２５年にフラ
ンスのルイ・ブライユにより創案され、１８９０
年に石川倉治が５０音に直した点字が活躍しま
す。しかし点字は人の手により１枚１枚手で作ら
なくてはならないため、普及が進んでいませんで
した。最近、パソコンの普及と点字プリンターの
出現により大きく様変わりをしています。このた
び柏西ロータリークラブより点字プリンターのご
寄贈をいただき、ポコアポコの運営にも新たな風
が吹き込むと期待をしております。これを機にな
お一層障がい者支援に取り組む所存でおりますの
で皆様方のさらなるご支援をお願いして、お礼の
御挨拶に代えさせていただきます。

障碍者サポート　ゆめしずくに点字プリンター
（50万円）寄贈

特定非営利活動法人 ゆめしずく
地域活動支援センター ポコアポコ　所長　小林 正孝 様

ポリオ・プラスBOX ２８，７３３円

東日本大震災義援金 ３７，７２９円

５３１，００２円
（内オークション分２４７，０００円）
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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
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　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

四つのテスト

　皆さんこんにちは。
　今日はこれから年次総会と 3 回目
のクラブ協議会を開催します。
5 大常任委員会の委員長さんには、
度々ご登場願いまして誠に申し訳あ
りません。
会長が頼りなくても、委員会がしっか
り役割を果たしていれば、ロータリー
の歯車は回転して行くものだと言う
ところを披露して頂ければいいと思
います。
今週の 5 日月曜日に第 3 回親睦活動
委員会が開催され、上期の反省と下期
の行事予定につき、熱心に話し合いが
行われました。
　先週の例会では優勝目前の柏レイ
ソルの話をしていたのですが、念願
叶ってそれが正夢になりました。Ｊ２
から昇格していきなりＪ１で優勝し、
Ｊリーグの歴史を変えた快挙です。
思い起こすと 9 月１０日移動例会は
日立・柏サッカー場でのサッカー観
戦でした。あの時はレアンドロ・ドミ
ンゲス選手が怪我で戦列から離れて

いたにも拘わらず、優勝候補の名古屋
グランパスに２－１で勝利したこと
が、優勝に結びつくターニングポイン
トだったと言われております。四番
バッターをずらり揃えても優勝でき
なかったプロ野球球団もあることを
考えますと、攻守にわたる適材適所の
配置・バランスと連携プレー、選手一
人一人の高い技量、監督の作戦が上手
く功を奏したのでしょう。
　私はサッカーのルールや用語も詳
しくはないのですが、柏レイソルが出
場するときは、どきどきしながら興奮
して観戦しています。世界ではサッ
カーを国技にしている国が多いわけ
ですから、最もポピュラーでエキサイ
ティングなスポーツだと言えましょ
う。発祥の地はイギリスと聞いており
ます。近隣の若者同士が喧嘩ばかりし
ていたので、これを鎮める方策として
サッカーをさせて闘争するエネル
ギーを昇華させたと言う話を聞いた
ことがあります。またサッカーから派
生してラクビー、アメリカンフット
ボールが生まれ、日本の蹴鞠は中国か
ら伝来したと言う説です。定かではあ
りません。]

1. 柏商工会議所「平成２４年度賀詞交
歓会」の案内

　日時　１月６日 ( 金 )15：30 ～
　場所　三井ガーデンホテル柏
2. 例会変更のお知らせ
　松戸中央 RC；12/15( 木 ) は夜間移

動例会 ( クリスマス会 )
　；12/29( 木 ) は休会
　松戸 RC；12/21( 水 ) はクリスマス
家族例会

　；12/28( 水 )・1/4( 水 ) は休会
　柏東 RC；12/22( 木 ) は 12/23( 金･
祝日 ) のクリスマス家族例会

　：12/29( 木 ) は休会
　1/5( 木 ) は新年夜間例会
　柏 RC；12/28( 水 )・1/4( 水 ) は休
会

　；1/11(水 )は夜間例会(新年家族会)
　松戸東RC；12/30( 金 ) は 12/22( 木 )
クリスマス・チャリティ家族例会

　；1/6( 金 ) は休会
3. 受信〈クラブ会報〉柏ＲＣ

会長挨拶　安川武年　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名を増谷信
一会長エレクトより発表していただきま
す。
2012-2013年度柏西RC役員･
理事の選出　増谷信一　会長エレクト  
　12月2日の理事会において承認をい
ただいております。
増谷信一　升谷庸　　勝田健一
金子正　　金本元章
小林太時　嶋田英明　杉山智
鈴木桂三　日暮肇　　森市直樹
馬場弘　　安川武年

（敬称略）

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

年次総会

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



第 3 回クラブ協議会「上期活動報告」

【クラブ管理運営委員会】
委員長　増 谷 信 一

　クラブ運営委員会を担当しております、増谷で
す。
プログラム委員会・親睦活動委員会・出席委員会
の 3委員会の「上期活動報告」をさせて頂きます。
　まず始めに，水野委員長のプログラム委員会か
ら報告いたします。
・プログラム委員会
　安川年度がスタートし、2 週目の 7 月 8 日に水野
プログラム委員長が，卓話を致しました。
卓話の中で、水野委員長はクラブプログラムにつ
いてお話を致しました。
少しおさらいをしますと、クラブは地元地域のニー
ズに応じて独自のプログラムを開催すべきである。
クラブは、クラブ用務と活用の討議のためだけの
例会を開くべきである。と言っておりました。そ
してもう一つ水野委員長だけありまして、水のお
話もして頂きました。
　又、ガバナー公式訪問例会やサッカー観戦例会・
インターゴルフ等、あるいは外部卓話として、通
常ではなかなか聞くことのできない、モンゴルの
アマルトヴシンによります、馬頭琴演奏会等、様々
な例会をプログラムしてまいりました。
　下期も、会員の皆様のご協力を得て、卓話の空
いている所に楽しいプログラムを企画させて頂き
ます。
　次に、嶋田委員長の親睦活動委員会です。
・親睦活動委員会
　親睦活動委員会も、プログラム委員会に沿って
例会を運営して参りました。
8 月には、台風で中止になりましたが、ローターア
クトとの合同夜間例会、9 月には、見事リーグ優勝
しました、柏レイソル対準優勝の名古屋グランパ
スとのサッカー観戦例会、11 月には木更津市で開
催されました、２９７０地区・地区大会参加。そ
して、東北方面への親睦旅行等、親睦活動委員会
は毎月目白押しでしたが、委員会一丸となって活
動をしてきました。
　下期も、家族新年例会から始まり、インターゴ
ルフ・打上げ旅行等々、楽しい企画も考えており
ます。どうぞ楽しみにしていて下さい。
　最後に、森市委員長の出席委員会です。
・出席委員会
　この出席委員会も、親睦活動委員会・プログラ
ム委員会と同じで、全例会にかかわってきました。
　今まで、2 委員会で報告してきたとおり、移動例

会が大変多かった為に、会員の出席率が落ちてし
まいました。通常例会と違い参加出来づらいのも
わかりますが、クラブ活動計画書に一年間の行事
予定がのっておりますので、早めに予定をくんで
頂き出席率を上げたいと思います。
　どうぞ、会員の皆様ご協力宜しくお願いいたし
ます。
　以上で、クラブ管理運営委員長としての「上期
活動報告」とさせて頂きます。
ありがとうございました。

【ロータリー財団委員会】
委員長　鈴 木 桂  三

1,000＄寄付者4名、500＄寄付者2名、300＄、100＄寄
付者それぞれ各 1 名、合計 8 名の方から 5,400＄の
寄付をロータリー財団にして頂きました。会員 1
人 100 ＄の寄付は皆様の御協力で達成できました。
しかしながら本年その目標額が 70 万円ですので下
期に向けて会員 1 人ひとりのロータリー財団寄付
へのご理解と御協力をお願い致します。

【クラブ広報委員会】
委員長　田 代 健 一

ロータリーの友、2011 年 12 月号は、「家族月間」
特集として私の家族をテーマに会員の家族を紹介
する企画でした。
昨年の家族例会の時、金子会員より奥様と高校生
のお嬢さま ( 現在は、大学生 ) を紹介していただき
ました。
その時の勉強にテニスに頑張られている次女お話
があまりにも印象強くこの度の「家族月間」に紹
介したくいやがる金子会員を説得しましてご登場
いただいた次第です。
柏西 RC は、お祝い事や家族例会やサッカー観戦な
どいろいろな行事での家族参加が考えられてます。
これからも会員増強においても魅力あるクラブと
いえるように微力ながら頑張りますのでよろしく
お願いします。

【奉仕プロジェクト委員会】
委員長　勝 田 健 一

2011 年～ 2012 年度のクラブ協議会上半期までの委
員会活動報告を発表させて頂きます。
　まず、職業奉仕委員会ですが、(委員長　中村佳弘 )
来春、暖かい気候になった頃に、家族皆が参加し
やすい揚所、内容での企画を計画しています。
　次に人間尊重委員会 ( 委員長　榎本洋史 ) 先日の



手賀沼マラソンでの参加、( 柏西ロータリークラブ
の PR と、会場でバナナを無料にて配りました。)
及び、八幡苑での慰問 ( 落語界の開催 ) を致しまし
た。他、会員有志 ( 参加 ) による、柏祭りでの PR
活動等の行事を致しました。
　新世代育成委員会 ( 委員長　杉山智 ) では、ロー
ターアクトの例会において、前会長の中村佳弘会
員による卓話を致しました。
　内容は、いかにしてローターアクトを活性化す
るかというスピーチです。他 2 月のライラに向け
ての打ち合わせの為の会議を開催しました。
　最後に世界親睦委員会 ( 委員長　増谷庸 ) 今年度
は、台中港東南 RC も、当クラブも周年行事はあり
ませんが、両クラブとの親睦を深める為に、有志

に呼びかけて、訪台するか又は、来日を働き掛け
ていきたいと考えています。

【会員増強委員会】
委員長代理　増強・分類委員長　金 子  正

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。
このテーマを具現化する為には、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居
ります。現在54名を年度末には58名を目標として、
皆様の御協力を御願い申し上げます。

次回の例会は12月16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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、小澤、小阪、後藤
佐藤、椎根、嶋田、染谷
髙田、富士川、升谷、渡邉
岡島　各会員

出席率　53.33％

54名

22名
BOXありがとう！

ニコニコ

写真ありがとう！
鈴木（子） 会員、金本 会員
田代（健） 会員

柏レイソル優勝おめでとう！
榎本 会員

ロータリーの友 2011 年 12 月号 「家族月間」特集掲載

ビジター 森様（松戸西）、勝田様（柏）
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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
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四つのテスト

　皆さんこんにちは。
　飯合さんが体調を崩して入院
されたと聞いて、気になってい
たのですが、先週の例会後クラ
ブを代表して、松本幹事とお見
舞に行ってきました。先月の18
日、19日東北方面の親睦旅行で
は普段通り元気でしたからびっ
くりしました。
　我々が病室で見舞っていた時
に、嶋田さんがパジャマ姿で顔
を出したのでびっくりしまし
た。同病、相憐れんで一緒の病
院かと言うと、そうではなく、
飯合さんは循環器系で、嶋田さ
んは消化器系で、検査段階での
入院だそうです。お二人共にい
つもと変わりなく元気に振舞っ
ておられました。このような事
が重なると明日はわが身かと構
えてしまいますが、折り返し点
も近づいて来ましたので、ゴー
ルまで持ち堪えたいと願ってお
ります。皆さんも健康第一に心

掛けて下さい。
　昨日、会長幹事会が開催され
ました。ＩＭをどの様な形でや
るか、終了後懇親会をやりたい
ので午後の3時半ごろからスター
トさせたい、と言うようなこと
を話合いました。もう一つはタ
イのバンコクで開催される国際
大会に、第10分区で纏まって参
加して、現地で予定している千
葉ナイトを盛り上げよう、とい
う事でした。
　今日の例会が今年最後となり
ます。今年は大変なことが国内
でも世界でも起きてしまいまし
た。3・１１の想像を絶する驚天
動地の大震災、国家財政の破綻
懸念で誘発された通貨、金融の
大混乱、長期にわたる独裁政権
に対する民主化のうねり、タイ
の大洪水などです。何と言って
も東日本の大災害が私たちの心
に鮮明に重くのしかかっており
ます。
　今日はいつも裏方の会計役で
献身されている渡邉さんに卓話
をお願いしております。 渡邉さ
ん、よろしくお願い致します。

1. ロータリー財団より日暮肇会
員へ年次寄付(マルチプル２回
目)の認証品送付

2. 国際ロータリー・バンコク大
会（5/5-5/8）の案内(締切日
1/20)

3. ロータリー国際囲碁大会の案
内

　日時：３月３日－４日
　会場：神戸ポートピアホテル
4. 2013-14年度国際ロータリー第
2790地区国際親善奨学生募集
要領

　クラブ応募締切：３月３１日
5. 柏青年会議所「2012年度新年
例会」の案内

　日時：1月18日(水)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
　印西RC；12/21(水)は飛鳥Ⅱ船
上でのクリスマス移動例会

；12/28(水)は休会
◎柏西ロータリー・クラブ細則
改正について

　12月2日に全会員に配布してい
た「柏西ロータリー・クラブ
細則改正(案)」について例会出
席会員に諮ったところ、賛成
多数の挙手により次のように
改正されました。
（次々ページ掲載）

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　渡邉 治雄 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



卓話

①ワーク・ライフ・バランスの取り組みの背景と
目的、その経緯について
（背景・目的）

・今から 25 年前、男女雇用機会均等法が施行され
た昭和 61 年の時点で、全国の銀行で初めて女性支
店長が誕生するなど、かなり以前から女性の活躍
推進に取り組んできた。
・こうしたなか、平成 17 年 4 月からの次世代育成
支援対策推進法（次世代法）の施行は、当行の女
性活躍推進を改めて考える大きな転機となった。
・結婚や出産で退職する女性職員も多く、更に女性
職員にとって働きやすい職場とするためには一層
の工夫が必要であると思っていた。
・また、社内的にも規制緩和により投資信託の販売
業務など業務の多様化が進むなかで、女性の活躍
がこれまで以上に求められるようになっていた。
・こうした中、この次世代法が女性の職域拡大や企
業の両立支援に大きな影響を及ぼし、経営判断を
誤れば企業活力の面で取り返しのつかない企業間
格差が生じてしまうと当行は確信し、法律施行を
前向きに捉え、これまでよりも一段高いステージ
で女性の活躍支援を実施していこうと考え、ポジ
ティブアクションをスタートさせた。

（経緯）
・平成 17 年度からの 10 年間を「女性活躍支援の推
進期間」と位置付け、同年 11 月には、女性活躍支
援の全社的な理念を定めた「女性いきいきキャリ

アアップ宣言」を公表した。
・同宣言では、「高い意欲を持ちチャレンジ精神旺
盛な女性職員の活躍の場を広げるとともに、出産
や育児等のライフイベントに関係なく長期的に活
躍できる職場環境を作ること」を目標に①能力開
発とキャリア形成の支援②個性の尊重③ワーク・
ライフ・バランスの推進の三つを取り組み方針に
掲げた。
・この宣言は社内報・ポスターや銀行ホームページ
等を通じて銀行内外に公表しており、現在、この
宣言に基づき様々な取り組みを進めている。
・具体的な取り組みについては、職域拡大（仕事を
つくる）、人材育成（人を育てる）、環境整備（職
場をつくる）の三つの視点で、様々な施策を展開
してきた。

次回の例会は1月6日（金） 家族新年例会です。 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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、ゲイビ、後藤、佐藤
染谷、髙田、塚本、富士川
村田、柳、湯浅
各会員

出席率　58.06％

54名

20名
BOXありがとう！

ニコニコ

写真ありがとう！
岡田 会員、秋元 会員
増谷 会員、鈴木（康）会員
川和 会員

娑婆に出てきました
嶋田 会員

男の子誕生しました
東海林 会員

ビジター 関根 将智 様（柏）

渡邉 治雄 会員
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柏西ロロータリー・クラブ細則《新旧条文》 

新条文 旧条文 
第 6 条 入会金及び会費 
第 1 節 入会金は 10 万円とし、入会承認に先

立って納入すべきものとする。ただし、定款第

11 条の規定に該当する場合及び企業の支社や

支店の代表者会員が人事異動に伴い後任者が

入会する場合は、入会金は免除とする。 
 
第 8 条  奉仕部門 
奉仕部門は、本活動のための理念と実践の枠

組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕である。本クラ

ブは、奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこ

ととする。 
 
第 9 条 委員会 
第 1 節 クラブ委員会は、クラブの年次目標お

よび長期目標を実行する責務を担う。会長エレ

クト、会長、直前会長は、指導の継続性と計画

の一貫性を図るよう協力すべきである。継続性

を保持するため、可能であれば、委員会委員が

同じ委員会を 3年間務めるよう任命すべきであ

る。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員

会の空席を補填するために委員を任命し、委員

会委員長を任命し、企画会議を設ける責務があ

る。委員長は、同委員会の委員としての経験を

有していることが推奨される。常任委員会は次

の通り任命されるべきものとする。 
・奉仕プロジェクト委員会 

この委員会は、地元地域社会および他国の

地域社会におけるニーズに応える教育的、人道

的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実

施するものである。 
・ロータリー財団委員会 

この委員会は、寄付とプログラムへの参加

を通じてロータリー財団を支援する計画を

立て、実施するものである。 
 

第 6 条 入会金及び会費 
第 1 節 入会金は 10 万円とし、入会承認に

先んじ納入すべきものとする。 
 
 
 
 
第 8 条  四大奉仕部門 
四大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活

動のための理念と実践の枠組みである。それ

はクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕および、

国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門

の各部門に積極的に取り組むこととする。 
 
第 9 条 委員会 
クラブ委員会は、四大奉仕部門に基づいた年

次目標および長期目標的な目標を推進する

責任を持つ。会長エレクト、会長、直前会長

は、指導の継続と計画の引継ぎを確約するた

めに協力すべきである。一貫性を保持するた

め、実行可能であれば、委員会委員は同じ委

員会に 3 年間留任されるべきである。会長

エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空

席を補填するために委員を任命し、委員会委

員長を任命し、企画会議を設ける責務があ

る。委員長は、委員会委員としての経験者を

任命することが推奨される。常設委員会は次

の通り任命されるべきものとする。 
・会員増強委員会 

この委員会は、会員の勧誘と維持に関す

る包括的な計画を立て、実施するものであ

る。 
・クラブ広報委員会 
この委員会は、一般の人々にロータリーに

ついての情報を提供し、クラブの奉仕プロ

ジェクトと奉仕活動を推進する計画を立

て、この計画を実施するものである。 
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・会員増強委員会 
この委員会は、会員の勧誘と維持に関する

包括的な計画を立て、実施するものである。 
・公共イメージ委員会 

この委員会は、一般の人々にロータリーに

ついての情報を提供し、クラブの奉仕プロジ

ェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、こ

の計画を実施するものである。 
・クラブ管理運営委員会 

この委員会は、クラブの効果的な運営に関連

する活動を実施するものである。 

・米山奨学会委員会 
この委員会は、勉学、研究のために来日してい

る外国人留学生に対し、奨学金を支給し、ロー

タリアンとの交流を通じて将来日本と世界を

結ぶ平和の懸け橋となる人材を育てることを

目的とし、世話クラブ･カウンセラーとしての

活動をするものである。 
･特別基金委員会 

この委員会は「柏西ロータリー・クラブ特別

基金規則」に基づき、基金の確保、運用等を行

う。 
その他、必要に応じて特別委員会を設けるこ

とが出来る 
 

第２節 奉仕プロジェクト委員会に、次の小委

員会を設置する。 
・職業奉仕小委員会 
事業および専門職務の道徳的水準を高め、 

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、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等を奨励育成するため

の活動を行う。 
・社会奉仕小委員会 
この委員会は、地元地域が必要としている社

会奉仕事業を単独および他クラブもしくは他

団体と連携して事業を行う。 
・人間尊重小委員会 
この委員会は、地元及び海外の地域社会へ、

・クラブ管理運営委員会 

この委員会はクラブの効果的な運営に関連

する活動を実施するものである。 

・奉仕プロジェクト委員会 

  この委員会は、地元地域社会および他国

の地域社会におけるニーズに応える教育的、

人道的、および職業関係のプロジェクトを立案

し、実施するものである。 

・ロータリー財団委員会 
この委員会は、資金的寄付とプログラムへ

の参加を通じてロータリー財団を支援する

計画を立て、実施するものである。 
その他、必要に応じて特別委員会を設け

ることができる。 
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本クラブが必要と認定した事業を人道的立場

で支援を行う。 
・新世代育成小委員会 
この委員会は、次代を担う新世代の多様なニ

ーズを認識し、よりよき未来をもたらすために

基本的ニーズを支援していく。 
＊基本的ニーズとは健康、人間の価値、教育、

自己開発をいう。 
①ローターアクトクラブへの支援 

 ②地区の RYLA への参加を支援 
・世界親睦活動小委員会 
 この委員会は、国際親睦と国際親善の重要性

を認識し、友好クラブ及び海外諸国のロータリ

ー・クラブとの職業的またはレクリエーション

活動等の文化交流等を通じ、友情と親睦を深め

相互理解を深める活動を行う。 
第３節 会員増強委員会に、次の小委員会を設

置する。 
・増強･分類小委員会 
 この委員会は、絶えず本クラブの充填未充填

職業分類を検討し、未充填の職業分類を充填す

るための人物の指名を理事会に推薦するよう

積極的に努める。 
・研修小委員会 
 この委員会は、会員候補者にロータリー・ク

ラブの会員の特典と責務に関する情報を提供

し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴

史、資料、活動に関する情報を提供し、入会し

てから最初の 1 年間、新会員のオリエンテーシ

ョンを監督するものとする。また、現会員の教

育についても責任を持ち、ロータリーのさまざ

まな情報を会員に知らせるよう努める。 
 
第4節 公共イメージ委員会に次の小委員会を

設置する。 
・ＩＴ・雑誌広報小委員会 

この委員会は、クラブのホームページを例会

後更新し、維持管理を通じ、ロータリーについ

ての情報、活動内容等をスピーディーに会員お

よび一般の人々に提供していく。 
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・クラブ会報小委員会 
この委員会は、クラブ週報を作成・発行し会

員相互のコミュニケションを図っていく。 
第5節 クラブ管理運営委員会に次の小委員会

を設置する。 
・プログラム小委員会 
この委員会は、魅力ある例会プログラムおよ

び地域社会における奉仕活動への参加を促す

特別プログラム等の構成を行い、そのための準

備をする。 
・親睦活動小委員会 
この委員会は、クラブ活動やプロジェクトに

積極的に取り組み、会員、会員家族および他ク

ラブ等との友情と親睦を図るための活動をす

る。  

・出席小委員会 
この委員会は、例会出席の記録・発表、その

他メーキャップによる出席率向上を会員に働

きかけ、本会活動が円滑に行われるように活動

する。 
 



  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日

承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1714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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1743回  新年家族例会（2012.1.6）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年111111月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

　皆さん明けましておめでとう
ございます。
昨年は世界にとっても、日本に
とっても、大変な年でした。当
クラブにとっても、
大震災の不慮の事故で、掛け替
えの無い人材を失いました。
私個人にとっても分かっていた
とは言え多忙な日程に追われ、
大忙しの年でした。
　当初掲げた活動計画どおり進
んでいないものもあり、軌道修
正してでも、遂行して行きたい
と思っております。引き続き下
期もご支援、ご協力をお願い致
します。
　さて、明けて今年はどの様な
年になるのでしょうか。内外に
不安材料、懸念材料を抱えての
スタートです。クラブにとって
は、とても幸先のよいニュース
があります。新年早々、地域社
会で大活躍されている有能な人

材お二人をお迎えして、入会式
を執り行なえることです。クラ
ブの歴史上でも稀なおめでたい
ことです。皆さんと共に歓迎し
たいと思います。フォローをよ
ろしくお願い致します。
これで東葛地区３分区、１５ク

ラブ中最大の軍団になりまし
た。数が多い事を誇るわけでは
ありませんが、多士多彩な会員
が大勢いた方がダイナミックな
クラブ運営が出来ると思いま
す。甚だ簡単ですが、年頭のあ
いさつと致します。

新年家族例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

年末有志による餅つき

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 例会変更のお知らせ

 　印西RC；1/11(水)は新年夜間例会

 　松戸中央RC；1/12(木)は夜間移動例会

 　松戸西RC；1/18(水)は移動例会

柏西ロータリークラブの恒例となりま
した年末のお餅つきは、今年も１２月
２３日、榊隆夫会員の協力により西光
院で行われました。
厳しい寒さの中でしたが大いに汗をか
いた餅つき大会で年を忘れました。



平成 24 年度 家族新年例会懇親会

新入会員認証式

【会長挨拶】
　皆様、改めましておめでとうございます。
 先ほどまで、柏商工会議所の賀詞交歓会に出ておりま
した。心のエンジンを掛けるために、お酒をたっぷり
入れ込んで来ましたが、ここへ来て醒めてしまいまし
た。またエンジンを掛けなおそうと思います。
　今年は辰年です。私は年男ですので、頑張ろうと思
います。
 登り竜に因んで、宴会を盛上げたいと思いますので、
これからの時間、皆様も大いに楽しんでください。寒
い時期が続きますので、皆さんも健康第一に心掛けて
下さい。
　昨年はいろいろな事を体験して、価値観も変わって
きた様に思います。健康で平穏無事に過ごせることが、
とても幸せなのだと言う事を私達は気づきました。こ
こに集った私達は幸せ組であることに感謝しつつ、祝
杯を上げたいと思います。よろしくお願いします。

次回の例会は1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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、ゲイビ、小阪、後藤
佐藤、椎根、杉山、富士川
水野、渡邉
各会員

出席率　61.53％

55名

15名

BOXありがとう！
ニコニコ

写真ありがとう！
岡島 会員、小林 会員

結婚記念日
染谷 会員

下期もよろしくお願いします
安川 会員

家族で新年会参加
染谷 会員

御祝
板倉 会員

松本 隆一郎会員
推薦者：飯合幸夫・升谷庸会員

長瀬 慈村会員
推薦者：古田穣治・榎本洋史会員

熱唱！ 「上を向いて歩こう」

逆井中学校生徒による「逆井囃子」
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四つのテスト

　皆さん、こんにちは。
　先週は恒例の新年家族例会に
例年通り大勢の皆様をお迎えし
て、盛大に催す事が出来まし
た。親睦活動委員会の皆様お疲
れさんでした。
飯合さんの突然の入院の報には
驚きましたが、退院され今日こ
こに出席されたのでホッとしま
した。
　今日の予定は、これからクラ
ブ協議会を開催、５大常任委員
長さんに下期の活動計画を発表
していただくことになっており
ます。5常任委員長さんには度々
ご登板願い、誠に恐縮ですが下
期の活動予定を宜しくお願い致
します。
　５月５日～８日タイ・バンコ
クで開催される国際大会に２７
９０地区から大勢参加、千葉ナ

イトに集いましょうと言う山田
ガバナーの企画があり、ガバ
ナー補佐を通じて、参加要請が
来ており、先般の会長・幹事会
で自クラブに持ち帰ってＰＲす
ることが決まりました。当クラ
ブでも独自の企画案で参加者を
募ることにしていたのですが、
航空券の確保が困難になりまし
た。前にＪＴＢ柏支店さんの担
当者と支店長がＰＲで見えまし
たが、再度ＪＴＢさんの企画案

で募集案内することにしまし
た。各テーブルに旅行行程表、
山田修平ガバナーからの「日本
人親善朝食会」案内文書をお配
りしますので、１月２０日まで
に事務局へ申し込み下さい。
　２月１６日（木）に第１０分
区合同例会とＩ．Ｍ．が開催さ
れます。Ｉ．Ｍ．は、新入会員
に入会の動機、ロータリーに期
待する事等々を発表してもらう
ことになりました。

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1.  榊隆夫会員へ米山奨学会の寄付
 （米山功労者第５回マルチプル）に対し、感謝状の贈呈
2.  「第 10 分区合同例会及び I・M」のご案内
 【日時】2 月 16 日 ( 木 )　15：00 ～受付
 　15：30 ～ 16：00 合同例会
 　16：00 ～ 18：30I・M
 　18：30 ～ 20：30 懇親会
 【場所】ザ・クレストホテル柏
 【ホストクラブ】柏東ロータリークラブ
3.  柏市「献血キャンペーン」の協力依頼　( 柏南 RC との合同 )
 【日時】2 月 12 日 ( 日 )13：00 ～ 16：00
 【場所】みずほ銀行前 ( 献血車両 )
4.  日本ロータリー親睦ゴルフ大会の案内
 【日時】3 月 12 日 ( 月 )8：00 スタート
 【会場】琉球ゴルフ倶楽部
5. 受信《会報》印西 RC



第 4 回クラブ協議会「下期活動報告」

【奉仕プロジェクト委員会】
委員長　勝 田 健 一

奉仕プロジェクト委員会としての後期行事を発表
致します。
①職業奉仕委員会　　中村　佳弘委員長
　気候の良い春頃に職場見学を行いたいと計画し
ています。
　柏西クラブの家族の方も一緒に参加できるよう
な楽しい企画を考えております。
②人間尊重委員会　　金本　元章委員長
　1. 前期より引き続き、東日本大震災による避難者
の救援組織「市民の会」及び「疎開支援の会」へ
の支援及び協力を、行なっていきたいと考えてい
ます。
　2.来月2月12日柏南RCとの合同事業で柏駅東口、
みずほ銀行前にて献血活動を計画しています。
　愛の献血かしわ推進協議会が主催で、柏西 RC が
協賛の形での参加になります。
③社会奉仕委員会　　榎本　洋史委員長
　安川会長の今年度のクラブ活動計画であります
東日本震災の被災地への援助、柏市が主催するゴ
ミ 0 運動に当クラブが協力する形で参加する予定
です。
④新世代育成委員会　　杉山　智委員長
　新世代を担う青年の援助である地区のライラへ
の参加を、2 月中に高島屋さん等に協力してもらい
ながら計画しています。
　その際、10 分区のローターアクトへの協力もお
願いしたいと思っています。
⑤世界親睦活動委員会　　升谷　庸委員長
　台湾の台中港択輪社との友好関係を深める事と
併せて、韓国、フィリピン、オーストラリア、北
米の環太平洋諸国との交流をしていきたいと計画
しています。

【ロータリー財団委員会】
委員長　鈴 木 桂  三

　こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です、
下期の当委員会の活動計画を発表させて頂きます。
　上期に引き続き、会員の皆様に、ロータリー財
団をより深く御理解して頂けますよう活動してい
きたいと思っております。
　ここで今一度ロータリー財団の使命について復
唱してみたいと思います。
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
することを通じて、世界理解、親善、平和を達成

できるようにすることです。ロータリー財団は非
営利財団で、ロータリアンをはじめ、より良い世
界を築こうというビジョンを共有する財団支援者
の方々からの自発的な寄付のみによって支えられ
ています。ロータリー財団の活動のモットーは、「世
界で良いことをしようよです。」会員の皆様もより
グローバルな目で世界を見てください。そしてロー
タリーの奉仕の理想を具現化する為に、毎年あな
たも 100$ をに御協力下さい。

【会員増強委員会】
委員長　川 和 弘 行

　会員増強委員会報告　委員長　川和弘行　山田
ガバナーの方針は「より強力な魅力
あるクラブに」を掲げました。
　このテーマを具現化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。
　年度内 10％UP を目標に会員増強を掲げて居りま
す。新年に新しく 2名の増強ができ
ました、古田会員、升谷会員さんありがとうござ
いました。
　会員の皆さまには入会候補者の推薦を宜しくお
願い致します。
　ちなみに私の入会の動機はある先輩からロータ
リークラブは奨学生の受入れと海外
に奨学生を送り、民間外交につながり世界中に友
人が増えることにより世界の平和に
貢献できるのではないか？　この言葉に納得して
今年の 3月で満 34 年になります。

【クラブ広報委員会】
委員長　田 代 健 一

ロータリークラブの責務の中に「報道機関との建
設的な関係を維持する」という言葉があります。
柏西クラブの活動の広報として昨年は、RC クラブ
の全国版広報誌の家族紹介欄に柏西クラブが登場
しましたが、下期は、地元報道機関とのつながり
を意識してまいります。
新年、柏市役所の記者クラブ 10 社へご挨拶に行き
ましたので今年は、是非メディアの方を例会にお
招きしたいと思います。
今年度の米山奨学生の紹介も働きかけてまいりま
す。
クラブ会員の皆様よろしくご協力お願い致します。



次回の例会は1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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、勝田、金子、小阪
佐藤、染谷、髙田、長瀬
富士川、村田、柳、湯浅
渡邉　各会員

出席率　63.49％

55名

20名
BOXありがとう！

ニコニコ

本人誕生日
田代（健） 会員
中村 会員

本年もよろしくお願い致します
椎根 会員

無事退院しました
飯合 会員

【クラブ管理運営委員会】
委員長　増 谷 信 一

　クラブ運営委員会を担当しております、増谷で
す。
プログラム委員会・親睦活動委員会・出席委員会
の 3 委員会の「下期活動計画」を発表させて頂き
ます。
　まず始めに，水野委員長のプログラム委員会か
ら致します。
①プログラム委員会
　安川年度がスタートし、半年が過ぎ折り返し地
点を通過致しました。
下期は、通常例会においてはまだまだ卓話が決まっ
ていない例会が有りますので、会員の皆様のご協
力をえて埋めていきたいと思います。
　又、移動例会においては、２月に第 10 分区の合
同例会及びＩ.Ｍ、３月に第２回インターゴルフ夜
間例会、４月には第 10 分区のゴルフコンペ及び合
同例会、５月には親睦打上げ旅行がございます。
　どうぞ楽しみにしていて下さい。
　次に、嶋田委員長の親睦活動委員会です。
②親睦活動委員会
　親睦活動委員会も、プログラム委員会に沿って
例会を運営して参ります。
　先週開催致しました、家族新年例会では、柏市
長を始め岡部名誉会員・板倉名誉会員、そして大
変多くのご家族をお迎えしての家族新年例会が出
来ました。
逆井囃子から始まり、カラオケやビンゴ大会等、
企画をさせて頂き大変盛り上がる例会となりまし
た。
嶋田委員長を始め親睦活動委員会の皆様、大変ご
苦労様でございました。

そしてもう一つ親睦活動委員会では大事な例会が
ございます。それは５月に予定をしております親
睦打上げ旅行です。安川会長・松本幹事のご苦労
さんを兼ねておりますので、思い出になる様な旅
行にしたいと考えております。
是非、一人でも多くの会員の皆様のご参加をお待
ちしております。
親睦活動委員会は毎回例会が担当です。これから
も委員会一丸となって委員会活動をして行きます
のでどうぞ宜しくお願い致します。
　最後に、森市委員長の出席委員会です。
③出席委員会
　この出席委員会も、親睦活動委員会・プログラ
ム委員会と同じで、全例会にかかわっていきます。
　下期は、インターゴルフや 10 分区の合同例会、
親睦打上げ旅行等移動例会がいくつかございます。
会員の出席率が下がるおそれがございますので、
早めに予定を組んで頂き、出席の出来る様お願い
致します。
以上で、クラブ管理運営委員長としての「下期活
動計画」とさせて頂きます。
ありがとうございました。
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四つのテスト

　皆さん、こんにちは。
 今週は一段と厳しい寒さが続
いています。空気も乾燥して
いて、静電気の帯電によるコ
ンピューターの故障も多いよ
うです。
 さて、今日は外部からゲスト
をお招きして、お話して頂き
ます。茂木 康三郎様は、国内
最大手の飲料メーカー、利根
コカコーラーボトリング
（株）社長をされた後、現在
は会長をされておられます。
社員千人を超す大手企業の
トップですから貴重なお話を
頂けると期待しております。
 先週の例会で、山田ガバナー
と各分区のガバナー補佐が推
進しているタイ・バンコクの

国際大会参加は、会長、幹事
が丸印を付けて回覧を回した
のですが、誘い水の効果もな
く、どなたも他に丸印をつけ
た方はいませんでした。未だ
締め切りまでに間合いますの
で、参加して見ようという方
は事務局へお申出下さい。
　第10分区としては10名の枠
は確保されたので、このまま

行くと、当クラブは遠慮する
ことになりそうです。

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　茂木 康三郎 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 2012 年度米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの
 引き受け依頼

2. 東日本大震災復興を支援する柏市民の会役員会開催の案内
 【日時】2 月 14 日 ( 火 )10：00 ～
 【場所】柏商工会議所 4F

3. 柏市青少年健全育成推進大会の後援と参加依頼
 【日時】2 月 11 日（土）13：30 ～ 16：30
 【場所】アミュゼ柏



ご紹介頂きました利根コカ・コーラの茂木でござ
います。日頃は弊社製品をご愛飲頂き誠に有難うご
ざいます。
本日は、柏西ロータリークラブ例会でお話させてい
ただく機会を頂き感謝申しあげます。
私はロータリアンではない為『タクワ』というもの
がどのようなものであるか分からないままお引き
受けしました。友人に聞きましたところ、人生にお
いての、現在の自分を形成してくれた経験や、体験。
人格を形成してくれた人との出会い等を皆さんに
お伝え、ご報告することだと聞き、愕然としました。
しかし、湯浅さんに確認させて頂いたところ、「なん
でも自分の思うところを話せばよい」とおっしゃら
れましたので意を強くしてお話させていただきま
す。
これからのお話は、いささか商業的になりますがお
許し頂き進めさせて頂きます。
地域密着を標榜するコカコーラビジネスですあり
まが、スポーツイベントとの関わり抜きにお話する
事はできません。
この事をご理解いただくために、コカ・コーラの歴
史について触れさせて頂きます。
コカ・コーラは１８８６年、アメリカ南部ジョージ
ア州のアトランタで薬剤師のジョン・Ｆ・ペンバー
トンにより発明されました。二日酔い改善の胃腸薬
を研究していたところ、飲み易いシロップが出来た
のでコカ・コーラと命名し販売していました。ある
日、助手が水で割るところを炭酸水で割ってお客様
に出すというミスを犯しました。しかし、そのお客
様の感じた爽快感が口コミで広がりソーダファウ
ンテンで販売され大人気となりました。その後、実
業家のアーサー・キャンドラーがこの権利を買い

取り、１８９４年瓶詰めのコカ・コーラを発売し、
これまで、ソーダファウンテンに行かなければ飲め
なかったコカ・コーラを、家庭を含め何処でも楽し
む事が出来るようにしました。この事がルートセー
ルス、フランチャイズシステムと相俟って現在世界
２００以上の国や地域で飲まれる切っ掛けになっ
たのです。なお、現在使用されているコンツアーボ
トルが誕生したのは１９１５年のことです。女性の
コスチュームをデザイイン化し完成したとの事で
す。
日本では大正期に明治屋が輸入販売した記録があ
り、芥川龍之介の手紙に、高村光太郎の詩に「・・・
コカコーラもう一杯」の記述もありまが、遠く海を
渡って届けられたのも便利な瓶入りだったからと
いえます。この時代はさぞハイカラな飲み物だった
のでしょう。
その後、終戦後進駐軍により兵站として米国から持
ち込まれましたが、高梨仁三郎が日本におけるフラ
ンチャイズを取得し芝浦に工場が建設し昭和３２
年から外国人が出入りするホテル、劇場、野球場、ゴ
ルフ場、ボウリング場等での販売が認められ一般の
人も飲めるようになりました。団塊の世代の方々が
「後楽園で始めて飲んだ」『青山ボウリング場で』と
おっしゃる方が多いのもこの事が原因していると
思います。
この規制が解除されたのが昭和３６年で、原液輸入
の為の外貨割り当て緩和によるものでした。テレビ
やラジオのコマーシャルが始まったのもこの時期
です。そして、１９６４年東京オリンピックを向か
えます。後ほど触れますがオリンピックとコカ・
コーラの関係の深さからサンプリング活動として
コカ・コーラが選手、役員、関係者に提供されまし
た。アルバイトで参加した方々もはじめて飲むこと
になったそうです。この時期テレビから流れてくる
加山雄三の姿と「スカッと爽やかコカ・コーラ」の
キャッチコピーは人々に深く刻み込まれました。
さて、話を戻します。
昨年は、女子サッカーワールドカップで、「なでしこ
ジャパン」が優勝と言う快挙を成し遂げました。先
日の FIFA 総会では沢穂稀選手と佐々木則夫監督
の表彰が行われ日本サッカー界に名実ともに『世界

利根コカ・コーラボトリング（株）取締役会長　茂木 康三郎 
「コカ・コーラとスポーツ（地域との絆）」 卓 話



一』の文字を加えました。
皆さんも昨年の６月は寝不足に悩まれたのではな
いでしょうか。下馬評では期待されていなかった
「なでしこジャパン」でしたが、勝利を重ねるごとに
強くなりドイツを破ると決勝ではアメリカにリー
ドされながら追いつき、延長を凌ぎきり PK戦に。Ｐ
Ｋ戦で熊谷選手がゴールを決め優勝を勝ち取りま
した。その瞬間ゴールネットの後ろの看板はコカ・
コーラだった事をご存知の方はいらっしゃるで
しょうか。
いらっしゃらないのが当然、視線はボールに集中し
ており、周囲の景色は認識されないからです。【見え
ているのは関係者だけの自己満足】
そして、今年はオリンピックイヤーです。７月２７
日からロンドンで開催される第３０回夏季オリン
ピック大会まで残すところ６ヶ月となりました。
コカ・コーラとオリンピックの関わりは深く、１９
２８年（昭和３年）アムステルダム大会から飲料提
供会社として参加し企業広告が掲載されました。
第１８回東京大会では飲料の提供はもとより世界
中から訪れた観客に「おもてなし」の心を伝える為
交通案内図、ガイドブック等を各国の言語別にト
レードマークと共に用意し日本流ホスピタリ
ティーを発揮する手助けもしました。この事が以後
の大会での手本となり多言語表記となったそうで
す。
第２０回ミュンヘン大会では始めて公式飲料にな
り、商業オリンピックと批判が有ったロスアンジェ
ルス大会からは初の企業スポンサー（公式スポン
サー）として認定されました。これが「商業主義が当
たり前」の一大イベントになる端緒となりました。
１００年記念の１９９６年のアトランタ大会はコ
カ・コーラのメッカで開催された事も、その影響力
を現していると思います。
コカ・コーラは、このほかバスケットボール、アイ
スホッケー、陸上競技、野球、ゴルフ、日本では相撲
や水泳にもトレードマークが登場しています。もち
ろん色々な競技のクラブチームのサポートも行っ
ていますが減少傾向にあります。
ここ柏では、Ｊ２から昇格、昨年リーグ優勝をはた
した『柏レイソル』を応援しています。数は少ないの
ですがレイソルカラーの弊社自動販売機からお買
い上げいただくと柏レイソル応援基金が増加しま
すのでご協力下さい。
それではその他どのような「地域とのかかわり」が

行われているかをお話します。
日本には１２社の「コカコーラボトラー」が存在し
ます。その取り纏めを行っているのが日本コカ・
コーラ社で、ボトラーは各々責任区域を持ちその中
での売り上げを最大化する義務を負っています。商
品販売と同時に各社注力しているのが地域との結
びつきです。特に青少年に関わるものが多く、長年
続けてきているのが高円宮（高松宮）中学生英語弁
論大会、苦学生に奨学金を贈るコカ・コーラ育英基
金、小学生のバランス感覚向上の為の一輪車寄贈と
指導者育成講座の提供等。何れも２０年以上続けて
おります。以前は少年サッカー教室、野球教室も
行っていました。
我々の社会貢献は地味でありますが長く続けるこ
とに意義があるとして進めていますが事業環境の
変化から、やむなく中止したものもあります。新聞、
映画、鉄道から流通、ＩＴ事業へとプロ野球球団の
オーナー変更が事業の栄枯盛衰を示すように我々
の活動も変ってきています。儲けが無駄をカバーで
きることが【余裕】と申しあげると問題ですが衰退
のスパイラルに入らぬよう事業運営を継続するこ
とが重要であると考えます。
飲料も、ただ喉の渇きを潤すものから効能を求める
いわゆる機能性飲料に変化して来ました。弊社もコ
カ・コーラ主体から多様な飲料を提供するように
変わりました。
特定保健食品や飲料として『特保』を取得した飲み
物が機能性飲料として売られていますが、私は、コ
カ・コーラが究極の機能性飲料であると思ってい
ます。水分、ミネラル、エネルギー補給を謳っていた
り、脂肪燃焼、コレステロール除去等を謳う飲料は
多くありますが、爽やかさを与えたり、気分爽快に
なったり、昂揚感と言いますか「はじける」気持ちに
させたり、ハッピーな気持ちにさせる飲料は他には
無いと思っているからです。
このことが正にソフト（ウエアー）ドリンクである
と言えます。
このイメージドリンクを１８８６年（明治１８年）
アメリカジョージア州のアトランタにある薬屋の
親父が開発し、全世界に広めたという事は、正にア
メリカンドリームと言えるのではないでしょうか。
イメージ、感覚、インスピレーションそんな次元の
飲み物です。
繰り返しになりますが、現代は、ハードではなくソ
フトの時代と言われます。形の無いものやサービス



次回の例会は1月27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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡島、金子、後藤、小溝
佐藤、染谷、田代（充）
日暮、富士川、升谷、村田
各会員

出席率　55.93％

55名

22名

BOXありがとう！
ニコニコ

本人誕生日
柳 会員

パートナー誕生日
湯浅 会員、水野 会員

結婚記念日
秋元 会員

写真ありがとう！
嶋田 会員、松本（ユ）会員
馬場 会員、小林 会員、秋元 会員
中嶋 会員、中村 （佳）会員

茂木様ようこそ
安川 会長

委員会報告

が事業化され、そんなもの売れるのかと思われるも
のが、もてはやされる今、飲料業界も時代の流れで
製品の顔ぶれが変っています。そんな中コカ・コー
ラは１２６年間変らぬ楽しさと爽やかさをお届け
し続けてきています。
そして次の１２６年に向かって皆様の期待をニー
ズを基として新たな切り口を生んでまいります。
ここで皆さんに、違った意味でのイメージ産業をご
紹介します。名前を聞けば「なーんだ」と言うことに
なりますが、安全、安心、楽しさ、夢、非日常、おとぎ、
ＣＳ（カスタマーサティスファクション）の権化と
言われる、ディズニーリゾートです。１９８３年開
業以来米国渡来のマニュアルを日本に合ったオペ
レーションマニュアルに書き変えてきた会社です
が、テーマパークブームで作られた多くの施設の中
で唯一つ健全経営、超優良企業として経営されてい
ます。ここでも、コカ・コーラはスポンサーとして
パートナーとしてサービスさせていただいており
ます。弊社のポリシーは何時でも、何処でも、誰とで
も楽しい爽やかな時をお届けすることでありディ
ズニーも同じ考え方を持っているので協働できて
います。
コカ・コーラは世界中に飲み物と同時にアメリカ
文化をお届けしてきました。その評価は二分される

ところですが、こんな話をお聞きになったことはあ
りませんか。
アメリカ生まれの成功企業はこれまでのその国の
文化を否定し業績を伸ばしてきた。マクドナルドの
立ち食い。コカ・コーラのラッパ飲み、ＩＢＭ、マイ
クロソフトのインターネットでの考えさせない馬
鹿作り等々。（暗算を忘れた小学生。辞書を引けない
高校生）一見当てはまりそうですが、新しいものを
追いかける人間心理を巧みに取り込んだマーケ
ティングの結果と考えます。
「大きく強いものだけが生き残るのではなく変化に
対応、即応できたものだけが生き残れる」と言われ
ています。また、「企業には変えてはならない事と替
えなくてはならない事がある」とも言われていま
す。これまでの１２６年は変ることができました。
これからの１２６年はどのようにしていけるで
しょうか。卓越したマーケッティング力を持つ会社
として消費者、生活者の声に耳を傾け希望要望を吸
収し具現化するように勤めていくと同時に新たな
ニーズの創造への努力も惜しみません。皆様には今
後ともご支援賜りますようお願い申し上げ「タク
ワ」を終了させていただきます。有難うございまし
た。

新世代育成委員長　杉山　智
　1月 26 日 ( 木 ) 柏ローターアクトクラブ例会でゲイビ・アデル会員が卓話をします
ロータリー財団委員長　鈴木桂三
　ロータリー 2億ドルチャレンジ募金、目標達成（2012.1.17 現在）報告
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

幹事　松 本 ユ ミ
幹事報告

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　古田 穣治 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 2月のロータリーレートは1ドル＝78円

2. 例会変更のお知らせ
 松戸西RC；2/8(水)は「第12分区合同例会及びI・M」に変更

3. 受信《ポコアポコ通信》特定非営利活動法人ゆめしずく

　皆さん、こんにちは。
 先週は一段と厳しい寒さが続い
て空気が乾燥していましたが、
今週は更に湿った寒気が入って
来て雨と大雪の悪天候に見舞わ
れました。
　さて、今日は私が敬愛してお
ります古田先生に卓話をお願い
しております。お仕事柄、健康
に関するお話を頂けるのかなあ
と思います。私の年代になる
と、同窓会などの集りでは、先
ず健康、病気が話題になりま
す。 次にだれそれが天国に行っ
てしまったとか、病気で出掛け
られなくなっているとか、が話
題になります。またゴルフの話
になりますと私は加わらないこ
とにしております。
 ロータリーに関することで、こ
このところ伝えたい大きなト
ピックはありませんが、昨夜、
柏ローターアクト・クラブの例

会があり、出席してきました。 
アクトの現メンバー３名と柏西
クラブからゲイビ・アデルさ
ん、松本幹事、私の3名、計6名
のこじんまりした会合でした。
卓話のスピーカー、アデルさん
はご自分のビジネスであるペル
シャ絨毯について話されまし
た。とても興味深い内容でした
ので当クラブでも卓話をお願い
したいと思いました。
 先々週の定例理事会で、入会金
を下げて新入会員が入り易くし
てはどうか？と打診したのです
が、ネガティブな意見もあっ
て、意見の収束は難しいので継
続審議としないことになりまし
た。
 南関東での地震について、首都
直下地震などマグニチュード7ク
ラスの地震が今後4年以内に発生
する確率は７０％に達する、と

の試算を東京大学地震研究所が
まとめ、報道されました。従
来、政府の地震調査研究推進本
部は、M７クラスの南関東での
地震について、今後30年以内に
発生する確率は７０％としてい
ました。 因みにマグニチュード
７クラスの地震は、阪神淡路大
地震が７．２で、新潟の中越地
震は６．８でした。
 釜石市の小中学校生は日頃から
避難訓練をしていたことが奏功
して、今回の超巨大津波でも犠
牲者はゼロだった事が、大きく
取上げられました。私たちも職
場見学で、防災センターを見学
して、大きな揺れが発生した場
合は、先ずはテーブル、机の下
にもぐり、様子を見てから行動
しなさいと教えられました。皆
様もご案内の通りです。



特別基金委員会
について

　本委員会は、発
足してから 25 年
になります。地区
内にも、このような基金をもつクラブは、他にない
そうです。
　25 年前、本委員会が発足したのは、丁度高度経済
成長が終りに近づき、バブル崩壊の兆しが始まった
昭和 62 年でありました。
　当時、当クラブは、創立十周年に入り、台中港東南
クラブとの姉妹クラブ締結五周年を迎え、それらの
記念事業を控えた年度でありました。
　折しも、近燐の先輩クラブが、二ヶ国のロータ
リークラブ姉妹クラブを結び、国際親善に力を入れ
ておりましたが、単年度で多額の赤字を生じさせた
事が話題にのぼり、国際親善に熱が入っていた当ク
ラブも、他人事ではないと懸念する向きも出て来ま
した。
　台中港東南クラブでは、会長になると多額の寄付
をする習慣があるそうで、クラブ周年行事も豪華
で、招待され、参加した当クラブ会員も、お国柄が違
うとロータリー・クラブもこうも違うものかと驚
き、且つ多くを学びました。
　そこで、国際親善を将来もずっと続けて行くに
は、ある程度の資金が必要であり、特に周年記念事
業のある年度には、通常年度の予算の他に、姉妹ク

ラブ親睦に必要な相応の資金を用意せねばならな
いこと、これが五年毎に二回やって来ること、に気
付き、これをその年度の会長任せでは、大層なこと
であるから、基金を作ってこれに充てようという考
えで、この委員会が出来たと認識しております。
　現在名誉会員の板倉茂さんが提案し、理事会、総
会で可決されて、以来 25 年続いて今日に到ってお
ります。
　所で、柏西ロータリー・クラブ細則にある特別基
金規則には、このような意図で作られた基金である
という文言は載っておりません。クラブ奉仕活動を
なすための基金確保を目的とするとあるのみです。
然し、実際には、今まで殆どが、台中港東南クラブと
の親善行事に支出されているだけのようです。古い
会員や本委員会委員長経験者に聞きましたが、これ
は暗黙の了解事項であるようです。
　適用後 25 年の間に、姉妹クラブとの関係も大人
となり、お互いに理解を深めあい、WCSプロジェク
トの継続と共に、進化して来ました。従って、本基金
が、発足当時のように周年記念事業の支出のみに特
化する必要もないと思います。理事会の承認を得れ
ば、社会奉仕、国際奉仕活動に支出し得るものと思
います。期首現在高は 1,484,030 円あります。3 年後
には、当クラブ創立四十周年、姉妹クラブ締結三十
五周年記念を控えています。前年度中村会長の申送
りを受けて、本年度は、安川会長より、一般会計から
十萬円の本基金への繰入れの約束を頂いているこ
とをご報告して卓話を終ります。

特別基金委員会　委員長　古田 穣治卓 話

次回の例会は2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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

岡島、小阪、小溝、佐藤
椎根、東海林、杉山、染谷
髙田、中村、馬場、富士川
村田、柳、湯浅、渡邉 各会員

出席率　50％

55名

24名

BOXありがとう！
ニコニコ

本人誕生日
川和 会員、古田 会員

パートナー誕生日
鈴木（健）会員、古田 会員

写真ありがとう！
田代 会員、飯合 会員
日暮 会員

卓話が出来てありがとう
古田 様

特別基金の寄付金
古田 様
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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
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　田代　 充 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
昨年は大災害に散々痛めつけ
られ、今年に入っても、寒気
が上空を覆っている所に低気
圧が入って来て、日本海側に
大雪をもたらしています。日
本は災害大国のイメージをま
すます強めております。
　昨年 ８月２６日の例会で、
急激な円高による国内メー
カーの憂慮すべき事態と、
ニューズウイーク誌に掲載さ
れた「米国の経済を救う処方
箋」と言うタイトルの３人の
ノーベル賞経済学者の意見を
紹介しました。今日の窮状
は、財政規律をないがしろに
されて来たまま、給付金のバ

ラ撒きが行われて来たため
で、国や銀行の財務状態の建
て直しが急務だ、と言うとこ
ろに３人の意見は集約されて
おりました。日本でも財政規
律を健全化することが急務だ
と言う話をしていたのです
が、その懸念が日本や米国よ
り先にヨーロッパで表面化し
てしまいました。
　アメリカの格付け会社スタ
ンダード・アンド・プアーズ
社がフランスとオーストリア
をトリプルＡからダブルＡプ
ラスに引き下げた途端に、更
に円高が進み混乱しておりま
す。
スタンダード・アンド・プ
アーズ社によるフランスの格
下げは、唐突な発表ではなく
ヨーロッパの市場では既に予
想されていたことのようで
す。 フランス大統領選挙100
日前の1月13日金曜日を意図的
に選んだのかどうか分かりま
せんが、サルコジ大統領はそ
れ以前に「トリプルＡを失え
ば私はおしまいだ。」と内輪
で発言していましたから

ショックも大きかったと思い
ます。 
 因みに日本の国債はそれより
２段階低いダブルＡマイナス
です。それにも拘わらず円の
独歩高というのが理解出来な
いところです。自国にも火の
粉が飛んでくることを考える
と、米国の格付け会社は一体
何を考えているのか、良く分
からないのですが、国や企業
の命運を絶つことを平気で
やってのける横暴に、アング
ロ・サクソン系の格付会社に
対するヨーロッパ諸国の反発
が起こるのは当然だと思いま
す。サルコジ大統領がヨー
ロッパ独自の格付け会社を作
ろうと提案したり、ＥＵ加盟
国がＥＵ財政規律強化のため
の新条約を制定する事に合意
しました。



世界理解月間に因んで

　当クラブには、世界親睦活動として歴代会
長が継承してきた、歴史ある姉妹クラブ活動
がプログラムされております。当地区におい
て何故か地区リーダーはクラブ公式訪問また
はIMで、一般論として5年に一度の見直し再締
結を推奨してきます。当クラブは台湾の台中
港東南扶輪社と1980年11月24日に姉妹クラブ
を締結し、お互いの文化交流の中で相互理解
を深め世界平和に貢献する事を目的とし、両
クラブは締結の形式にはこだわらず、現在は
恒久的締結を約束しました。姉妹クラブの足
跡については、残念ながら卓話の制限内で
は、収まりがつきませんので情報研究会等に
て学んでいただきたいと思います。
　締結当時、一膳の箸にたとえられ始まった

友好交流は、当クラブ創立35周年　金本年度
におこなわれた卓上対面合同会議において、
私たちは兄弟であることが確認され、世界社
会奉仕の道を模索しはじめました。
　「締結当時は格段の経済格差がありました
が、今は同等の奉仕が出来るようになりまし
た。私たちは今、本当の兄弟となりました。
共に歩み続け奉仕の理想を一歩高めた形で実
現したい事が確認でき、有意義な会談となり
ましたことに感謝しています。」とメディス
ン（RNT）が台湾語で
両社的友誼　久久遠遠　應該　継承　逗陣　

来　打垪、呼咱　手牽　手　做伙　向前行　

と締めくくられた言葉が印象的でした。　故
神林光会員が世界親睦活動委員長に就任して
いた2007～2008年度に発信した　「親睦活動
を通じて奉仕の機会を求め、行動する事に重

世界親睦福委員長　田代　充卓 話

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

1. 国際親善奨学候補生「第 3回オリエンテーション」開催の案内
 日時；2月 9日 ( 日 )　17：00 ～ 18：20 オリエンテーション
  18：30 ～ 19：30 懇談会
 場所；京葉銀行文化プラザ

2. 米山記念奨学生『歓送会』開催の案内
 日時；3月 2日 ( 金 )16：00
 会場；京葉銀行文化プラザ

3. 2012-2013 年度版　ロータリー手帳買い上げの依頼
 一部＝630 円 (5 月下旬出来上がり予定 )

4. レイソル後援会総会の案内
 日時；2月 16 日 ( 木 ) 15：00 ～
 場所；日立柏総合グランド内体育館
5. 例会変更のお知らせ
 松戸 RC；2/8( 水 ) は「第 12 分区合同例会及び I・M」に変更
 我孫子 RC；2/14( 火 ) は 2/16( 木 )『第 10 分区合同例会及び I.M』に変更の為、休会。



次回の例会は2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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、後藤、佐藤、杉山、染谷
長瀬、中村、富士川、柳
各会員

出席率　83.33％

55名

18名

BOXありがとう！
ニコニコ

本人誕生日
渡邉（治） 会員、中嶋 会員
松本 会員、日暮 会員
五十石 会員、中村（博）会員
椎根 会員

パートナー誕生日
田代（充）会員、増谷 会員

写真ありがとう！
湯浅 会員

結婚記念日
水野 会員、ゲイビ会員

・ニコニコBOX通帳 681,002円（内オークション分＝247,000円）

・ポリオ・プラスBOX 51,721円 ・東日本大震災義援金 141,977円

点を置こうと云うこと」が受け止められた形
となりました。
　これを引継いで2010年から本年度に掛けて
RI第3460地区の5クラブとの間で台湾の身体心
身障害者の公的な訓練所、「徳水苑」へマッ
チング・グランドを成立させWCS活動を実現
した事は、記憶に新しい事と思われます。3.11
の震災後でしたが、贈呈式に訪問団派遣の招
待状が届いた事から、事業を見届ける責務を
感じ、比較的に体と時間の空いている私は、
全台湾人民と台中港東南扶輪社からのドネー
ションのお礼をまじえ柏西RC会長代理として
贈呈式典で台湾語のスピーチをしてまいりま
した。
　さてグローバルに事業プログラムを展開す
るにあたりパートナーへの心配りが必要な事
は言うまでもありません。
1　生活習慣・食文化の違い
2　言葉のコミュニケーション
3　贈り物や特定の友人としての価値観
をお互いに相互理解することが重要でありま
す。台中港に関して分析すると食に対しての

考え方や文化、何よりも家族親族を大事にし
気の置ける友人と陽気に楽しみを分かち合う
風習が有ります。
日本語を話す社友が少なくなったら締結を見
直す事を考えるのではなく、締結の行方を模
索し、そのためにも他国の文化を理解し歩み
寄る努力をおしまぬ事が、これからの私たち
の使命と考えます。
　本日は卓話の機会をいただけました事で台
中懸台中港に姉妹クラブがある台湾について
私が理解している範囲で時間に制限がありま
すのでサワリだけでも簡単にお話します。興
味を持って頂ければ幸いです。



開催　日時 会　長 安　川　武　年

開催　場所 幹　事 松　本　ユ　ミ

理　　　事 出欠

○ ①2012年度米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けの件
（第２７９０地区の奨学生＝新規奨学生２２名・継続奨学生５名）

・ 引き受ける。（できれば男性で台湾出身の奨学生を希望する。）
○

②職業奉仕委員会より『春の家族職場見学』の提案　　　　承認
○ ・ 日程；2012年4月6日(金）

・ 予算；40万円以内

○

③報告事項　□2011～’12年度7.1～1.31決算報告　　承認
×

(柏西RC慶弔金支給規定により)
　　　　　　 1月27日会長・幹事慈恵医大入院中の宇田川会員を見舞う。

○

④その他
× ・ ガバナー月信(2月1日発行)によると、当クラブの出席率が第10分区の中で一番

低いのでメイクアップを促したほうがよい、という意見があった、

その他、次のような意見があった。
×   ○出席率の算出については、各クラブの算出を確認したほうがよいだろう。

　分区の会長・幹事会時に各クラブの算出方法を聞いてみる。

　○算出方法について、各クラブが統一するのが望ましい。
○

○

○

○
　

　□宇田川恵司会員の入院に対し、お見舞金(３万円)を支給

松　本　ユ　ミ

安　川　武　年

榎　本　洋　史

 川　和　弘　行

金　本　元　章

勝　田　健　一

嶋　田　英　明

鈴　木　桂　三

升　谷　　　庸

増　谷　信　一

　　　柏西ロータリークラブ　2011～2012年　理事会議事録　

2012年　2月 3日　　13時40分

　ザ・クレストホテル柏

出席13名　オブザーバ出席1名(金子正）

議　　題　　概　　要

中　村　佳　弘

日　暮　　　肇

○

鈴　木　康　之
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　五十石 真由美 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　昨夜は、世界親睦活動委員
会主催のファイヤーサイド・
ミーティングが田代会員邸で
開催され、盛会でした。台中
港東南クラブとの30年間の交
流の歴史についての講話を皮
切りに、台中港東南クラブと
どう向き合うべきか、周年行
事の対応、等について話合い
ました。長期プランとして障
害者施設『徳水苑』を支援す
るWCS活動を継続して行くこ
とを確認しました。
　献血キャンペーンが12日
（日）柏駅東口みずほ銀行前
で実施されます。
血の気が多い方は奮ってご参
加下さい。
　第35回RYLAセミナーが今月

18日～19日《一宮少年自然の
家》で実施されます。RYLAは
Rotary youth Leadership Award
の頭文字を採ったものです。 
《ロータリー青少年指導者養
成プログラム》と言い替えた
方が分かりやすいと思いま
す。多くの若者に感動体験の
場を提供している素晴らしい
プログラムです。杉山新世代
育成委員長が2名の参加者を引
率して行って下さいます。
　先週の理事会で理事の１人
から昨年12月の当クラブの出
席率が第2790地区84クラブの
中でワースト１であったの
で、会長がもっと出席につい
て喚起すべきだろうと指摘さ
れました。確かに出席率に気
がまわっていなかったのは事
実でした。（長期欠席会員に
は昨年松本幹事と出向いて出
席を促してきました。）国会
での行政見直し審議で『どう
しても1番でなければいけない
のでしょうか？2番では駄目な
のでしょうか？』とある議員
が尋ね、話題になりました。
同じ一番でもこの度は不名誉
な一番で、愉快なことではあ
りません。たまたまこの月は

皆さんが職業奉仕に励み過ぎ
て、うっかり忘れた？のでは
なく、のっぴきならない事情
で欠席が多かったのだと思い
ます。出席義務の意識が希薄
で欠席している会員には、ク
ラブの全員が出席するよう声
を掛けることが必要だと思い
ます。 
  今年度の森市出席委員長はク
ラブ活動計画書の中で、皆様
に次のようにご協力をお願い
しております。

１、ホームクラブ出席向上に
ご協力をお願いします。
　例会欠席の場合は必ず連絡
を下さい。（SAAへ連絡する
こと。）
　無断欠席をすると食事が無
駄になります。この無駄にし
た分、食糧飢饉に苦しむ国へ
貢献できたらロータリー・ス
ピリットに合致していると思
うのですが。

２、メークアップしてくださ
い。
　例会に出席出来ない場合
は、他クラブ、地区大会、地
区協議会、IM、等に積極的に



参加して出席率向上にご協力
下さい。メークアップ期間は
例会の２週間前から2週間後ま
での例会まで、メークアップ

カードを提出すれば出席扱い
になります。

３、年間出席率100パーセント

の会員には皆勤賞が授与され
ます。貰ったことがない方は
ご存知ないでしょうが、結構
良い物が貰えます。

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

1. 例会変更・休会のお知らせ
 我孫子 RC；2/28( 火 ) は『家族親睦例会』に変更
 印西 RC：２/22( 水 ) は『第 9分区 I.M』に変更

2. 印西ロータリーラブ事務局移転のお知らせ (H24.3.1 より )
 新事務局　〒270-1326　印西市木下 1521-147　第一管工設備㈱内
　　　　　　　　　　　　TEL/FAX  0476-42-6912

会員　五十石　真由美卓　話

この場をお借りしまして皆様
方にご挨拶させて頂きます。
本年度、１月１日より東武ほ
そだ観光株式会社より、細田
観光株式会社アクタスに社名
変更いたしました事をご報告
させて頂きます。今後とも宜
しくお願い致します。

１２月に水野会員より本日の
卓話のお話を頂いた際、戸惑
いました。
弊社にとって２月の第２・第
３の週末は団体様のご旅行が
集中しており一番忙しい時期
及び添乗に行く前日になるお
それもある為、卓話をするな
らば違う日にと言った瞬
間・・・あの優しい水野会員
から逃がしませんよぉ～と、
ひと言いわれて何を話して良
いか？悩みましたが、卓話を
引き受けました。

改めて自己紹介させて頂きま
す。五十石家、自分を含め３
人家族です。娘２人（長女２
２歳・二女１５歳中学校三年
生　）がおります。
親不孝ながら１７歳　高校中
退して結婚し、１８歳で長女
を出産しました。
２５歳で二女を出産してから
３５歳まで専業主婦をさせて
頂きました。東武ほそだ観光
に入社するきっかけは、元主
人のお友達が今現在の社長、
細田啓介と知り合いで事務員
さん１人欲しいと相談され私
が紹介されたのが始まりで
す。
今までの人生で就職（仕事）
をした事のない自分としまし
て、PCを使いこなせない＆旅
行業の事も何も知らないゼロ
の状態からの出発でした。
それから２年半がすぎ事務仕
事が慣れてきた頃　突然！旅

行出発日一週間前に細田が添
乗する団体様の添乗員見習い
として同行するように言われ
行く事になりました。
それから添乗員見習いとして
国内を同行し、一人で添乗す
る様になりました。
その年です！柏西ロータリー
クラブ様、嶋田会長の年度６
月韓国行きの添乗が決まり
初！海外添乗に行ってきまし
た。
その時のメンバー、嶋田会
員・川和会員・金本会員・日
暮会員・松本会員・東海林会
員・吉野会員・森市会員・榊
会員他、今でも忘れません！
　韓国バスの中で皆様にうち
のクラブ女性会員が少ないか
ら入りなよ～って・・それか
ら２年後の６月会員になるこ
とを知ったのは５日前で、心
の準備も出来ないまま、柏西
ロータリークラブの仲間入り



をさせて頂きました。
話がかわり、昨年３月１１
日、東日本大震災で長女が体
験した話をさせて頂きます。
長女はオリエンタルランドに
勤めております。
３月１１日は運が良かったと
言って良いのか分かりません
が、休日で自宅にいました。
家族全員が揃ったのは夜20：
00頃でした。
深夜12：00頃　娘の携帯電話
に会社から連絡が来て事情を
聞くと、今現在、お客様含め
スタッフ一同（ＴＤＬ・ＴＤ
Ｃ）３万人以上非難をしてい
る状態で明日、ＴＤＬに来れ
るスタッフは救援部隊として
出勤して欲しいと連絡がきま
した。
ＴＶの放送にて舞浜（浦安）
は液状化現象によって道路が
悲惨な状態になっているの
と、余震が続いてもう一度、
大きな地震がきたら壊滅する
可能性があり、親心としては
何ともいえない気持ちでし

た。
翌日、娘は躊躇いもなく出動
してしまいました。
そこでの出来事です。
3/11・12　ＴＤＬ・ＴＤＣで
はパーク内のお土産等の飲食
（洋服・ぬいぐるみ）を無料
配布したそうです。
その時に高校生グループが我
先へと独り占めすように食料
等を持ち去って行く姿を見て
いた人たちは冷たい視線でこ
んな状況でモラルにかけてい
ると感じながら、配れる食料
等分配し時間が経った時、違
う現場の人たちがその高校生
たちの行動を見ていたらなん
とお年寄りや小さな子供がい
て動けないご家族に食料
等・・配っていると、もしそ
の高校生が来たら優先に食料
を渡してお礼を言って下さい
と連絡がきたのそうです。
30・40代の大人は自分の家族
だけの心配ばかりしている状
況やスタッフに
八つ当たりする大人もいるな

か、誰にも指示を去れたので
はなく自ら進んで、行動に出
した学生達を見た目で判断し
てはいけないのと反省をした
日になったそうです。

最後に・・ロータリーの会員
になってこれから３つの事を
勉強して行きたいと思いま
す。
今まで以上に　
一つ目　旅行業の勉強をする
事！　
二つ目　柏の町のことを知る
事！　
三つ目　ロータリーの活動
（奉仕）を知る事！
何も分からない自分ですが先
輩の皆々様のご指導のもと、
頑張って活動して行きたいと
思います。
今後とも、宜しくお願い致し
ます。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　以上　

次回の例会は2月16日（木） 合同例会です。 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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席率　93.22％

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、ゲイビ、後藤、佐藤、椎根
東海林、杉山、染谷、高田、長瀬
中村（桂）、富士川、竹谷、渡邊
各会員

55名

25名

BOXありがとう！
ニコニコ

写真ありがとう！
安川 会員、柳 会員

結婚記念日
木村 会員

ビジター

森　義隆(松戸西）
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第2790地区 会報　第1720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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1749回  合同例会（2012.2.16）
■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/2011/

【日時】平成24年2月16日（木曜日）
【会場】ザ・クレストホテル柏

【登録受付】15：00～
【合同例会】    司会　　柏東RC SAA 清宮　佳一
 15：30 点鐘 ガバナー補佐 森　　和夫
  国歌斉唱「君が代」
  ロータリーソング「奉仕の理想」
  来賓・ゲスト紹介 ガバナー補佐 森　　和夫
  参加クラブ紹介 ガバナー補佐 森　　和夫
  物故会員への黙祷
  ホストクラブ会長挨拶 柏東RC会長 佐々木るみ子
  来賓挨拶 柏市長 秋山　浩保
   我孫子市長　 星野順一郎
  幹事報告
 16：00 閉会の点鐘
【I．M．】    司会　　補佐幹事　　 石戸　卓志   
 16：00 開会
 16：05 ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐　 森　　和夫
 16：55 記念講演『証券業界から見た経済動向』
  　　　　　　　　　　　　　　　野村証券㈱柏支店 支店長 中地　　修
  　　　　　　　　　　　　休　憩
 17：05 卓話『ロータリーの行動規範と戦略計画（Strategic　Plan）』
   パストガバナー　 中村　博亘
 17：25 各クラブ発表『新入会員から見たロータリークラブ』　各クラブ新入会員
 18：15 前ガバナー補佐への感謝状及び記念品贈呈
  次期ガバナー補佐紹介 柏南RC　 宮　　　寛
  次期ホストクラブ会長挨拶 柏南RC　 小高　　潔
 18：30 閉会の挨拶 ガバナー補佐　 森　　和夫
【懇親会】    司会　　柏東RC　 吉田　恵次
 18：30 乾杯 柏西RC　 飯合　幸夫
 20：20 中締め 柏東RC　 吉田　恵次

ROTARY CLUB OF K ASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

ホストクラブ　　柏東ロータリークラブ

2011-2012 年度　国際ロータリー第 2790 地区　第 10 分区

合同例会及び I.M. プログラム

　Ｉ．Ｍ．はインターシティ・ミーティングの頭文字をとったもので、都市連合会の意味ですが、ロータリーでは分
区内の会員が集まって、情報交換及び親睦を行うものです。第１部の合同例会はホスト・クラブ、柏東クラブの司
会進行で進められました。　第２部のＩ．Ｍ．は柏クラブ・メンバーの仲地修野村證券（株）柏支店長の記念講演、休
憩後中村博亘パストガバナーの卓話と「新入会員から見たロータリークラブ」の印象を５年以内の新入会員に語っ
てもらいました。終了後は同じ会場で第３部の懇親会が開催されたことで、例年、途中退出が多いこの会合は最終
コースまで参加していた会員がほとんどで、歩留り？が良かったと思います。（文責、安川）



次回の例会は2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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、小澤、金子、ゲイビ、後藤
佐藤、東海林、杉山、染谷、高田、
田代（充）、中村、馬場、富士川
水野、村田、柳、渡邊 各会員

出席率　88.70％

55名

29名

各クラブ発表 柏西RC 塚本英夫・五十石真由美・中嶋利夫会員（左より）

卓話 中村博亘パストガバナー

各クラブ発表 柏RC 芳野雅彦会員

来賓挨拶 秋山浩保 柏市長

飯合幸夫前ガバナー補佐 感謝状及び記念品の贈呈

各クラブ発表 柏東RC（中山勲会員＆松丸進会員）
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第2790地区 会報　第1721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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1750回  通常例会（2012.2.24）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF K ASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF K ASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　兪　明 鶴 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　愈明鶴さん、ニ ジュンさん 
ようこそいらっしゃいまし
た。（歓迎、 歓迎！）
　いま、中国は世界中で注目
されておりまして、中国で起
こっているあらゆる事が、
ニュースとして私たちの耳目
を引いております。本日の卓
話も漢字文化のお話で、関心
を持っております。よろしく
お願い致します。

 申し遅れましたが、1月20日の
例会で卓話をお願いした、茂
木康三郎・利根コカ・コーラ
ボトリング（株）会長より感
謝の礼状を頂きましたので、
こちらからも礼状を出しまし
たことを報告いたします。 
  2月14日（火）、『東日本大
震災復興を支援する柏市民の
会』の役員会が開催され、出
席して来ました。平成23年度
事業報告及び決算報告と、平
成24年度事業計画及び予算案
の説明がありました。大変有
用ないろいろな支援を行って
いることが分かりました。当
クラブも理事になっていること
を考えると、何がしかの支援金
で応援したくなりました。
 今、例会でポリオ撲滅と、東
日本大震災支援金の二つの献
金箱を回していますのは、そ
れぞれの目的に対する皆さん

のドーネイションの志が反映
するように、峻別した方が良
いと言う意見があり、私もそ
の通りだと思いましたので、
分けて回しております。ポリ
オ撲滅の方は１月末現在51,721
円集っています。“ポリオ・
プラス2億ドル募金キャンペー
ン”は、目標達成のニュース
がRIから入っておりますの
で、ロータリー財団委員長と
相談して、今月いっぱいで例
会時に回すのは止めて、そっ
くり寄付金として地区財団へ
送金することにしました。一
方東日本大震災支援金の方は
現在141,977円です。想定して
いた目標額に程遠い状態なの
で引続き継続していきます。 
ご協力願います。
 後が控えておりますので会長
挨拶はこの辺で終えたいと思
います。

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

1.  ロータリー財団の寄付に対し、認証品の送付

　  飯合幸夫会員　年次寄付　マルチプル 4回目
　  塚本英夫会員　　〃　　　
　　　　　　　　　ポール・ハリス・フェロー

2.  3 月のロータリーレートは 1ドル＝78 円

3. 第 6 回第 10 分区会長・幹事会開催の案内
　  日時：3月 1日 ( 木 )18：30 ～
　  場所：三井ガーデンホテル柏

4. 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より
　『青少年育成のためのボーイスカウト運動』
　への支援の依頼

ユメイカク

ホヮン イン ホヮン イン



漢字の成り立ちとその文化的背景

　漢字は、蒼頡という古代中国
の伝説中の人物が発明したと伝

われている。倉頡が造った象形

文字を「文」と呼び、その後造

られた形声文字を「字」と呼

ぶ。「漢字」と名づけるように

なったのは漢の時代に遡る。漢

は約400年にわたって中国全土を支配し、文明も高度

に発達し、周辺の諸民族にも強い影響力を誇示した。

この時期、周辺民族から「漢人」と呼ばれ、その後、

王朝が変わっても引き続き「漢人」と呼ばれ、逆輸入

されるようになり、「漢字」とう名も定着するように

なった。

　漢字は含蓄のある意味を含まれている。例えば、親

孝行の「孝」は「老＋子」から成り立っている。われ

われが子供の時には、皆親におんぶしてもらってい

る。親が年をとって「老人」になれば、その恩返しで

親をおんぶ姿が「孝」。「家」は「宀＋豕」。「宀」

は家の形、「豕」は豚を表している。豚の特徴は家畜

の中でも子供をたくさん産む。子供をたくさん生み、

勤勉であれば家も栄えるという意味。

　漢字は中国文化の伝達の生命線であった。中国の伝

統文化は「唐」を頂点に、宋の時代から絶え間なく衰

退の道を辿ってきた。特にこの数十年、中国伝統文化

は徹底的に破壊され、今日中国人は拝金主義、拝権主

義に走り、伝統的な「忠恕」、「仁義」を忘れかけて

いる。

　現在、中国の簡略漢字では、「愛」を「　」と書い

ている。「愛」の心が省かれている。「心」を込めて

ない「愛」とも言うべきか。「心臓」を「心　」と呼

ぶが、「　」は「汚い」と意味である。特に文化大革

命では中国伝統文化の命を革めたのである。

　日本におけては、5世紀から6世紀頃の漢字の輸入

し、平安時代になると、日本固有の文化と中国文化を

融合させ、日本文明を開花させた。現在の中国は、遣

唐使が見た当時の中国とは異なる風景になっている。

現代中国において伝統文化の復興が急務である。

次回の例会は3月2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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

小澤、勝田、金子、後藤、佐藤
東海林、高田、長瀬、馬場
富士川、村田、柳、渡邊 各会員

出席率　90.16％

55名

24名

BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！
中村（桂）、小溝 会員

（株）大紀元時報　兪明鶴卓 話

委員会報告

1. 献血キャンペーン
   （人間尊重委員長　金本元章）
　2月 12 日（日）
　参加者　金本元章　椎根達也
　　　　　小林太時　松本ユミ
　　　　　小溝正行　安川武年

2. RYLA（ライラ）セミナー
   （新世代育成委員長　杉山　智）
　2月 18 日（土）～19 日（日）
　参加者　相吉賢一様　（株）川和
　　　　　小林亜沙子様　みくに幼稚園
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第2790地区 会報　第1722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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1751回  通常例会（2012.3.2）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安川武年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　村田 善郎 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　本日の卓話は新入会員シ
リーズの一環として村田会員
にお願いしてございます。よ
ろしくお願い致します。
　昨夜、第10分区会長・幹事
会が開催されました。議題は4
月12日実施する「合同例会お
よび合同ゴルフ」について話
合われました。他に議案は無
かったので、特段の報告事項
はございません。
　柏や近隣市町村はいま、除
染作業で大騒動です。政府は
当初、国際放射線防護委員会
（ICRP）が職業被曝の限度を
年間20ミリシーベルト以下に
することを基に、年間被曝線
量をこれに準ずる20ミリシー
ベルトとしていましたが、学
校施設で問題視する意見が出
て、ICRPが公衆被曝で基本と
している年間1ミリ シーベルト

以下を目標値にすることにな
りました。柏市でも年間被曝
量1ミリシーベルト以下の目標
値を目指す除染作業をするこ
ととなりました。これは至難
の業です。
　銀行のシンクタンクが開催
した震災復興セミナーで、放
射線医学総合研究所の山内正
剛（やまうちまさたけ）上席
研究員の講演があり、放射線
の人体への影響について、
1000ミリシーベルトを超える
高い線量を瞬間的に浴びた場
合は癌、白血病、白内障が増
えることが分かっているそう
です。累積被曝線量が100ミリ
シーベルトで0.5％、200ミリ
シーベルトで１％癌になるリ
スクが高まることが、世界の
研究者の間では認知されてい
るそうです。10ミリ単位、100
ミリ単位の放射線を浴びた場
合の身体への影響は実際には
よく分かっていないそうで
す。専門家の立場からは、今
回の原発事故での放射線の身
体への影響は考えにくいとの
結論でした。 現在の情況では
安全を断言することは、難し
い雰囲気だと思います。
　想定外という言葉をよく耳
にします。違法なマネーゲー
ムで名を馳せたホリエモンが
よく使っておりました。復興

支援の募金箱も思ったほど集
らないことで想定外だったと
言うことは許されると思いま
すが、地震学者や事故を起こ
した企業のトップだった人達
が言っているのを聞くと、不
可抗力であり、免罪符だと主
張しているようにも聞こえて
しまいます。歴史上では869年
の貞観の大地震と巨大津波が
この地域であったにも拘わら
ずです。元禄の大地震では房
総半島は大津波で甚大な被害
を受けております。 
　福島の第1原発にしても大事
故に繋がる必然性があったの
です。例えば一次電源が駄目
になって、予備電源（ディー
ゼル発電機）が地下に置いて
いた為に津波で冠水して使用
出来なかったとか、ベントが
遅れて（官邸はベントを指示
し、東電は躊躇した）水素爆
発を起しました。これによっ
て更に放射能を撒き散らした
のでした。不活性ガスの窒素
ガスを入れていれば水素爆発
を防げたのかも知れません。
　またまたこの様な話をして
しまい、もううんざりだと言
われかねませんが、私も会長
挨拶でこの様な話をする羽目
になるとは、想定外でした。



会員　村田善郎卓 話

1. 次年度第 10 分区会長・幹事会開催の案内
　日時　３月２２日（木）18：30 ～
　場所　三井ガーデンホテル柏

2. レイソル後援会より 2012 年度の年会費
　（1口 10,000 円）の依頼

3. 例会変更のお知らせ
　松戸中央RC；3/8（木）健康診断のため、移動例会
　柏RC；3/21（水）柏ローターアクトクラブとの
　夜間合同例会

4. 受信　インターアクト年次大会報告書

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

会員　村田善郎卓話

　昨年５月に柏店に着任し、
早いもので９ヶ月が経ちまし
た。お題を自己紹介というこ
とで頂いたので、どのような
お話をしようかずっと考えて
おりました。
　現職と柏高島屋の状況をま
ずお話しし、これまでのキャ
リアについて主だったことに
触れ、自分という人間を知っ
て頂けたらと思います。
　高島屋は天保年間に創業
し、以来昨年で１８０周年を
迎えました。今年から２００
年企業に向けて新たなスター
トを切ったわけです。おかげ
さまで柏タカシマヤは皆さま
に支えられ順調に売上を伸ば
し全店の中でも、前年売上を
上回る業績を残した数少ない
店舗です。　
　また柏ステーションモール
は、千葉県でも成田空港、東
京ディズニーランドに続く第
３位の集客装置として年間
1300万人以上のお客様が来店
されています。今後も常磐線
の延伸やつくばエクスプレス
の周辺人口の増加などと併せ

て、大変期待のもてる素晴ら
しい商環境にあります。
　さて本題の自己紹介です
が、私は昭和36年文京区千駄
木という下町に生まれ会社に
は昭和60年に入社致しまし
た。東京店に配属後、ベルリ
ンの壁が崩壊した翌年の1990
年にはデュッセルドルフに駐
在員として赴任し、日本のバ
ブル崩壊を知ることもなく激
動のヨーロッパで5年間過ごし
ました。主な業務は日本への
食品や食器の輸出実務でした
が、生活面でも環境を重んじ
るドイツの国民性は興味深
く、夜10時以降はアパートの
トイレで水を流すと苦情が来
たり、知人の話ですが子供が
夜鳴きすると、「昼間はよく
遊ばせて夜はぐっすり寝るよ
うにしなさい」と書面で指導
書が来るほどおせっかいで厳
格な国民性です。
　昨年店長として着任するま
では、労働組合の委員長をし
ており労働条件面で厳しい時
代の組合役員を長く務めまし
た。何とかその間に、企業が

社会的責任を果たすための国
際協約を日本で初めて締結で
きたことは大きな喜びです。
グローバル枠組み協定と呼ば
れるこの協定は、経営者の一
方的な宣言ではなく、労使双
方が人権や環境を重視した行
動を企業市民として社会に約
束するというものです。スイ
スのジュネーブで国際労働機
構の事務総長立会いのもと調
印式と記者会見を行いまし
た。
　最後に最近興味のあること
ですが、この1年は取締役の責
任についての研究論文を大学
院で執筆しており、2月によう
やく提出することが出来まし
た。テーマはアメリカで発達
した判例法理で「経営判断の
原則」と呼ばれるものです。
株式公開企業の経営者は株主
から委任契約によって会社の
経営執行を任されております
が、その際リスクをとらなけ
ればリターンは得られませ
ん。しかしながら、場合に
よっては株主の期待を裏切る
ような損失を出してしまい、



出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　87.30％

55名

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
増谷 会員、小溝 会員
馬場 会員、塚本 会員
森市 会員

パートナー誕生日
嶋田 会員、塚本 会員
鈴木（健） 会員、金本 会員

マハルジャン君卒業と就職おめでとう
日暮 会員

結婚記念日
中村（博） 会員、鈴木（子）会員、日暮 会員

初めて西ロータリークラブにおじゃましました
凡澤　斉（柏ロータリー）

次回の例会は3月9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。

クラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

3 月の行事予定

■ 3 月 2 日 ( 金 )　【通常例会】　― お祝い事･理事会 ―
　卓話＝村田善郎　新会員

■ 3 月 9 日 ( 金 )　【通常例会】
　卓話＝小野晴香　R財団国際親善奨学生候補

■ 3 月 16 日 ( 金 )　【通常例会】
　卓話＝RYLAセミナー参加者

■ 3 月 23 日 ( 金 ) 　【移動例会】　

　― インターゴルフ及び夜間例会 ―　

　・ゴルフ　；Jゴルフ霞ヶ浦　８：２０集合

　・夜間例会；酒味道楽　　　 1８：００点鐘 
　   （℡7167-6723　柏市柏 4-4-16 ロイヤルビル 3階）

■ 3 月 30 日 ( 金 )　 【任意休会】

ビジター

風澤　斉（柏RC）

10名

小阪、後藤、小溝、佐藤染谷、長瀬
富士川、升谷、柳、渡邉　各会員

株主代表訴訟などによって経
営の責任を問われることも少
なくありません。経営判断原
則は、経営の萎縮を回避する
ため、そのような審理に及ん
だとき、経営の意思決定手続
きに瑕疵がないなど一定の条
件が満たされれば、裁判所が

経営者の判断に立ち入らない
という法理であります。人間
は何か無性に勉強をしたくな
るときがあるもので、最近の
休日は、不思議と結構楽しん
でこのような研究に時間を
使っておりました。
　以上とりとめもない自己紹

介で恐縮ですが、今後も皆さ
んと柏を盛り上げていくため
微力ながら頑張って参ります
のでどうぞよろしくお願い申
し上げます。
以上
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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？
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

　副会長　増谷 信一
副会長挨拶

1. 点　　鐘　増谷 信一 副会長

1. 会長挨拶　増谷 信一 副会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　小野 晴香 様

1. 点　　鐘　増谷 信一 副会長

　皆様、こんにちは。
会長エレクトの増谷です。今
日は、安川会長が所用の為、
欠席ですので会長代理で点鐘
並びに会長挨拶をさせて頂き
ます。
　今日は、足元の悪い中、お
客様に柏東ロータリークラブ
中村俊人様、本日の卓話の
ロータリー財団国際親善奨学

生候補の小野晴香様、そして
お友達のクーリス・ジョージ
様、ようこそお越し下さいま
した。
　会長挨拶としまして、安川
会長からメッセージを頂いて
おりますので、読まして頂き
ます。
「今日の会長挨拶の中で、
ロータリー情報として伝達す
べきトピックスはありません
が、お知らせとして数点あり
ますので、ご報告致しま
す」。
１．勝田会員の御尊父様がご
逝去されました。
２．米山奨学生、マハルジャ
ン・ディネシュ君の歓送会が
３月２１日から１７日に変更
になりました。
３．３月２３日は、第２回イ
ンターゴルフと夜間例会で

す。以上です。
　又、私くしから次年度につ
いて少しふれさせて頂きま
す。
いよいよ会長としての準備が
始まりました。３月３１日
（土）会長エレクト研修セミ
ナー、４月３０日（月）地区
協議会がございます。次年度
の委員長さんの人選もほぼ出
来上がりましたので、地区協
議会のときにご一緒の参加お
願い致します。
　それでは、本日の例会最後
まで宜しくお願いいたしま
す。
簡単ではございますが、以上
で会長代理のご挨拶とさせて
頂きます。
ありがとうございました。

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

1. 「第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会」開催の案内
　　　　期日　4月 12 日（木）
　　　　　　　　　【親睦ゴルフ】開会式；7：30
　　　　　　　　　　　　　　　　場所；藤ヶ谷カントリー倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　参加費；2,000 円 ( プレー費飲食代は各自精算 )
　　　　　　　　　【合同例会】点鐘；18：00
　　　　　　　　　　　　　　会場；ザ・クレストホテル柏
　　　　　　　　　　　　　登録料；一人 6,000 円 ( 全員登録＝本会計より )



　今日の卓話は、小野様にお話いただきました。
　

ロータリー財団国際親善奨学生候補 小野 晴香卓 話

2．ロータリー財団寄付に対し、認証品の送付
　　 川和弘行会員年次寄付　マルチプル1回目
　　 鈴木健吾会員　〃　　　マルチプル2回目

3．ソーラ街灯支援設置支援協力依頼
　　 盛岡西北ロータリークラブ　1口　35万円

4．安川武年会長の出席適用免除申請について、
　    3月2日の理事会で承認
     （4月1日から）

5．例会変更のお知らせ
　　 松戸西RC；3/21(水)親睦夜間移動例会
　　 4/4(水)夜間移動(観桜)例会



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
岡島 会員

パートナー誕生日
染谷 会員、勝田 会員

会員増強目標まであと1人
川和 会員、各会員

写真ありがとう
金子 会員、岡島 会員

次回の例会は3月16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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　90.16％

55名

ビジター

中村　俊人（柏東RC）

11名

後藤、小溝、佐藤、東海林、杉山
長瀬、富士川、村田、安川会長
柳、湯浅      各会員
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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？
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　小林 亜沙子 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
  暑さ寒さも彼岸までと申しま
すが、草木もつぼみをふくら
ませ、ようやく春めいて参り
ました。 
  先週１週間ＴＶでは、各局と
も１年前に起こった東日本大
震災のドキュメンタリー特集

番組を放映しておりました
が、涙無しでは見ていられな
い切ない場面ばかりでした。
  私達も個人的には義援金を新
聞社を通じて被災地に送った
り、物資を現地に直送したり
してはいるのですが、柏西ク
ラブとしてまとまった事をし
ていないことに、忸怩たる思
いでおります。 これから具体
的骨子をかためて、アクショ
ンを起す予定ですので皆さん
のご協力をお願い致します。
 今日は、２月１８日～１９日
「一宮少年自然の家」で実施
されたＲＹＬＡセミナーに参
加されたお二人に、体験した
感想を話して頂きます。 引率
された杉山新世代育成委員長
から後ほどご案内があること

と思いますが、ハードなスケ
ジュールでお疲れ様でした。 
ＲＹＬＡはロータリー青少年
指導者養成プログラム（Ｒｏ
ｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ Ｌｅａｄ
ｅｒｓｈｉｐ Ａｗａｒｄ）の
頭文字を採ってＲＹＬＡと称
しております。 若者に感動体
験の場を提供している第２７
９０地区独特のプログラム
で、他の地区から注目されて
います。

ＲＹＬＡに参加された皆さん
の報告を聞いていまして、こ
のプログラムが成功した事を
確信しました。 今日はありが
とうございました。

幹事報告

1. 柏南ロータリークラブより『観桜例会』のお誘い
　　【日時】4月 3日（火）18：00～
　　【場所】廣池学園 れいたくキャンパスプラザ 3F
　　【ビジターフィー】3,000 円

2. ロータリー財団寄付に対し、認証品の送付
　　鈴木桂三会員 年次寄付 マルチプル 7回目
　
3. 柏ロータリークラブ訃報のお知らせ
　　浅野常夫会員が３月13日享年８１歳で
      逝去されました

4. 創立記念式典のご案内
　　大原RC　　　５月１９日 (土 )　５０周年
　　流山中央RC　６月　９日 (土 )　２５周年

5. 例会変更のお知らせ
　　松戸中央RC：3/29( 木 ) 夜間移動 (観桜 )例会
　　4/5( 木 ) 移動例会 (創立３０周年式典 )
　　4/12( 木 ) 任意休会
　　松戸RC：４/11( 水 ) 移動例会 (健康診断 )

幹事　松 本 ユ ミ



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
宇田川 会員

写真ありがとう
杉山 会員
鈴木（康） 会員

義父のお葬式お手伝いありがとうございました
勝田 会員

快気祝
宇田川 会員

長男 薬科大学無事卒業しました
中村（佳） 会員

次回の例会は3月23日（金） 夜間移動例会です。 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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　87.30％

55名

ビジター
相吉　賢一
（RYLAセミナー参加青少年参加者）

小林亜沙子
（RYLAセミナー参加青少年参加者）

14名
小澤、金子、後藤、佐藤、東海林
染谷、高田、田代（充）、長瀬
馬場、富士川、村田
湯浅、渡辺　　　　各会員

お見舞いありがとう
中村（佳） 会員

4 月の行事予定

■4月  6 日 (金 ) 【移動例会】―職場見学及び家族親睦旅行―
 潮干狩り・築地場外市場など
 出発＝柏駅西口りそな銀行前 7：00

■4月 12日 (木 ) 【合同例会】―第１０分区親睦ゴルフ及び合同例会―
 親睦ゴルフ；藤ヶ谷カントリー倶楽部　開会式7：30
 合同例会；ザ・クレストホテル柏　点鐘 18：00

■4月 13日 (金 ) 【振替休会】4/12の振替

■4月 20日 (金 ) 【通常例会】―お祝い事―
 卓話＝飯合幸夫会員

■4月 27日 (金 ) 【通常例会】卓話＝下平隆宏 柏レイソルU18監督

【その他の行事】
■ 4月 30日 (月 =振替休日 )；2012-2013 年度地区協議会

　私が今回の研修で得た一番大きなものは、団結
力やチームワークといった仲間意識です。
　今回の研修では少し難易度の高いコマ図を見なが
らのウォークラリーということで、チームワークで
力を合わせ、協力しなければ達成できないものでし
た。
　チームワークとは、ある目的を達成する為に集

まった２人以上の集まりであり、今回の研修では
メンバー全員が同じ目標に向って協力し、まさに
チームワークが必要不可欠なものでした。
　また、検証した結果をまとめグループ同士で発
表したり、新聞にまとめるといった課題もあり、
全員で協力をし、一つのことを成し遂げるといっ
た大きな達成感も得ることができました。

2/18・19  RYLA セミナー参加青少年　小林亜沙子卓 話



  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1725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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1754回  移動例会（2012.3.23）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 777日日日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　18:00～
例会場／酒味道楽

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

四つのテスト

移動例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、おはようございま
す。
今日は早朝からご参集下さい

まして、ありがとうございま
す。絶好のゴルフ日和とはな
りませんでしたが、力一杯実
力を発揮して存分に楽しんで
下さい、と言わなければいけ
ないところでしたが、私はゴ
ルフを諦めて、ゲートボール
のチャンピオンを目指してお
りますので欠席で失礼してお
ります。今夜の例会は、私た
ちに馴染みがある会員の店
で、この様な席でございます
から大いに歓談して楽しい場
にしたいと思います。よろし
くお願いします。

  一つだけこの席でお知らせし
なければいけない事がありま
す。いつも例会では段取りと
進行役を務めて来られ、大変
お世話になっていた椎根さん
が今月２８日で転勤になられ
ます。今夜の例会も出席の予
定でございましたが、急遽辞
令が出て出席出来なくなりま
した。
 貴重な存在だっただけに残念
です。後任も決まっているよ
うですので、後日ご本人から
ご紹介があることと思いま
す。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1.    4月のロータリーレートは1ドル＝82円 2.　例会変更のお知らせ
　  柏東RC；3/29(木) 観桜例会
    ；4/12(木)第10分区合同例会及び親睦ゴルフ大会

3． 4月理事会はありません。次回理事会は
　   5月１１日です。

第 2 回柏西 RC インターゴルフ
2012 年 3 月 23 日　ジェイゴルフ 霞ヶ浦

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

金子　正
小澤　邦治
小坂　博司
湯浅　千晶
日暮　肇
増谷　信一
金本　元章
嶋田　英明
松本　ユミ
森市　直樹
水野　晋司

ghe b i　a d e l

41
49
54
48
56
54
41
48
58
57
59
81

3.0
15.0
18.0
8.0
23.0
19.0
+2.0
8.0
25.0
17.0
25.0
30.0

41
51
50
44
53
51
44
48
56
59
63
97

82
100
104
92
109
105
85
96
114
116
122
178

78.0
82.0
84.0
84.0
86.0
86.0
87.0
88.0
89.0
99.0
102.0
148.0

OUTIN順　位 氏　名 GROSS HDCP NET
出席報告

出席率　100％

ドラコン：No.9 金子　No.15 金本
ニアピン：No.5 増谷　No.16 嶋田



  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1726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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1755回  移動例会（2012.4.6）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 777日日日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　7:00～
例会場／潮干狩り・築地場外市場など

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

四つのテスト

移動例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、おはようございます。

　今日は職場見学を兼ねた親睦旅
行に早朝から参加して頂きまして
ありがとうございます。
 職業奉仕委員会が温かくなった
この時期に実施しようと、日帰り
バス旅行を親睦活動委員会と一緒
に企画、実施して下さいました。
潮干狩りと屋形船、プラネタリュ
ウム、築地場外市場、皇居外堀め
ぐり、等々いろいろ楽しめるス

ポットを周ります。夜は豊洲の焼
肉レストランで懇親会を開催の予
定となっております。
 皆さん、大いに楽しんでくださ
い。柏に戻って来て、今日は楽し
かったと思っていただければ大成
功だと思います。

　昨年度、４月に中止になった屋
形船で行く東京湾潮干狩りを4/6
（金）に、会員（大人）１４名
（小学生）１名、合計１５名で行
きました。
【行程】
柏駅（出発）＝あみ幸＝築地場外
市場＝タイムドーム（プラネタ
リューム）＝牛かぐら 豊洲＝柏
駅（解散）
　柏駅出発してあみ幸（屋形船）
に向かいました。当日のお天気は
曇りで少し肌寒いなか潮干狩りが
出来る地点まで屋形船で向かい、
潮干狩りポイントの浅瀬に行くの
に膝下くらいの所から海の中へ、
海水は冷たく冷たいと言いながら
始まり潮干狩り１時間しましたが
シジミが全く取れませんでした。
実は潮干狩り４月下旬からの始ま
りで潮干狩りをするのに早くま

だ！ポイントにシジミを蒔いてい
ない為、一人１０個～２０個位の
天然物→シジミ・ハマグリ（6～8 
個）のみでした。
　屋形船にて昼食（天ぷら定食）
を食べながら雑談。会員の皆さん
は貝がいっぱい取れるイメージで
参加したので期待はずれですいま
せんでした。
　次に築地場外市場へ向かいまし
た。安田会長より参加された皆さ
んに丸武の厚焼き玉子と桜でんぷ
んのお土産を頂きました。お買い
物をしたり海鮮丼を食べに行った
りとしてきました。
　お腹も満腹になった状態でタイ
ムドーム（プラネタリューム）の
見学４０分間の上映時間中にいび
きZZZ・・が聞こえてきたような
（笑）ありの最終行程・夕食場所
牛かぐらで焼肉・飲み食べ放題２

H各テーブルに分かれ普段なかな
かお話が出来ない会員の皆様方と
交流をもてたような気がします。
　潮干狩りは残念でしたが、朝の
渋滞意外は道が空いていて行程時
間よりも早く到着する調整で御
所・銀座周辺等回送して桜（８部
～満開）を見ることができ現場学
習が無事終了しました。

現場学習　屋形船で行く東京湾潮干狩り
2012 年 4 月 26 日　五十石　真由美　

出席報告

出席率　100％
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  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1727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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1756回  合同例会（2012.4 .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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 777日日日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

例会日／木曜日　18：00～20：10
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

四つのテスト

2011-2012 年度 国際ロータリー第 2790 地区 第 10 分区

合同例会及び懇親会プログラム ホストクラブ 柏東ロータリークラブ

【合同例会】
        司会 SAA  清宮　　佳一

 18：00　点鐘      ガバナー補佐  森　　　和夫
   国歌斉唱
   ロータリーソング　「奉仕の理想」
   ガバナー補佐挨拶    ガバナー補佐  森　　　和夫
   幹事報告     各クラブ幹事
 18：15　点鐘      ガバナー補佐  森　　　和夫

【懇親会】
        司会 柏東RC幹事 吉田　　恵次

 18：25　開会の挨拶     ガバナー補佐幹事 石戸　　卓志
   乾杯         　　 ̋
 18：50 アトラクション　『ヴァイオリン龍馬』
 19：30　親睦ゴルフ大会成績発表   柏東RC会長  佐々木るみ子

 20：00　次期ガバナー補佐挨拶    柏南RC   宮　　　　寛
 20：10　閉会の挨拶     柏東RC   渡邉　　　隆

【登録受付】17：30～

【日時】平成24年4月12日　18：00～20：10
【会場】ザ・クレストホテル柏



次回の例会は4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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　42.1％

55名

17名
秋元、五十石、小澤、金本、木村
ゲイビ、小阪、榊、東海林、杉山
染谷、高田、長瀬、増谷、水野
村田、渡邉　　　各会員

ドラコン：嶋田
ニアピン：森市　

第 10 分区 親睦ゴルフ大会
2012 年 4 月 12 日　藤ヶ谷カントリークラブ

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット

1位 八木　和男 44 37 81 9.6 71.4

2位 嶋田　英明 47 46 93 20.4 72.6

3位 神野　美明 37 48 85 10.8 74.2

4位 湯浅　千晶 49 48 97 22.8 74.2

5位 荒井　光一 46 51 97 22.8 74.2

6位 丸田　勝功 41 48 89 14.4 74.6

7位 児玉　隆晴 54 52 106 31.2 74.8

8位 金子　正 45 42 87 12.0 75.0

9位 中山　勲 44 44 88 12.0 76.0

10位 金本　元章 45 41 86 9.6 76.4

11位 高田　新也 56 53 109 31.2 77.8

12位 中嶋　利生 51 45 96 18.0 78.0

13位 瀧日　明 52 49 101 22.8 78.2

14位 小林　太時 52 52 104 25.2 78.8

15位 小高　潔 52 51 103 24.0 79.0

16位 後藤　浩一郎 61 54 115 36.0 79.0

17位 服部　秀雄 52 52 104 24.0 80.0

18位 塩毛　康武 49 49 98 18.0 80.0

19位 森市　直樹 57 53 110 30.0 80.0

20位 川和　弘行 51 51 102 21.6 80.4

21位 佐々木　るみ子 56 58 114 32.4 81.6

22位 中之間　武志 46 48 94 12.0 82.0

23位 荻原　宏次 56 55 111 28.8 82.2

24位 有倉　順良 60 54 114 31.2 82.8

25位 志賀　裕司 54 53 107 24.0 83.0

26位 小池　喜之 42 50 92 8.4 83.6

27位 伊藤　公一 56 55 111 26.4 84.6

28位 小澤　邦治 58 53 111 26.4 84.6

29位 山崎　康弘 60 60 120 34.8 85.2

30位 常井　典夫 56 63 119 33.6 85.4

31位 森嶌　武 51 59 110 24.0 86.0

32位 中地　修 58 49 107 20.4 86.6

33位 関口　和行 56 54 110 21.6 88.4

34位 中山　浩一 62 53 115 26.4 88.6

35位 野田　進 43 63 106 16.8 89.2

36位 松本　ユミ 65 61 126 36.0 90.0

37位 上村　文明 63 57 120 30.0 90.0

38位 大内　啓 68 59 127 34.8 92.2

39位 富野　官 63 61 124 28.8 95.2
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

　皆さん、こんにちは。
  太田さま、水留さま、才田さ
ま、ようこそ。太田さまは転
勤された椎根前会員の後任で
ＳＭＢＣ日興證券・柏支店長
として着任された方です。水
留さまは馬場会員の紹介で今

日はオブザーバーとして参加
されました。才田さんは当ク
ラブ推薦で、ロータリー財団
国際親善奨学生試験に応募さ
れた方です。
  この例会場で会長として挨拶
するのは何と５週間振りで
す。その間、インターゴルフ
と移動例会、任意休会、職場
見学の移動例会、分区の合同
ゴルフと合同例会がありまし
た。少々休みボケしておりま
す。この様な気を抜ける状況
が最初から続いていたら、私
もどんなに楽だったかと思い
ます。寿命も何年か延びたこ
とだろうと思います。
  ４月６日の職場見学の日帰り
バス旅行は、潮干狩りでいく

ら砂を掘っても貝が現われ
ず、わざわざ船から下りて漁
るカイがなかったなあーと不
甲斐ない思いをしました。船
の中で酒でも飲んでいた方が
ましだったと不謹慎な考えも
浮かびました。陸に上がって
からはプラネタリュウム“明
石”を見学、静寂な夜空を眺
めて英気を養い、夕刻から焼
肉レストランで大宴会をして
歓を尽しました。都内は桜花
爛漫で車窓から花見が楽しめ
ました。丁度よい時期に企
画、実施をして頂いた職業奉
仕委員会と親睦活動委員会の
皆さんに感謝します。

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

1.　5月のロータリーレートは1ドル＝82円

2.　第10分区会長・幹事会開催の案内
　 【日時】5月17日(木)18：00～
    【場所】三井ガーデンホテル柏

3.　米山梅吉記念館「春季例祭」の案内
　 （4/28；米山梅吉記念館ホール）

4.　第3回日台ロータリー親善会議開催の案内
　 （6/1；ホテルグランヴィア京都）

5. 　習志野・船橋東ローターアクト主催
　　『いま考える、水の大切さ』
　　　公開シンポジウの案内
　　（4/28；きららホール）

6.　柏ロータリークラブ『2500回記念例会』
　　の案内
　【日時】5月9日(水)18：00～
　【場所】三井ガーデンホテル柏
　【登録料】3,000円

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　松本 隆一郎 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長



7.　がんばろう！第2790地区
　  チャリティパーティーの案内
     (希望者は事務局まで)　
　【日時】；5月22日(火)18：00～
　【場所】；ホテル　ザ・マンハッタン
　【登録料】；13,000円

8.　愛の献血かしわ推進協議会
　「ららぽーと柏の葉」における
     予約献血の依頼
　【日時】5月26日（土）・27日（日）
　【場所】ららぽーと柏の葉
　　柏市役所保健福祉部保健福祉総務課から
　　連絡がありました。
　　これまでは献血の「お手伝い」でしたが、 

　　今回は５月２６日（土)、２７日(日)に
　　「ららぽーと柏の葉」において
　　「献血をする」ことについての
　　協力依頼です。
　　当クラブの京都旅行が２５日、２６日に
　　予定されていますので、旅行に行かない
　　会員および２７日に協力できる方は
　　献血に協力お願い致します。

9.　例会変更のお知らせ
　  柏東RC；4/26(木) は4/30(月)夜間例会
　  柏RC；5/9(水)は2500回記念例会

10.　受信《クラブ会報》柏ＲＣ・印西ＲＣ

　本年1月に柏西ロータリークラブに入会させ
ていただきましたので私のことを少しでもご理
解賜わればと思い自己紹介と履歴を簡単に述べ
させていただきたいと存じます。
　私は昭和25年12月8日福岡県久留米市で生ま
れ、父の転勤の関係にて神奈川県逗子市で育ち
ました。関東学院中等部、高等部から慶應義塾
大学（理工学部）を無事卒業致しました。
　大学時代は勉強よりも中国語（麻雀）と、同
好会（ヨット、水泳、ダンス、ECC等々）に精
を出し、小遣い稼ぎに始めたアルバイト（ブリ
タニカ百科辞典と英語教材の販売）を勉強家の
ヨット部の友人に売り、それが縁でその友人の
お父様（開業医）より10人位知人友人のご紹介
をいただき、又その紹介を受けるなどして月間
24セット販売し、その月のブリタニカ横浜支店
の最多販売を記録して、支店長より熱心に卒業
後の入社を勧められました。学生時代はアルバ
イトのお蔭にて小遣いの不自由も無く、楽しい
学生生活を送ることが出来ました。
　大学卒業後キャタピラー三菱株式会社（現：
キャタピラージャパン株式会社）に就職、
ディーゼルエンジン販売の仕事に携わりまし
た。米軍、大手エンジニアリング、鉄鋼、造

船、石油会社を担当してアメリカから輸入した
ディーゼルエンジンを顧客仕様に改造して主に
中近東、アジアの石油基地等に再輸出する仕事
でした。海外主張も多くそれなりに仕事も楽し
く充実していましたが、ある時シンガポール出
張の帰りに乗り合わせた機内で知り合った方と
意気投合し、その縁で不動産会社に転職するに
致しました。
　キャタピラー三菱㈱は良い会社で特に不満も
なく仕事も充実していましたが、人生一度違う
世界も見てみたいというだけで誰一人として転
職に賛成せず、女房に小さな子供3人抱えて一
大決心致しました、正に背水の陣、心情的に失
敗は許されない思いでした。新しい会社でまっ
たく初めての仕事、国内不動産も知らずに海外
不動産の仕事に飛び込みました。海外不動産の
基礎知識から取引のシステム（エスクローシス
テム）、日本人が海外不動産を取得した時の税
金等、法律の諸問題、基本契約書の内容把握
迄、詳細に調べ学び現地不動産会社の社員とあ
る程度渡り合える位迄に3～4ヶ月掛かりまし
た。ハワイ滞在中にジューン水田さん夫妻と知
り合い、有能な公認会計士（CPA）、弁護士や
不動産ブロカーを紹介いただき一気に人脈が広

松本　隆一郎卓 話



がり、仕事にも幅が出ました。5ヶ月後にハワ
イでコンドミニアム1フロア10室を200万ドルで
購入し、リフォームに100万ドル投資して、日
本で約1000万円かけて大々的にチラシを新聞折
り込みし、100件以上の反響がありました。日
本では正にバブル全盛10室すべてを合計700万
ドル強で一室ずつ日本人の資産家に完売しまし
た。
　完売後、管理会社に物件を預け、現地・旅行
会社と契約してコンドミニアムは旅行者に賃貸
されます。十分投資物件として機能しました。
すべて完了した時点でカハラヒルトンホテルで
お世話になった10人程を招待してディナーを取
りながら本当に持つべきは親しき友と信頼でき
るビジネスパートナーと感謝で一杯でした。
その後ハワイだけでなくアメリカ本土の戸建、
小さなホテル、アパートメント、コンドミニア
ム一棟店舗等の売買に携わり、自分なりにお客
様に喜んでいただける仕事をしたという実感が
あり、大変充実した毎日でした。
様々な経験をさせていただき思い切って転職し
て良かったと感じました。役員にもさせていた
だき収入にも満足していました。
　その様なことを感じていた平成元年春に、東
葉グループ会長の関口真さん（年上ながら義
弟）より会いたいとの連絡を受け柏でお会いし
ました。世間話の後、青天の霹靂の一言を聞き
ます。「私は柏市長になるから会社を引き受け
社長として経営してくれないか」「明日から来
てくれ」私の現状を説明して丁重にお断りしま
した。平成2年の市長選に落選しても彼は諦め
ません。両社の板ばさみに合いながらも2度目
の大決心をして東葉グループのお世話になるこ
とに致しました。平成3年春のことです。東葉
産業では主に自社の貸ビル業、駐車場経営等と
お客様不動産の賃貸、管理及び土地の有効利用
における企画、設計、建築等に係る仕事でし
た。東葉グループ在職中に約40棟の新築建物に
係り、その間多くの方々と知り合い一緒に仕事

だけでなく、交遊もさせていただき親しくさせ
て頂きました。今回の転職で心がけたのは、当
然のことながら地場産業ということで、地域の
皆様から信頼されなければ仕事をスムーズには
運べないということでした。又柏市で仕事がで
きたこともラッキーでした。柏市は、田舎的一
面を残しながら東京のベットタウンとして発展
し、何よりビジネスに対して開放的、好意的風
土があり、あらゆる意味で今後共東葛地域では
中心的役割を果たすと思います。東葉グループ
では仕事だけでなく文化活動、選挙活動、その
他様々な地域活動に参加させていただきまし
た。そのご縁で多くの皆様に良くして頂き、現
在も柏市にてお仕事が出来ると思うとただただ
感謝です。その後、東葉産業が中心となり社会
福祉法人を設立、理事になったことがご縁で東
葉グループを離れ、初めての仕事ながら福祉・
医療関係の仕事に取り組む決心を致しました。
多くの老人福祉、障害者福祉、医療施設等の設
立に携わり施設経営、運営やコンサルティング
も致しました。この仕事でも多くの医療法人、
社会福祉法人の方々と知り合い、一緒に楽しく
仕事をさせて頂きました。その後、有難いこと
に再度東葉グループより声がかかり、東葉警備
保障㈱の経営を任うことになり、警備業も初め
ての仕事ながら約7年弱の月日が立ち、何とか
経営軌道に乗り、これから更に成長、発展した
いと張り切っているところです。振り返れば随
分いろいろな仕事をさせていただき、様々な
チャレンジをしてまいりました。どの仕事も
「意あれば通ず」で何とかこなすことが出来た
のも良い人とたくさんの出会いがあり、助けて
いただいたからで感謝あるのみです。人とのご
縁を大切にし、柏西ロータリークラブでも楽し
く有意義な活動が出来ればと存じます。皆様何
卒末長く、宜しくお願い申し上げます。ありが
とうございました。
     以上



次回の例会は4月27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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席率　58.33％

出席報告

会員数　

欠席者　

秋元、金本、ゲイビ、後藤
小溝、佐藤、東海林、杉山
富士川、渡邊　   各会員

55名

12名

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
鈴木（桂） 会員

(^^♪
嶋田 会員 10分区GOLF準優勝
事務局 職場見学ありがとうございます
中村（佳） 長男 薬剤師国家試験合格しました

パートナー誕生日
中島 会員、田代（健） 会員

結婚記念日
塚本 会員、馬場 会員
榊 会員、榎本 会員

ビジター

水留　 茂之(オブザーバー）
太田　 　豊(オブザーバー）
才田 恵里奈
(2012年度(柏西RC推薦)
R財団国際親善 奨学生受験者）

■ 5月  4日(金) 【休会】祭日(みどりの日)

■ 5月11日(金) 【通常例会】
　　―お祝い事・理事会―
　　卓話=小阪博司会員

■ 5月18日(金) 【通常例会】
　卓話＝田村昌三　東京大学名誉教授
　『花火と夢・感動』

■ 5月25日(金) 【移動例会】～26日(土)　
　―京都一泊二日　親睦(打上げ)旅行―

【その他の行事】
■ 5月9日(水)；
　柏ロータリークラブ2500記念例会
　18：00～三井ガーデンホテル柏
　(登録料3,000円)

■ 5月11日(金)；2012-2013年度委員長会議
　19：00～クレストホテル柏

5 月の行事予定
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柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　下平  隆宏 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　下平様、ようこそ。
 柏レイソルＵ１８監督の下平隆
宏様には、本日卓話をしていただ
きます。よろしくお願いいたしま
す。
 温かくなって来たと思っていた
ら、翌日は急に寒くなったりで、
この時期三寒四温の天気が続いて
おります。あけぼの山農業公園の
桜は散り、代わってチューリップ

が咲き誇っていて連日賑わってい
ます。
　飛び石のゴールデンウイークが
明日から始まります。５月１日、
２日も休みを取ると９日間ぶっと
うしの大型連休です。
 ４月１日・２日で東日本大震災
被災地の視察と鎮魂の旅をして来
ました。３・１１の大震災から１
年経っても当時の惨状とあまり変
わっていませんでした。南三陸町
は地盤沈下で海水が入り込み水溜
りのグランドのようになっていま
した。気仙沼では汽船が陸に打ち
上げられたままになっていたり、
建物の鉄柱だけが剥き出しのスケ
ルトン状の廃墟があちこちに残っ
ていました。余りにも深刻で強い
衝撃を受けて戻って着ました。自
分が今やっていること、生き様に
懐疑的になり、忸怩たる思いで
す。 
 柏レイソルの被災地復興支援を

訴えるポスターを見かけることが
あると思います。東日本大震災復
興を支援する柏市民の会では、柏
レイソルのご協力でサッカー教室
を気仙沼小学校で開催しました。
柏まつりで１８名の選手が募金活
動に参加しました。また、当クラ
ブの田代会員、金本会員、小林会
員が柏疎開者を支援する会に参加
してＮＴＴの柏豊四季社宅に入居
している避難者の応援をしていま
す。
震災から１年が過ぎ、被災地では
「緊張の糸が切れ、今になって辛
くなってきた」と言う声が出るの
も解かるような気が致します。 
復興支援はこれからも長期戦で取
組まなければいけないと思いま
す。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．2790地区ローターアクト年次大会の案内
　【日時】5月27日(日)14：00点鐘
　【場所】アバホテル＆リゾート
　　(東京ベイ幕張)

2．ゴミゼロ運動への参加依頼
　【日時】5月27日(日)
　　　　　8：30～10：00(雨天決行)
　【場所】柏駅西口周辺

3．例会変更のお知らせ
　  我孫子RC；5/1(火) は休会
    ；5/22(火)は5/19(土)社会奉仕活動
    「れんげ祭り」に振替の為、休会
　  松戸RC；5/2(水)は休会
     ；5/23(水)は第12分区親睦ゴルフ大会に振替

4．受信《クラブ会報》流山ＲＣ　
　《記念誌》成田ＲＣ



　今日の卓話は、下平様にお話いただきました。

柏レイソル U-１８監督　 下平隆宏卓 話
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BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生
小溝 会員

ゴルフ欠席ごめんなさい
鈴木 健悟 会員

蛸 烏賊 海老ブロッコリートマトのサラダ

若鶏のソテーワインビネガー風味

パン

デザート

コーヒー

次回の例会は5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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　57.37%

55名

メニュー

13名

小澤、小阪、後藤、佐藤、杉山、
染谷、高田、富士川、村田、
湯浅、渡邉　　　　　各会員



創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日承 認：1975年11月24日
創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1730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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1759回  通常例会（2012.5.11）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

創 立 1975年11月創 立：1975年11月創 立 1975年11月 7日7日7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
創立 年創 立 年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　小阪 博司 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
新緑が目にまばゆい爽やかな
季節になりましたが、大型連
休で久し振りにのんびりされ
たことと思います。私も久し
振りにゆとりのある日々を過
ごせました。この間も世間を
騒然とさせる出来事が起き
て、心穏やかに暮らせない今

日この頃です。
 ４月３０日の日曜日に地区の
次年度に向けてのクラブ協議
会が開催されました。旧来の
４大奉仕委員会に新世代育成
委員会が加わって５大奉仕委
員会に分けて部会が開かれま
したので、私が参加する部会
がどこか受付で尋ねても戸
惑っておりました。新しくス
タートしているＣＬＰと旧来
の５大奉仕と整合していない
のですから、戸惑うのは当然
です。いよいよ増谷年度も始
動する段階になりまして着々
と準備しておりますので円滑
なクラブ運営が出来ると期待
大であります。
 一昨日、５月１１日（水）は
柏クラブの２５００回記念例

会に当クラブの仲間大勢で出
席して来ました。当クラブか
ら１９名の会員がお祝いに参
加して大いに面目が立ちまし
た。当クラブの中村先生が卓
話に立たれて、ロータリーに
ついて歯切れが良い、明快な
説明で解かり易く、興味深い
内容でした。とても良かった
と思います。その後、懇親会
に移り、盛会で先般のだい１
０分区合同例会再現のようで
した。
  本日の卓話は新入会員シリー
ズの一環として小阪博司会員
にお願いしてございます。日
頃は大変お忙しい中、時間を
作ってお出で頂いていること
と思います。よろしくお願い
致します。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1. 2790地区国際親善奨学金応募者の
 才田恵里奈さん選考会に合格
 第一回オリエンテーション
 【日時】6月3日(日)　15：00～19：00
 【場所】京葉銀行文化プラザ　7階

2. 国際ロータリーより
 「会員統計と費用に関する調査」の依頼

3. 例会変更のお知らせ
 松戸西RC；5/23(水)は休会



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
秋元 会員（4月分）、鈴木 会員

パートナー誕生日
榊 会員、柳 会員

結婚記念日
川和 会員、柳 会員、中村 会員、岡島 会員

(^^♪
ビジター 柏RC 伊藤公一
千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイアンツ
6/2 第3回柏の葉シリーズ協賛金PR 伊藤 公一（柏RC）

次回の例会は5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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　57.14%

55名

ビジター

12名

小澤、ケイビ、後藤、佐藤、東海林、
染谷、高田、塚本、富士川、
升谷、湯浅、渡邉　　　　各会員

　小阪です。宜しくお願いします。
　住友生命に入社して２５年。１１所属、１３
回転居しました。それぞれの土地で沢山の思い
出を創ることが出来ました。
　大阪を皮切りに高松（係員）、東京（業務調
査課主任・ラヴィ青山副店長）、大阪（人事課
副長）、姫路（加西支部長）、長野（長野中央
支部長）、北上（北上地区支社長）、東京（純
増業績課上席調査役→人事室長）、滋賀（滋賀
支社長）、東京（業績戦略室長）そして、今の
柏（北千葉支社長）に参りました。同じ日本人

とはいえ、県民性に大変興味深いものがありま
した。
　ロータリーに初めて入会させていただいたの
が岩手県北上ロータリークラブです。その後滋
賀県大津ロータリークラブでもお世話になりま
した。総移動距離はなんと３１４４キロ、日本
列島縦断に匹敵します。今話題のスカイツリー
で言いますと、４９５９個分移動したことにな
ります。
　こんな私ですが、どうかこれからも宜しくご
指導下さい。

小阪　博司卓 話



開催　日時 会　長 安　川　武　年

開催　場所 幹　事 松　本　ユ　ミ

理　　　事 出欠

○ ①義援金・募金・ニコニコ･特別基金等の扱いについて　　　　　　　　　　　承認

《東日本大震災義援金》

 5月25日の例会までに集まった募金に､ﾁｬﾘﾃｨ･ｵｰｸｼｮﾝ177,000円とニコニコ

○ の総額から40万円を控除した金額を加えて日本ロータリー東日本震災復興基金へ

送る。 ＊ﾁｬﾘﾃｨ･ｵｰｸｼｮﾝ総額247,000円のうち70,000円は米山寄付金へ

《Ｒ財団ポリオ･プラス募金寄付金》

○ 　ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ募金箱69,469円に30,531円を加えて10万円を2790地区R財団へおくる。

《台中港東南扶輪社とのWCS事業》

  世界親睦委員会主催のファイヤーサイドミーティング参加者からの献金および

○ 委員会予算から合計 10万円を台中港東南扶輪社へ送る。　
《柏西クラブ特別基金》

 当初予算10万円およびニコニコBOXから40万円の合計50万円を基金として次期に

× 繰越す。

②５月25日(金)～26日(土)「京都　打上げ親睦旅行」の進捗状況　　　　　　承認

③盛岡西北RCより「ソーラー街灯設置」支援要請(一口350,000円)の件

　当クラブ宛に直接支援要請の文書が来たものなので会長幹事会でも話し合われて

○ いないのでこのまま何もしないことする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

④クールビズ(夏服)時期の件　　　　５月１日～10月末まで　　　　　　　　　   承認

○
⑤次年度会長より提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

□ 新旧役員交替式 ７月６日(金)　18：00より

○ 招待者＝名誉会員・パートナー・柏ＲＡＣ・Ｒ財団国際親善奨学生候補生

　　　元米山奨学生の会費については、6月新理事会で協議する。

　  ロータリー暦記念品(年数入りバッチ)の贈呈　　 　　

○  　35年＝古田穣治・鈴木康之

 　15年＝富士川明・勝田健一・安川武年・増谷信一　 　10年＝小林太時

□ 年度入りファイルを全員に配布

○ □ お祝い事の件

□ 7月29日(日)柏まつりイベント参加の件

× ⑥報告事項 □ 2011～’12年度7.1～4.30決算報告

 □ 3/28付椎根達也会員(SMBC日興証券㈱柏支店支店長)転勤の為,

　　　　退会。支給規定により餞別(1万円)を支給

○ 後任の太田豊様、持回り理事会(4/20　11名)にて承認

⑦その他  □地区補助金の最終経理報告が、金本人間尊重委員長よりあった。
松　本　ユ　ミ

安　川　武　年

榎　本　洋　史

	 川　和　弘　行

金　本　元　章

勝　田　健　一

嶋　田　英　明

鈴　木　桂　三

升　谷　　　庸

増　谷　信　一

　　　柏西ロータリークラブ　2011～2012年　理事会議事録　

2012年　5月	 11日　　13時40分

　ザ・クレストホテル柏

11名出席、２名欠席

議　　題　　概　　要

中　村　佳　弘

日　暮　　　肇

○

鈴　木　康　之



  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1731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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1760回  通常例会（2012.5.18）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 777日日日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　田村　昌三 様

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
  新緑が目にしみる頃となりま
したが、クラブとしては今年
度の最後の仕上げ、まとめの
時期になります。 来週は当初
活動計画書に掲げた通り、恒
例の打上げ旅行は京都へ行き
ます。
 次年度の増谷年度は助走の段
階に入りました。先週の金曜
日には増谷会長エレクト、升
谷次年度幹事主催で委員長会

議が開催されました。モチ
ベーションが高いので期待の
持てる輝かしい年度になるこ
とと思います。 
 ニコニコＢＯＸの献金額は、
４月３０日現在で８２３,０４
４円になりました。これの使
途ですが、先週の理事会で三
カ所への振り分けが承認され
ました。
　①東日本大震災復興支援金
としてロータリー財団を通
じ、東日本震災復興基金日本
委員会へ寄付。
　②クラブの特別基金へ積み
増し。
　③米山特別寄付金。３つに
振り分けて今月中に送金させ
て頂きます。引続きニコニコ
ＢＯＸへラストスパートで特
段のご協力をお願い致しま
す。 
 本日の卓話はゲストとして、
こちらにお見えの東京大学名

誉教授・田村昌三先生をお迎
えしました。日本人のノーベ
ル賞の化学賞を受賞された方
は、２０世紀後半の１９８１
年の福井謙一さん始まり、２
１世紀に入ってから10年間に
６人、２０００年に白川英樹
さん、２００１年に野依良治
さん、２００２年には田中耕
一さん、２００８年に下村修
さん、２０１０年に鈴木章さ
んと根岸英一さんが受賞され
ておられます。
 「日本はなぜノーベル・化学
賞に強いのか」と言う本が出
ているくらいですから、躍進
目覚しく、驚きです。田村先
生もその道の権威ですから候
補に挙がっておられたのかも
知れません。貴重なお話を伺
えることと思います。よろし
くお願いいたします。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．2012-13年度国際親善奨学生（小野晴香様）
　 壮行会の開催の案内
　【日時】6月3日(日)　17：00～19：30
　【場所】京葉銀行文化プラザ　7階

2．例会変更のお知らせ
　　松戸西RC；5/23(水)は休会

3．クールヴィズ　５月１日～１０月末　
　　ラフな涼しい装いで例会出席可
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　今回の卓話は、田村様にお話いただきました。

東京大学 名誉教授　田村　昌三卓 話
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BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
安川会長
田村先生ようこそいらっしゃいました。

次回の例会は5月25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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　58.06％

55名

ビジター

小野　晴香
（国際親善奨学生）

11名

秋元、岡島、金子、後藤、佐藤
東海林、杉山、染谷、高田
藤川、村田　　　　　各会員

■ 6月1日(金)【通常例会】―お祝い事・理事会―

   卓話＝岡島昭信会員

■ 6月8日(金)【通常例会】

    卓話=升谷　庸副幹事

■ 6月15日(金)【通常例会】

    卓話＝増谷信一会長エレクト

■ 6月22日(金)【通常例会】

    卓話=松本ユミ幹事

■ 6月29日(金)【移動例会】

     ―第5回クラブ協議会　下期活動報告―

　　  卓話=安川武年会長

　 　※各委員長様は新年度引継ぎを

        お願い致します。

6 月の行事予定

28 

 

36 



  年11月 7日
承 認：認：19751975年1111月2424日
 年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1732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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1761回  移動例会（2012.5.25）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

年年年111111月月月 777日日日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
年年

柏西ロータリークラブ

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

四つのテスト

移動例会
会長　安 川 武 年

会長挨拶

親睦旅行 京都 2 日間
2012 年 5 月 25 日（金）～5月 26 日（土）　升谷　記　

出席報告

出席率　100％

　安川年度も余すところ一ヶ月と
なり、恒例の打ち上げ旅行は新緑
の京都を訪ねました。参加者一行
２５名は早朝にも関わらず皆さん
元気に集合し、新幹線にて京都へ
向かいました。この時期の都路は
暑からず、寒からずのベストシー
ズンで、行く先々で修学旅行生と
遭遇しました。
　まず最初に私達が訪れたのは下
鴨神社で、十日前に葵祭が行われ
た後だけに静かな佇まいの境内で
した。次に鞍馬に向かい貴船の川
床料理旅館「ひろ文」にて昼食の
懐石料理を楽しみました。生憎の
雨で清流の上の川床で頂くことは
出来ませんでしたが、十分にその
雰囲気を味わうことが出来まし
た。真夏でも涼味を体験出来ると
のことで、早速予約を入れた会員
もいました。貴船神社へお参りし
た後、大原三千院へと向かいまし
た。古色蒼然とした境内には、往

生極楽院、本尊薬師如来、救世観
音、不動明王を祀る寝殿、数々の
美術品を納めている客殿、四季
折々の景観を楽しむことの出来る
庭園等、暫し現世を忘れさせてく
れました。その後は、早朝からの
行程でもあったことと雨天でもあ
りましたので、予定よりも早目に
宿に向かいました。夜の宴会を祇
園で楽しく過ごした後は、京の花
街にそれぞれ繰り出した模様で、
つかの間の旦那様気分を体験した
とか、しないとか。
　二日目は仁和寺、龍安寺石庭、
鹿苑寺舎利殿金閣のまさしく修学
旅行コースを全国の小、中、高生
と共にゆったりと時間をかけて見
学致しました。いずれも見事な庭
を持ち、往時の華やかさ、権勢を
伺うに十分な所でした。今回の京
都旅行は場所柄「わび」と「さ
び」を行く先々で味わう結果とな
りましたことを深く反省し、参加

された方々にはお詫び申し上げま
す。

　
　

　皆さん、今晩は。
  恒例の打上げ旅行を、年初に打
ち出した活動計画通り京都で実現
出来ました。１年間の苦労を垢と
して洗い流す慰労の旅と位置付け

出来ます。半数近い２５名の会員
が参加してこの地で夜間例会を盛
大に開催出来たことは幸いでし
た。今夜は大いに酒を酌み交わ
し、語り合い、ただただ楽しみた
いと思います。そして明日全員無
事で柏に戻りたいと思います。

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

下加茂神社

貴船　川床料理ひろ文
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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
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　岡島 昭信 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　いよいよラストスパートに
入ったようで、先々週、先週
はロータリー関係の会合が多
く、忙しい日々を過ごしまし
た。５月２２日（火）に第２
７９０地区チャリティーパー
ティーが千葉市のホテル ザ・
マンハッタンで開催されまし
た。当クラブからは、中村パ
ストガバナー、鈴木桂三ロー
タリー財団地区委員、松本幹
事、私の４名が出席しまし
た。パーティーの目的は本年

は東日本大震災で被災遺児と
なった青少年が学業を継続で
きるよう教育支援をしていく
為に設立された『ロータリー
希望の風奨学金』を積極的に
支援するものです。大変有意
義で素晴らしいプロジェクト
です。参加費の中に献金分が
含まれていて上手いやり方だ
（例年は会場で献金を募って
いた）と感心しました。 
  ５月２５日～２６日は打上げ
旅行で、新緑が目にしみる京
都へ行ってきました。遠方に
も拘わらず会員の約半数２５
名が参加しました。１日目の
昼食は北の山麓、鞍馬の貴船
で名物の川床料理を楽しみ、
夜間例会は祇園の割烹料理
店・蕪家（かぶらや）で行
い、賑やかな宴会になりまし
た。２日目は代表的な観光
コースでしたので、行く先々
で修学旅行の生徒さんと一緒
になりました。一泊組は皆無
事に柏に帰って来ました。二

泊組７名も無事柏に戻ってき
た事と思います。
  翌日２７日は第２７９０地区
のローターアクトの年次大会
が海浜幕張で開催され、疲れ
気味な体を引きずって参加し
てきました。登録者７２名の
中には当クラブから参加した
中村パストガバナー、松本幹
事、私の３名の他、ローター
アクトＯＢ、ロータリアンも
含まれているので、現役のア
クトは３５名です。如何に少
ないかお分かりだと思いま
す。２７９０地区全体でアク
ト会員は６５名です。以前か
ら組織は形骸化していたので
すが、年を追うごとに衰退し
て来ています。提唱クラブと
して深刻で頭が痛い問題で
す。
 本日の卓話は新入会員シリー
ズの一環で、岡島会員にお願
いしてございます。よろしく
お願いいたします。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．6月のロータリーレートは1ドル＝80円

2．次年度会長･幹事会開催の案内
　【日時】6月19日(火)　17：00～
　【場所】ザ･クレストホテル柏

3．会長･幹事会引継ぎ会開催の案内
　【日時】6月19日(火)　18：00～
　【場所】ザ･クレストホテル柏



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
嶋田、升谷、小林、
アデル、榎本 各会員

(^^♪
打ち上げありがとう
安川 会長

京都おつかれさま
嶋田 会員

写真ありがとう！
松本、勝田、
塚本、アデル 各会員

パートナー誕生日
日暮、アデル 各会員

結婚記念日
嶋田 会員

次回の例会は6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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　56.45％

55名

11名

秋元、小阪、後藤、佐藤
染谷、高田、長瀬、富士川、
村田、渡邉、太田　　　各会員

4．地区社会奉仕委員会及び新世代
　  奉仕委員会合同セミナーの案内
　【日時】7月7日(土)　15：00～18：00
　【場所】ホテル　ザ･マンハッタン2F
　　　　　プリマベーラ

5．50周年事業の(祝電)お礼　
　 旭RC(記念誌)・大原RC

6．例会変更のお知らせ
 　  我孫子RC；6/26(火)は姉妹クラブ
 　  周年記念式典訪問に変更

卓 話 岡 島 昭 信

①自己紹介

②入会の理由

③趣味について

④現在使われている仏教語

　・だらしがない　・上品、下品　・三輪清浄

　　＜有名仏教信者＞

　　　・リチャードギヤ・ハリソンフォード・

　　　　スティーブンセガール・ユマサーマン等



創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日承 認：1975年11月24日
創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日

第2790地区 会報　第1734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？

会 長：安 川 武 年　　幹 事：松 本 ユ ミ第1763回  通常例会（2012.6.8）
■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/2011/

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

創 立 1975年11月創 立：1975年11月創 立 1975年11月 7日7日7日

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
創立 年創 立 年

柏西ロータリークラブ

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
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　升谷　庸  会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　第１０分区ガバナー補佐森様、
同じくガバナー補佐幹事石戸様、
ようこそいらっしゃいました。後
ほどご挨拶を頂きたいと思いま
す。
  ロータリー暦で言いますと、い
よいよ年の瀬が迫って参りまし
た。今月は例年そうである様に次
年度会長・幹事の顔見せ興業の月
です。また現会長・幹事の晴れて
退任の弁を語る月でもあります。
最終例会は我が侭を許して頂い

て、幹事と会長でドカーンと寛ぎ
とリラクセーションの場にしたい
と思い、ジャズライブとワインの
エンターテイメントの例会にしま
す。６月の梅雨の鬱陶しさを吹き
飛ばして頂きたいと思います。
  本日は次年度幹事、升谷庸さん
が登板してお話を頂きます。来週
は増谷次年度会長が登板して次年
度の構想、方針などをお話頂ける
のかなと思います。
 さて、昨年の３．１１以降日本
は大震災と巨大津波による甚大な
被害の復興は停止したまま、原発
事故による後遺症（放射能汚染と
避難生活等）、原発停止に伴う夏
の電力不足、の三重苦に直面して
います。代替エネルギーとしての
再生可能エネルギー・自然エネル
ギーへの切換が叫ばれております
が、しかし風力発電、太陽光発
電、地熱発電、波力発電等はエネ
ルギー変換効率や投資効率が悪く
て容易ではありません。とても主
力になれるレベルではありませ

ん。 
  ここに来て脚光を浴びているの
がシェールガスを原料とする新型
ＬＮＧです。手付かずだった
シェールガスは米国の企業が開発
技術を主導して、回収可能にな
り、米国では商業的生産が進み、
高い比率で使用されています。
シェールガスの魅力は何んと言っ
ても日本向けのＬＮＧスポット価
格の半値におさえられる事です。
従って火力発電の電力コストも安
くなります。日本の商社各社は米
国やカナダで採掘権を確保しよう
と動いています。埋蔵量が多いの
は中国、米国、カナダ、アルゼン
チン、メキシコです。日本は強固
な岩盤（シェール層）が無く、地
層が新しいためシェールガスの存
在は確認できていません。米国で
のシェールガスの増産がアジアの
ガソリン価格を押し下げる一因に
なっています。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．ロータリー財団の寄付に対し、認証品の送付
 小林太時会員　ポール･ハリス･フェロー
 松本ユミ会員　マルチプル２回目

2．米山記念奨学会の寄付に対し、感謝状の送付
 松本ユミ会員　米山功労者１回目

3．例会変更のお知らせ
 松戸西RC；6/20(水)は親睦旅行
 ；６/２７(水)は夜間移動例会

4．受信　《会報》印西RC
 ポコアポコ通信１３号



　１９９６年（平成８年）６月４日午前１０時、私

は千葉県柏市の有限会社東葉産業の採用面接を受け

るために柏駅に降り立ちました。

　日本経済新聞求人広告覧に掲載された「常務取締

役を求む」と云う求人票は異彩を放っておりまし

た。業種が「ビル賃貸業、ビル管理業、不動産業、

賃貸管理業、警備業、建築業、設計事務所」等々、

望む人材は、曰く「過去の経験一切不問」に始まり

「社長の業務を補佐し、ナンバー２に相応しい素養

と教養をもって社員と交流できること」「ゴルフ等

スポーツを通して顧客とコミュニケーションが取れ

ること」「お酒を飲みながら地域の方々の話を聞け

ること」「地域社会に理解を示し、共に活動できる

こと」「気力、体力が共に充実していること」。今

にしてみれば、至極納得できるのですが、当時の私

には何を求めているのかがさっぱり理解できず、

「こんなことなら、俺でも出来るんじゃないの」と

軽く考えておりました。しかし、当時資本金６億１

０００万円の有限会社はなんとはなしに「怪しげ」

で「不気味」でした。脂ぎって、ゴルフ焼けして、

金の太いブレスレットをして、腕時計はロレック

ス、面接してくれる社長のイメージを勝手に描いて

おりました。事務所はプレハブ、玄関で靴を脱いで

スリッパに履き替え、座るとひっくり返りそうなソ

ファー、会社のイメージはそんな感じに思っており

ました。ところが、実際の会社はインテリジェント

対応の自社ビル、受付には若い女性が専属でおり、

通された会議室は直前まで勤めていた外資系証券会

社と全く遜色がない程立派で、椅子は背の高い革張

りでと、イメージしていたのとは好い意味で全く異

なり、とても明るい雰囲気でした。そこににこやか

に登場してきたのが、何処から見ても穏やかそう

な、人の好さそうな松本隆一郎さんでした。当時社

長をされておりました。「変なオッサンじゃなくて

良かった」と内心安堵致しました。でも、腕時計は

ロレックスでした。

　面接後、折角柏に来たのだから柏の街について

チョット調べてみようと思い立ち、地図を買い、図

書館に行き、町の歴史を紐解きました。その後、市

役所に行って過去の市長選のことを調べてみまし

た。「どうも東葉産業のオーナーはかつて市長選に

出たみたいだ」。市長選にでるくらいの人なら「爺

さん」に違いないと今度は勝手に年配のオーナー像

を描いておりましたが、なんと私と３歳しか違わな

いことが選挙公報でわかりました。こうなると、下

調べ（予習）をしていただけあって、後日のオー

ナー面接はアガルこともなく難なくこなすことがで

きました。その時、オーナーの関口眞さんは私にこ

う言いました。「貴方がサラリーマンを続け、定年

退職しても同僚や部下からゴルフや酒席に呼んでも

らえるのには限りがありますよ。ここ柏で真面目に

働き、友達を作ることが出来たなら、一生のお付き

合いをしてもらえますよ」と。その時には俄かに理

解できなかったことが、今本当にわかるようになっ

てきました。関口さんが言っておられた通りでし

た。

　こうして首尾良く採用となりまして、縁もゆかり

もなかった千葉県柏市に以来１７年お世話になるよ

うになりました。この東葉産業時代の話になります

と３日３晩かかっても語り尽くせない程の思い出が

ございます。そのことにつきましては機会を改めま

して皆さんにお話ししたいと存じます。抱腹絶倒間

違いなしです。

　私の人生に数多くの教訓を授けて下さった関口眞

さんがお亡くなりになって、もはや私の使命は果た

したのではないかと感じ、職を辞し投資コンサルタ

ントとして柏で独立致しました。

次年度幹事　　升谷　庸卓 話



BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
1．金本元章 会員：
　 6月3日ホームコースでホールインワン
　 致しました。（初回）
2．小林太時 会員：結婚しました（5／22）
3．G補佐　森 和夫

G補佐　森 和夫（柏東）

幹事　石戸 卓志（柏東）

次回の例会は6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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　59.32%

55名

ビジター

9名

後藤、佐藤、東海林、染谷、
高田、長瀬、富士川、
村田、渡邉　　　　　各会員

その年の柏まつりで板倉茂名誉会員に出会い「お前

は今何をやっているんだ？東葉産業を辞めてフラフ

ラしているのならロータリーへ入れ」と初めて入会

を誘われました。翌２００５年（平成１７年）３月

に西口本通り商店会で長年お世話になっていた飯合

会員、宇田川会員からのご推薦を頂きまして「柏西

ロータリークラブ」に晴れて入会させて頂きまし

た。

　以来丸７年が経過し、ガキの頃から批判的精神だ

けが旺盛で、生意気で謙虚のかけらもない自分では

ございましたが、諸先輩方のご指導とご叱責を頂戴

しながらなんとか会員として今日まで続けてこられ

ました。また、この度は増谷信一会長のご指名によ

り次年度の幹事を仰せつかりました。自分で十分務

まるのかと今から大変緊張しております。なにはと

もあれ、こうして柏にご縁を頂いたことに、そして

西クラブに入れて頂き、皆様方と出会えましたこと

を心より感謝致し、今後とも益々精進を重ねて参り

たいと存じております。

　本日は卓話の機会を頂戴致しましてありがとうご

ざいました。ご清聴頂きましたことに深く感謝申し

あげます。

「マルティプルポールハリスフェロー」の授与
（小林会員）

「米山奨学金」への寄付感謝状の授与
（松本幹事）
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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
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　増谷 信一 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。

 本日は次年度会長、増谷信一さ

んにお話を頂きます。丁度１年

前、私も増谷さんと同じ状況でこ

こに立って卓話をする宿命であり

ました。当時は重荷を背負って坂

道を登る心境でした。不手際がい

ろいろあったり、挫折感も味わっ

たりしましたが、反面教師として

は役立ったのかなとも思う今日こ

の頃です。

 さて、６月９日（土）は流山中

央ロータリークラブ創立２５周年

記念式典が南柏の日本閣であり、

松本幹事と私が出席して来まし

た。山田ガバナーはもとより、う

ちの中村パストガバナーをはじめ

歴代のパストガバナーが大勢臨席

されて盛大な式典と記念祝賀会が

行われました。年初は２１名の会

員でスタートし、会員増強に努力

して２２名に増えたところで周年

行事を挙行、この人数で多彩で大

きな支援・社会貢献をしているこ

とに強い印象を受けました。流山

市消防庁へ消防司令（指揮）車を

贈呈、また姉妹クラブの相馬クラ

ブへ大震災被災者支援金を贈られ

ました。そしてロータリー財団と

米山記念奨学会へは特別寄付金を

贈られ、更に流山市国際交流協会

へ寄付金を贈っておられることは

驚きです。  

 それに比べて私は、周年行事は

無いもののクラブの長として何を

していたのか、と肩身の狭い思い

に駆られました。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．次年度『職業奉仕セミナー』の案内

　【日時】７月17日(火)15：00～

　【場所】ウィシュトンホテル・ユーカリ

　　　　　(佐倉市ユーカリが丘4-8-1)

2．柏ローターアクトクラブ最終例会の案内

　【日時】6月24日(日)　15：30点鐘

　【場所】モダンタイムス

　　　　　(柏市柏4－5－24第二京北ビル)

　【登録料】一人4,000円

3．例会変更のお知らせ

　  松戸東RC；6/29(金)最終家族例会

　  松戸中央RC；6/21（木）夜間移動例会



　皆様、こんにちは。

　今日の卓話をさせて頂きます、会長エレクトの増

谷信一と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

　先週、次年度幹事の升谷　庸さんが卓話で、次年

度についてと言う事で、お話をして頂けると思いま

したが、私にお任せ致しますと言われ、自分の自己

紹介を中心にお話をされました。

　今日の卓話が簡単に済むと思いましたが、大変考

えが甘かったようです。しかし、ちゃんとマスマス

信用のキャッチフレーズだけは伝えて頂きました。

　私も、次年度会長を務めさせて頂きますので、簡

単にですが自分の自己紹介からお話しをさせて頂き

ます。

　まず最初に、私の生い立ちや経歴等からお話をさ

せて頂きます。私は、昭和31年3月1日に、柏の今の

会社や駐車場の有る所で生まれました。もちろん会

社の前の通りは有りませんでした。その道路の真上

に家がございました。覚えている方も多いと思いま

すが、丁度、柏駅前の大火が有った時です。

　昭和30年12月24日のクリスマスイブの夜に、パン

やさんの２階から出火し、明け方迄の間に旧水戸街

道を中心に、駅前までのほとんどが消失してしま

い、当時では、異例の自衛隊までが消火活動に出動

したと言うほどの火災でした。私が、生まれる2ヶ

月半前でしたので、おふくろがお腹を押さえなが

ら、リヤカーに乗って逃げたと聞いております。私

の自宅は、屋根が一部焦げただけで済んだそうで

す。今日ご出席をしています、マルマンの鈴木桂三

さんや、よろずや薬局の中村佳弘さんのお店も被害

に有ったのではないでしょうか？早いもので、柏の

大火からもう５６年が過ぎた事に成ります。

　そして、私の仕事について触れさせて頂きます。

お給料は今、３か所から頂いております。

　一つ目は、（株式会社）増谷恒産です。自社ビル

２ヶ所・時間貸し駐車場と月極め駐車場の管理会社

です。

　二つ目は、（学校法人）中央学院の理事をしてお

ります。箱根駅伝や野球・サッカー・ゴルフ等で活

躍をしております。卒業生にはレイソルの澤選手や

プロ野球そしてプロゴルファーも多数誕生しており

ます。又、ツタヤの社長やユニマットの会長等も卒

業生です。小さな学校ですが、大学・大学院、高校

２校の一応経営者となっております。

　もう一つは、（公益財団法人）千葉県教育振興財

団の同じく理事を務めております。この法人は、千

葉県内にございます、美術館・博物館・市川にござ

います、現代産業科学館・成田の手前の安食にござ

います房総のむら、更には鴨川青年の家や遺跡発掘

事業等が、この財団のお仕事になっております。

　では次に、ロータリーに入ったきっかけですが、

柏西ロータリークラブに入会をさせて頂いたのは、

今から15年前の事です。私は、柏青年会議所を卒業

いたしまして、商工会議所の青年部に入会をした所

でした。当時、私の父親は柏中央ライオンズクラブ

の現役メンバーでした。ですからライオンズには、

入会の気持ちは全然ございませんでした。

　丁度、その時に柏西クラブの鈴木子郎会長・鈴木

健吾幹事が、私の会社に来まして世間話しをしてい

るうちに、いつの間にか入会をしてしまいました。

もちろん会長・幹事共柏ＪＣ先輩ですから断れな

かったのではないかと、今となれば思います。

　今年の、柏西クラブの活動計画書を見ますと、会

員数55名中の25番目に名前が載っておりました。早

いもので、いつのまにか中堅クラスに成っておりま

した。7年前には、第31代 田代充会長の時に、幹事

をさせて頂きました。その時の経験が今、大変役に

たっております。田代充さん、本当にありがとうご

ざいました。このお髭も、当時の会長・幹事の髭コ

ンビの名残りです。

　さて、いよいよ本題に入ります。

後、半月で会長をさせて頂きます。歴代会長・幹事

が経験して来た事ですが、今までが、次年度の準備

で大変忙しく感じました。

　昨年のパスト会長会議から始まり、役員・理事の

決定、１０分区の次期会長・幹事会、地区において

は、会長エレクト研修セミナーや地区協議会等がご

ざいました。又、会議と並行して、組織表や年間行

事予定表・収支予算書等資料の作成、更には次年度

会長エレクト　　増 谷  信 一卓 話



委員長会議を行い、やっと次年度の形が出来上がっ

てきました。

　安川年度の最後の理事会で次期繰越金が決まりま

す、その後に収支予算書が完成し、次年度に向けて

始まります。

　最後になりますが、簡単に次年度の私の活動方針

をお話をさせて頂きます。大きく分けると、３点程

ございます。

　まず、１点目ですが、毎年の課題になっておりま

す会員拡大です。嶋田会員増強委員長を中心に全メ

ンバーが協力をして頂き純増６名の会員の拡大をお

願い致します。

　もう一つは、会員同志の親睦です。親睦旅行やイ

ンターゴルフはもちろんの事、通常例会の後に、総

支配人の田代さんのご協力を得まして、例会終了後

にロビーにてミニサロンを営業させて頂きます。例

会中においては、隣り同志ではお話をしをますが、

せっかく貴重な時間をさいて例会に出席しているの

ですから、例会終了後にも色々な方とお話をして頂

きたいと言う思いから企画をさせて頂きました。そ

の時には、仕事の話や趣味・ゴルフの計画等、もち

ろん会員拡大のお話もして頂ければなおさら結構で

す。

そして田代さんのご厚意で、なんと珈琲一杯がワン

コイン、５００円ではございませんよ１００円の提

供です。その時にこまかいお金の無い方は、１００

０円で１１回分のご利用可能、そしてなんとなんと

御一人様、前金３０００円で全通常例会が珈琲付き

と言うのも、これから交渉してみたいと考えており

ます。田代さんどうぞ宜しくお願い致します。

　３点目は、例会場を離れての職場見学会です。森

市職業奉仕委員長や金本プログラム委員長の協力に

より、今年は５月２２日にオープンしました、世界

一の電波塔スカイツリーを９月に企画しておりま

す。どうぞ楽しみにしていて下さい。

　次年度１年間、増谷信一・升谷庸、マスマス信用

コンビが精一杯務めさせて頂きます。

なにとぞ初めての会長職ですので、いたらない点・

はがゆい点が多々有ると思いますが、ロータリーの

友情にてお許し願えればと思います。

　まとまらないお話をさせて頂きましたが、以上

で、私の『卓話』とさせて頂きます。

ありがとうございました。

　例会を終えた後、夜7：00に「みのりの湯」に集

合して本年度歓送迎会が行なわれました。

　太田豊会員ほか比較的最近会員となった方々に加

え、辞令が出てあっという間に異動になった椎根元

会員も駆けつけていただき、日興證券の新旧支店長

を中心に、約２時間にわたっておおいに盛上った。

参加者　安川会長、松本幹事、日暮会員、榊会員、

川和会員、松本会員、勝田会員、太田会員、椎根前

会員、杉山会員、嶋田会員、塚本会員、馬場会員、

五十石会員、金本会員、秋元会員、森市会員、柳会

員、小林会員、19名

‘12 歓送迎会 2012 年 6 月 15 日（金）　みのりの湯



親善奨学生　小野晴香さん

次回の例会は6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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　56.45%

55名

ビジター

16名

岡島、小澤、後藤、佐藤、東海林
杉山、染谷、長瀬、富士川、升谷、
松本、水野、村田、渡邉　各会員

■ 7月6日(金)【夜間例会】－新旧役員交替式－
　　　　　　・18：15 集合
　　　　　　・18：30～ 役員交替式・就任式
　　　　　　・19：00～ 1767回例会
　　　　　　・19：30～ 懇親会

■7月13日(金)【通常例会】―お祝い事・理事会―
　　　　　　　卓話＝金本元章プログラム委員長

■7月20日(金)【通常例会】―第一回クラブ協議会―
　　　　　　会長方針・五常任委員長
　　　　　　「上期活動計画の発表」

■7月27日(金)【通常例会】
　　　　　　　卓話＝角田 渉様
　　　　　　　（タック(株)代表取締役社長）

【その他の行事】
■7月7日(土)：
　地区社会奉仕・新世代奉仕合同セミナー

■7月17日(火)：
　職業奉仕セミナー

■7月29日(日)：
　柏まつり参加（花火セット配布）

　　

7 月の行事予定

卓話　会長エレクト増谷会員

‘12歓送迎会 みのりの湯
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四つのテスト

通常例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　松本 ユミ 幹事

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。関東地方

はスッポリ梅雨に入ってしまいま

した。

　河合嘉久様、小野晴香さん、よ

うこそいらっしゃいました。

 本日の卓話は今年度幹事として

骨を折ってもらいました松本ユミ

さんの出番です。流山商工会議所

の初代常議員と会報委員長、業界

の役員、それに本業と大変忙しい

身でありながら、よく頑張って協

力して頂きました。足を向けては

寝られません。卓話の時間をたっ

ぷりとりますのでよろしくお願い

致します。

 今週の火曜日こちらのホテルを

会場にして、会長・幹事の新旧役

員引継ぎ会が開催されました。　

　一方は慰労会気分、もう一方は

壮行会気分と明暗分けての賑やか

な会食でした。 

 山田ガバナーからは 「会長の持

ち時間は２０分あるのですから、

皆さんのクラブでロータリーの話

をして頂きたい」とのお達しです

けれど、今回はトピックがありま

せんのでこれで終わりますが、一

つだけお許しいただければ、松本

幹事には悪いのですが、今日の食

事にはお酒はありません。昼間か

ら赤い顔で職場に復帰したら倫理

上拙いと思いますので。因みにフ

ランスのパリ、ディジョン、スト

ラスブールで４回メーキャップと

して例会に参加しましたが、昼夜

を問わず必ず赤ワインと白ワイン

がテーブルに揃えてあって嬉し

かったものです。来週は最初から

夜間例会にしていましたから、ド

カーンとジャズの生バンドを入れ

てアルコールつき会食で鬱陶しい

梅雨の気分を一掃したいと思いま

す。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．次年度『地区国際奉仕委員会・ロータリー財団

　  委員会合同セミナー』の案内

   【日時】8月4日(土)　10：00～16：00

   【場所】京葉銀行文化プラザ

2．7月のロータリーレートは1ドル＝80円

3．例会変更のお知らせ

　  印西RC；7/4(水)夜間例会



　1年ぶりの卓話になります。宜しくお願い致しま

す。

　さて、この1年間幹事をやらせてもらいましたが

長かったような短かったようなあっという間の1年

間でした。幹事として振り返ってみたとき私の場合

は失敗からスタートしているので失敗談、反省点、

幹事を引き受けて良かったこと等を率直にこの機会

にお話ししたいと思います。

【失敗談と反省点】

　歴代の私の知っている限りの幹事さんは、実にス

ムーズに何の問題も無く上手にこなされていたよう

に見受けられましたが、私の場合は、そのようには

行きませんでした。見ているのと自分がその立場に

なるのとは大違いですね。２・３お話したいと思い

ます。

　思えば昨年の４月頃から次年度の準備ということ

で役員や委員長の選任、予算案、事業計画等々会長

と2人でひそひそとあっちこっちの喫茶店や時には

ビールやワインを飲みながら、ついでにワインの講

釈も聞きながら行いまして、やっと7月1日の交替式

になったわけですが最初からドジをやってしまいま

した。片岡さんから式直前に記念品や賞状等のお渡

しするものの説明は受けたのですが、式が終わって

から記念品が2つほど残っていました。あら！これ

はいつお渡しするものだったでしょう！というわけ

で恥ずかしながら、その後の例会時にお渡しをさせ

ていただきました。また、例会時の幹事報告です

が、事務局で用意をしてもらったものを報告するわ

けですが、あまりにも棒読みではまずいのではない

かと思い、読み上げるときに一つ目は何々、次に2

つ目はとか、1番目に何々、そしてその次に何々、

とか、項目の間に言葉を挟んだほうがよいのかなど

と思ったりの試行錯誤を繰り返しているうちに、数

年前の幹事に「幹事報告に私語が多い」と注意を受

けまして、聞き苦しかったのだなということが解り

ましてからは、なるべく棒読みにして、項目の間に

ちょっとだけ間をおくようにしましたら、すっきり

したように思いました。半年過ぎた頃から幹事報告

もやっと慣れてきたのかなと思っています。

　また、例会時に、お渡しするもの（賞状、記念

品、記念バッジ）が結構ありまして、片岡さんが準

備をしてくれるのですが、会長幹事席に置いてある

のですが、どれとどれを渡すのかががよく判らなく

て1つ漏れたりで、相変わらずの恥ずかしい思いを

と時々しておりました。

　失敗に属するのではないかと思っていますのは、

理事会の対応でした。（あと１回交替式前の決算理

事会が残っていますが。）

　司会は幹事にと頼まれていましたので、やらさせ

ていただきましたが、どうも会長・幹事の言動が夫

婦のようにはしっくり行っていないように傍目には

見られていたのではないかと思っています。打ち合

わせ迄はいたって順調に行っているのですが。いざ

本番になりますと、なかなか思うように行かず、時

間も掛かることが多くて会長あっての幹事なのです

が、会長の思いに、100％寄り添うことは出来な

かったのではないかと会長には申し訳なく思ってお

ります。

　さて幹事としての失敗はいろいろあったわけです

が、これは弁解と受け取ってもらって結構なのです

が、先日流山中央ＲＣの25周年記念式典に参加した

とき、セレモニーのひとつに記念品と賞状の授与が

ありました。そのとき最初に品物を用意するのは事

務局員で、次に会長に手渡しをする方(会長エレク

ト)にまずお渡しをし、会長が受取って受賞者にお渡

しをするという手順でした。このやり方なら、間違

うことは然う然う無いだろうと参考になりました。

例会時はともかくセレモニーなのでモタモタして見

えないようにする工夫をすることは大事なことかな

と思います。交代式の場合は、その年によって受賞

者の種類や人数も異なることと思いますので、私の

ようなドジな幹事でなければ大丈夫なこととは思い

ますが。

　大事なのは、とにかく会場へ早く行って準備をす

ることが大事なことと思いました。点鐘の前に出金

伝票の確認・サイン、他クラブその他関係機関から

の郵送物のチェック、報告物やイベントへの出欠の

幹事　松 本 ユ ミ卓 話



サイン、理事会の資料の点検etc。１年という期間な

ので運営等について解ってきた頃に任期が終わりま

す。やっと慣れてきたところなのであと１年あれば

もう少し改善も出来ただろうと残念に思う半面、あ

あこれで開放されるという安堵の思い、やはり、こ

の開放感のほうが間違いなく大きいです。あと1年

あれば…は失言ということでお許しください。具体

的な運営については、見て真似ろでもよいのです

が、無駄や失敗が少なく滑らかに運営していくため

に、必要と思われることは後任者に引き継いでいく

ことも大事なことではないかと思います。

　反省点として少しよかった事と思っていますの

は、柏西ロータリー・クラブ細則の改正を10分区で

は一早く行ったことです。定款が四大奉仕から五大

奉仕へと変更になったこともあり、「推奨ＲＣ細

則」および当クラブの組織図にのっとり、各小委員

会についても規定をしました。2011年11月11日の理

事会で承認、改正条文に則り1ヵ月後の12月16日の

例会で確認・実施の運びとなりましたことは、皆様

のご協力の賜物と感謝しております。

【良かったこと】

　つぎに幹事をやらしてもらって良かったことをお

話します。1番目は、安川会長と打ち合わせの後な

どに、ワイン談義を聞く機会があったことです。皆

様もご承知のとおり、会長は、フランスのブドウ畑

まで行ってご自分の目と舌でワインのよしあしを確

認しているのですから、お話に説得性があります。

これからも宜しくお願いいたします。

　２番目に、当クラブには優秀な事務局があるとい

うことです。いろいろな準備をしてもらってはじめ

て幹事の仕事も何とか格好がつきます。片岡さん有

難うございました。

　３番目に良かったことは、ポコアポコという視覚

障害者の施設（当クラブで点字用プリンターを寄贈

したところ）に昨年9月8日にお邪魔した時にセラピ

ストの青山さんから『生きがいの創造』という文庫

本をいただいたことです。著者は飯田史彦さんとい

い経営学の教授(福島大学)で人事管理論を研究して

いた方で、人間の働き甲斐や生きがいといったこと

をいつも考えて入る経営心理学者だということで

す。なるほどと思うことが多くその後、飯田先生の

著書を4～５冊読ませてもらいました。これらの本

について超簡単に説明しますと、精神的な悩みを

持っている方々の退行催眠による治療（悩みの原因

を見つけて悩みの解決を図るための治療）につい

て、海外や国内の医学部精神科の医者や研究してい

る大学の教授等による科学的研究方法や実証研究

データーの症例が多数記載されており、過去性の検

証のなかから、人は何回も、何十回も生まれ変わっ

て現在この現実世界に生きているということは実に

興味深いものでした。生まれ変わりについては中国

のある部落ではそこに住む人々は生まれる前の自分

は誰であったか知っている、という本は読んだこと

がありましたが、この飯田史彦さんは、前述の研究

データーから、人がこの世に生まれて来るというこ

とは、生まれる前から目標を持ち計画を立て自ら両

親を選んで、この現実世界に修行するために生まれ

てきたという仮説もっているということです。一人

一人の生きている意味、何の為に生きているのか

等々を考えたとき、人生の目標を改めて考えるに

は、とても良い内容の本でした。「人は思い通りに

ならないからこそ、生きている価値がある」と著者

は言っています。

　思い通りにならないことの代表を3つあげていま

す。

①死ぬということ

②病気になったり身体にハンディキャップ(障害)を

持つこと

③人間関係のトラブルで苦悩するということ

をあげています。興味のある方はぜひ読んでみてく

ださい。

　私は思い通りにならない時は、あぁ、今が私の修

行の時なのだろう思うようになりました。より一層

前向きな気持ちで切り替えることが出来るように

なったと思っています。いろいろな方々がいらっ

しゃるロータリー・クラブでこれからも精々修行を

積んで行きたいと思っています。今後とも宜しくお

願い致します。

以上



BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
歓送迎会ありがとうございました
松本（隆）、五十石、太田　会員

卓話の時間をもらいました
ありがとうございました
松本 ユミ　幹事

監査が無事終了しました
岡島　会員

次回の例会は6月29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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　57.37%

55名

12名

榎本、勝田、木村、小阪、後藤、佐藤、
東海林、鈴木（康）、染谷、塚本、
長瀬、根来、富士川、村田、渡邉　各会員

河合 嘉久（柏南RC）

小野 晴香（親善奨学生）

ビジター

会長挨拶
（安川会長）

ロータリー財団奨学生　小野 晴香さん挨拶

幹事報告・卓話
（松本幹事）
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四つのテスト

夜間例会

会長　安 川 武 年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　安川 武年 会長

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。

 いよいよ最終例会を迎えること

が出来ました。この１年は長いよ

うで短かかったと言うより、長い

ようで実際長かったと言うのが実

感です。やっと任務を終えること

が出来ましたが、スタート時に掲

げた方針、活動計画が思うように

行かなかったり、クラブ運営が不

手際だったりで満足いくものでは

ありませんでした。達成感、充実

感はありませんが、終ってホット

しております。

 自己採点をすると２０点位の出

来です。これだけでは余りにも惨

めですから他にアディショナル 

ポイントは無いのかを考えて見ま

したらありました。病いで倒れる

ことも無く、途中下車する事も無

く最終例会を迎えられたことで

す。自分の中ではこれはとても大

きくて４０～５０点に値します。

景気付けに勢いをつけて打った点

鐘の鐘もひび一つ入らずよくもっ

てくれました。何れにしても及第

点には達しません。会員の皆様が

持ち場、持ち場をしっかり役割を

果していただいたので、まあ、会

長が頼りなくても、ロータリーの

歯輪は回転することを証明して下

さいました。ありがとうございま

した。 

 幹事の松本さんはお忙しい身で

ありながら、よく協力して下さい

ました。事務局の片岡さんはカウ

ンセラー役として、よく相談に

乗って助けて下さいました。各委

員会の委員長には本当に良い仕事

をして下さいました。委員の皆さ

んには役割を十分果して頂き感謝

しております。

 これから本業に専念できること

が何よりの喜びです。本業の方は

だいぶほころびが生じましたので

これからは全力で修復して行きた

いと思っております。

 会長として１年間やって来た今

の心境は、一言で言えば「日暮れ

て、道遠し」であります。そして

｢皆さん、１年間ありがとう｣でご

ざいます。

 さて、話は変わりますが、今週

２４日の日曜日には柏ローターア

クトの最終例会に松本幹事と出席

して来ました。とても盛会でし

た。詳しくは卓話の時に譲りま

す。どうも皆さん、１年間ありが

とうございました。

幹事報告 幹事　松 本 ユ ミ

1．例会変更のお知らせ

　　我孫子RC；

　　7/3(火)新旧役員交替式のため、夜間例会



　最終例会は、「辛気臭い話をするより、ドカーン
とジャズ・ライブをワインを飲みながら楽しみ、鬱
陶しい梅雨の気分を一掃したい」との私の我がまま
をお許いただきまして、今夜は寛いで存分に生演奏
を楽しみたいと思います。 これからいぶし銀のジャ
ズ・クインテットの名手による演奏が控えておりま
すので、前座の私の卓話はパワーポイントを使って
映像をスライドして、概略だけで済ませたいと思い
ます。

≪内容≫
１．カルヤン・バネルジーＲＩ会長の
　　２０１１～２０１２年度テーマ                             
『Ｒｅａｃｈ ｗｉｔｈｉｎ ｔｏ Ｅｍｂｒａｃｅ Ｈ
ｕｍａｎｉｔｙ』 「心の中を見つめよう 博愛を広
げるために」 この凝縮された短い言葉の中に深遠な
哲学的な意味が包括されていたのでしょう。最後ま
で、活動の規範として頭に沁みて来ないまま終って
しまった。私たちロータリアンはどれほど深く自己
を省みて、博愛の心を持って奉仕して来たのでしょ
うか。

２．クラブのテーマ「温故知新の心でクラブ
　　運営を」                       
［２０１１～２０１２年度クラブ活動計画］
 スタートする４ヶ月前に襲った東日本大震災は日本
を揺るがす国難、非常事態と思い、このことを踏ま
えて活動しなければいけないのだろうと考え、被災
地支援を中心にした活動計画に変えた。思ったよう
には行かず忸怩たる思いだけが残った。

３．「いっさいを呑んでそ知らぬ顔の海」　
（３・１１直後の映像）
 ３・１１の映像を観ていると、この世の出来事とは
思えない、バーチャルな世界を映し出したような錯
覚を覚え、しかし現実であることにショックを受け
る。

４．３・１１の大震災から１年後の姿、
　　復興は進まず当時の姿のまま、動画にて紹介。
 ２０１２年４月１日～２日 石巻～東松島～南三陸
～気仙沼を視察。被災当時のままの姿にショックを
受ける。

【クラブ管理運営委員会】【クラブ管理運営委員会】
　委員長　委員長　増 谷 信 一増 谷 信 一

 　

クラブ管理運営委員会を担当しております、増谷で
す。プログラム委員会・親睦活動委員会・出席委員会
の3委員会の「下期活動報告」を発表させて頂きます。
　まず始めに，水野委員長のプログラム委員会から致
します。
 ■プログラム委員会
　安川年度が7月からスタートし、とうとう最後の例会
になってしまいました。そして本日、最後の例会「夜
間例会」です。このクラブ協議会の後に、食事をしな
がらのジャズライブの演奏がございます。楽しみにし
ていて下さい。

　又、移動例会においては、２月に第10分区の合同例
会及びＩ.Ｍ、３月に第２回インターゴルフ夜間例会、
４月には第10分区のゴルフコンペ及び合同例会、５月
には京都へ1泊2日の親睦旅行がございました。
　今日ですべてのプログラムが終わる事が出来まし
た、会員の皆様ご協力ありがとうございました。
　次に、嶋田委員長の親睦活動委員会です。
 ■親睦活動委員会
　親睦活動委員会も、プログラム委員会に沿って例会
を運営して参りました。
　下期は家族新年例会から始まりました。　　　　　
逆井囃子・カラオケやビンゴ大会等、企画をさせて頂
き大変盛り上がる例会となりました。
　4月26日に、職業奉仕委員会との合同で、「屋形船で
行く東京湾潮干狩り」」を行いました。当日は、曇り
で少し肌寒い天気でしたが、15名の参加を頂き行って
参りました。その日はシジミは全く取れませんでした
が、桜の満開を見る事が出来、大変思い出の残る職場
見学会となりました。そしてもうひとつ親睦活動委員
会の大きな行事がございました。

会長　安 川 武 年卓 話

第５回クラブ協議会 下期活動報告



5月25日～26日に行いました親睦打上げ旅行です。安川
会長・松本幹事のご苦労さんを兼ねて行いました。当
日は、26名の参加を頂きました、京都に着いたとたん
雨のお出迎えでした、下加茂神社から始まり、貴船神
社や大原三千院、翌日も修学旅行者にまじりながら、
金閣寺などの京都ならでわの寺院巡りをして参りまし
た。1泊2日組や2泊3日組等それぞれの旅行でしたが、
全員が無事に帰って参りました。親睦活動委員会の皆
様、本当にお疲れ様でした。
　最後に、森市委員長の出席委員会です。
 ■出席委員会
　この出席委員会も、親睦活動委員会・プログラム委
員会と同じで、全例会にかかわって来ました。下期
も、インターゴルフや10分区の合同例会、屋形船の職
場見学会や京都への親睦打上げ旅行等移動例会が沢山
ございました。移動例会や夜間例会も含め各例会が、
会員の皆様が事前に予定を入れておいてくれたおかげ
で、どの例会も大変出席率が良かったと感じました。
 　以上で、クラブ管理運営委員長としての「下期活動
報告」とさせて頂きます。1年間3委員長を始め委員の
皆様。ご協力をして頂き本当にありがとうございまし
た。

【【ロータリー財団委員会】ロータリー財団委員会】
委員長　鈴 木 桂  三委員長　鈴 木 桂  三 

　

安川年度のロータリー財団への寄付実績について発表
させて頂きます。
・ポリオ撲滅への寄付　　　　　　　　            1,250＄
・恒久基金寄付　　　　　　　　　　　             1,000$
　　安川会長にベネファクターになっていただき
　　ました。
・年次寄付（便途を指定しない寄付）          6,500$
　　今年度は新たに3名の方に（小林、塚本、
　　岡島）ポール・ハリス・フェローになって
　　いただきました。
そして
・東日本大震災復興基金として　　　　　　　   8,000$
以上寄付合計は、16700$.日本円換算で¥135,500となり
ました。会員一人ひとりの財団への暖かい御支援あり
がとうございました。

【クラブ広報委員会】【クラブ広報委員会】
委員長　田 代 健 一委員長　田 代 健 一

 　今年度の活動計画は、クラブ会報を紙面とインター
ネットの活用により広報活動を行うと詠いましたが、
結果的には、遅れ、遅れの発信となりまして申し訳ご
ざいません。
　反省としてクラブ会報は、例会に出席される方が担
当すること、また、卓話の方は、必ず原稿を用意して
下さい。特にクラブ会員は、原稿がないと卓話は、出
来ないくらいにお考えいただきたい。
　次に地元行事への参加は、柏まつり、ゴミゼロ運動
といった地域への奉仕活動ができました。これからも
このような行事には、進んで参加いたします。

【奉仕プロジェクト委員会】【奉仕プロジェクト委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

 ■職業奉仕委員会
　職業奉仕委員会では、4月6日に職場見学会と親睦を
兼ねた潮干狩りを、開催致しました。帰路、築地市場
とプラネタリウム見学をしました。皆、和気藹々と楽
しみました。
 ■社会奉仕委員会
　5月27日にゴミゼロ運動へ会員の皆様と参加致しまし
た。今年でこの行事も30回になるとの事です。最初の
頃に比較すると、とてもゴミの量が減少した事を実感
しました。
 ■人間尊重委員会

　安川会長の活動計画に沿って、いろいろな行事を推

進してきました。計画は、概ね達成する事ができまし

た。その中で、ロータリー地区財団の補助金制度を使

い、地域の視覚障害者の識字率向上のためにNPO法人

「ゆめしずく」に点字プリンターを贈呈することがで

きました。少しでも、視覚障害者の生活の質の向上に

貢献できた事を、報告致します。

 ■新世代育成委員会

　2月に行われた、地域RYLAにおきましては、昨年10

月の地区委員会発足により、毎月1回以上、開催地の上

総一宮に行き、実地調査、下準備等の活動に参加しま

した。当日は、当クラブより、2名の若者を推薦し参加

しました。当日は雪などの気象条件もありましたが、



次回の例会は7月6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。
　榊 隆夫 090-9005-8627までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　56.45%

55名

12名

五十石、小澤、後藤、小溝、佐藤、染谷、高田、
中嶋、長瀬、富士川、浅浅、吉野　各会員

BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！
嶋田、増谷、松本（ユミ）、松本（隆）、川和、
勝田、岡島、中村（佳）、馬場、秋元、塚本、
椎根、太田　会員

有意義な青少年育成活動ができました。次年度も推薦
をお願い致します。
 ■ローターアクト
　3回の会合に当クラブのメンバーに講師として参加を
して頂きました。中村前会長、アデル会員、中村パス
トガバナーです。協力をしてもらいましてありがとう
ございました。柏ローターアクトクラブにおいては、
会員の減少がここ数年の悩みです。皆様、若者がいま
したら、ぜひローターアクトへの入会をお勧め下さ
い。
 ■世界親睦活動委員会
　今年度は、23年9月に行われた「徳水園身体障害者教
養院」への寄贈式に田代充副委員長が出席し、台中港
南東択輸社とのマッチンググラントによる人道的支援
プロジェクトに取り組んで参りました。
　今年の2月9日に田代充副会長宅にて、安川会長他約
10名の会員が参集し、色々と、話し合いをし、又、田
代会員から、これまでの経緯説明を受けて、一同より
深い理解を得ました。また、参加者からの浄財にクラ
ブからの支援金を加え、友好親善と事業継承の証とし
て活用することを話し合いました。

【会員増強委員会】【会員増強委員会】
委員長　川 和 弘 行委員長　川 和 弘 行

会員増強ということで、目標の10％には届きませんで
したが、7％増という結果で終わることができました。
これも皆様のおかげです。

【まとめ】
幹事　松本　ユミ

　奉仕プロジェクト委員会勝田健一委員長、ロータ
リー財団委員会鈴木桂三委員長、会員増強委員会川和
弘行委員長、クラブ広報委員会田代健一委員長、クラ
ブ管理運営委員会増谷信一委員長の５常任委員長から
下期活動の報告がありました。
　その後、質疑応答に移り、以下の意見がだされた。
１．報告だけの一方通行では協議会にならない。
２．柏西クラブは出席率が低すぎる。
　　算出方法が地区の通達に準じているのか疑問だ。
３．会報の発行が遅い、以前は翌週には
　　発行していたはずだ。

などの意見･質問がありました。
各担当委員長から、説明及び改善に努力をしていきた
い旨の発言等があり、いつになく活発な協議会となり
ました。

安川会長、松本幹事

（^^♪　
一年間ありがとうございました
安川　会長
お祝いありがとうございます
小林　会員
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四つのテスト

夜間(新旧役員交替式)例会

会長　増 谷 信 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　増谷 信一 会長

1. 会長挨拶　増谷 信一 会長

1. 幹事報告　升谷 庸　 幹事

1. 点　　鐘　増谷 信一 会長

　会長バッチを着けて初めての
　点鐘をし、初めての例会をさ
せて頂きます。
　今日、役員交替式の前に新旧
理事会がございました。その中
で、正式に今年の収支予算・年
間行事予定が決まりました。各
委員会が活動しやすいように、
委員会費を多少ですが、全体的
に増やさせて頂きました。
　特にメインの会員増強委員会
です。先程の会長挨拶でもお話
を致しましたが、純増６名以上
の会員拡大を達成する為には、
会員一人一人が紹介だけでも良
いですから、入会のお声掛けを
是非お願い致します。
　その中で、嬉しい事に今日早
速１名の入会がございます。
　馬場会員のご紹介で、水留様
がこの後ご入会をして頂けま

す。水留様本当にありがとうご
ざいます。
　又、新しい組織で、今日の例
会を監督して頂いております田
代ＳＡＡ。そして、最初の受付
から動いて頂いております、杉
山親睦活動委員長並びに委員会
の皆様。お世話になります。全
会員のみなさんに助けられなが
ら、例会が運営されているとつ
くづくと感じました。
　ここで、今日の記念すべき役
員交替式に丁度お祝いのあたっ
た方が、１名いらっしゃいま
す。金本元章さん、お誕生日お
めでとうございます。前の方に
お進み下さい。ほんの気持ちで
すが、私からの誕生日プレゼン
トです。お受け取り下さい。皆
さんも、これから行事予定表を
見て頂き、自分の誕生日が例会

に当たった方は、どうぞ楽しみ
にしていて下さい。だれとは、
言えませんが１４人程いらっ
しゃいます。
　来週からですが、ホールにて
ミニサロンを企画しておりま
す。ドリンク１杯、１００円で
の提供です。例会時そして例会
後も是非是非、会員同士の親
睦・交流を大事にしてみて下さ
い。
　最後になりますが、今日は３
部構成になっております、例会
終了に後懇親会もございます。
杉山親睦委員長の企画で、楽し
いアトラクションも用意してお
りますので楽しみにしていて下
さい。簡単ですが、以上で会長
挨拶とさせて頂きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 2012-13年度地区委員に委嘱状
　中村博亘会員 
　地区諮問委員会委員
　地区指名委員会委員
　地区大会 決議委員会委員長
 　飯合幸夫会員
　地区職業奉仕委員会委員
 　金本元章会員
　地区クラブ奉仕委員会委員

2.地区関係負担金
　(上期一会員12,925円)送金の案内)

3. 平成24年度
　『社会を明るくする運動』
　　柏市推進委員会より
　　協力金(20,000円)の依頼
　　7/14(土)強調月間
　　キャンペーンの参加依頼

4. 我孫子ロータリークラブより
　千葉県立我孫子東高等学校
　『インターシップ』の
　受入れの依頼



柏西 RC 役員交替式・就任式

例会・懇親会次第

2012-‘13年度『柏西RC役員交替式』次第
       日時　平成24年７月6日（金）１８：３０より
       場所　ザ・クレストホテル柏

１８：３０　交替式・就任式―司会：勝田　健一（クラブ管理運営委員長）
① 国歌及びロータリーソング斉唱(奉仕の理想)
② 来賓紹介(名誉会員.パートナー.現･元米山奨学生)
③ 柏西RC旗の引継ぎ
　 松本ユミ前幹事→安川武年前会長→増谷信一新会長→升谷　庸新幹事
④ 会長・幹事RCバッチの交換―前会長・幹事
⑤ 新役員・理事・各委員長発表―升谷　庸幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥ SAA・親睦活動委員長　たすき交換
 榊隆夫前SAA→田代健一新SAA 
 嶋田英明前親睦活動委員長→杉山　智新親睦活動委員長　
⑦ 歴代会長の紹介―増谷信一会長
⑧ 新会長挨拶―増谷信一会長
⑨ 祝辞―秋山浩保柏市長
⑩ 前会長・幹事へ記念品の贈呈―会長・幹事
⑪ ロータリー暦記念品贈呈＝安川武年前会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 35年＝古田穣治・鈴木康之
 15年＝富士川　明・勝田健一・安川武年・増谷信一
 10年＝小林太時　    (敬称略)
⑫ 前年度出席優秀者表彰―森市直樹前出席委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　
 森市直樹　(ホーム100％)
 金本元章
 小林太時
 嶋田英明
 鈴木桂三
 田代健一　　　　(敬称略)

１９：００　第1767回例会―司会：田代健一SAA
 1．点鐘―増谷信一会長
 2．会長挨拶―増谷信一会長
 3．幹事報告―升谷　庸幹事
 4．新入会員　入会式
 5．ニコニコ発表―親睦活動委員会
 6．次回例会予定―プログラム委員会
 7．点鍾―増谷信一会長

１９：３０　懇親会―司会進行：
　　　　　　杉山　智親睦活動委員長
 1．『開会の言葉』―増谷信一会長
 2．乾杯発声―安川武年前会長
 3．懇親会　アトラクション　
 4．中締め―勝田健一会長エレクト



BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
1年間宜しくお願い致します　
　 会長就任 増谷信一
　 杉山　会員

御祝
　板倉　会員

写真ありがとう!
　田代、金子、小林、杉山、
　日暮、高田　各会員

ビジター

小川 優香（柏RC）

松崎 大記（柏RC）

才田 恵里菜（親善奨学生）

小野 晴香（親善奨学生）

次回の例会は7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。
　田代　健一 090-3514-3413までクラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

出席率　100%

【会長挨拶】
会長　増 谷 信 一　

　皆様こんばんは。
　本日は大変お忙しい中、秋山
柏市長を始め・名誉会員でござ
います岡部様・板倉様、そして
パートナーの皆様、財団・米山
の両奨学生の皆様、更には柏
ローターアクトの皆様。柏西
ロータリークラブの役員交替式
にご出席をして頂きまして誠に
ありがとうございます。
　安川会長・松本幹事、一年間
大変ご苦労様でございました。
只今、柏西ロータリー旗の引継
ぎや会長・幹事のバッチ交換が
終わり、とうとうこの日が来て
しまいました。
　昨年の１１月のパスト会長会
議から、次年度に向けての準備
が始まり、今日やっとの思いで
スタートラインに立つ事が出来
ました。改めて、３８代会長を
務めます、増谷信一です。一年
間どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
　ここで、簡単に会長方針や事
業内容をお話させて頂きます。
　今年は、３０年ぶり3人目の日

本から、国際ロータリー会長が
誕生致しました。田中作次ＲＩ
会長と言います、会長は隣りの
埼玉県八潮ロータリークラブの
会員でございます。田中ＲＩ会
長の今年のテーマは、「奉仕を
通じて平和を Peace Through 
Serviceピース スルー サービス」
です。ここで、ＲＩ会長のメッ
セージの中で心に残る一文がご
ざいましたので読ませて頂きま
す。
　ロータリーの奉仕は、さまざ
まなかたちで平和を助長しま
す。クラブと地区で、世界中の
地域社会に健康・安全・人間の
尊厳（そんげん）をもたらすた
めに活動し、競争よりも協力、
自分の儲けよりも公益に価値を
置こうという気持ちが、私たち
一人ひとりの中に生まれます。
自分を見つめることを通じて、
私たちは、完璧な人間などいな
いということ、そして誰もが人
から何かを学べるということを
理解します。と書かれておりま
した。私もこの言葉に大変感動
を覚えました。自分なりに解釈
をしますと、人は一人では生き
ていけない、家族があり仕事が

ありロータリーがあり、すなわ
ち「自分の健康」「家族の健
康」「仕事の健康」「ロータ
リーの健康」ではないでしょう
か、そこで、私は今年のテーマ
を「健康で奉仕を」とさせて頂
きました。
　この「健康で奉仕を」テーマ
に一年間活動をして行きたいと
思います。
　ロータリーの基本は、週1回の
例会です。本年度は、会員同志
の親睦・交流を主に考え、例会
時そして例会終了後もコミュニ
ケーションがとれるよう、ホー
ルにてミニサロンを企画致しま
した。又、移動例会として職場
見学会やインターゴルフ・親睦
旅行等も計画しております。
　そして、もう一つの柱が会員
拡大です。今年一年をかけて純
増６名以上の拡大を考えており
ます。嶋田会員増強委員長を中
心に会員拡大を行いますので会
員の皆様、ご支援ご協力なにと
ぞ宜しくお願い申し上げます。
　簡単ではございますが、会長
としての最初の挨拶とさせて頂
きます。ありがとうございまし
た。

ロータリー役員交替式
（升谷幹事、増谷会長、安川前会長、松本前幹事）

ロータリー役員交替式
（杉山会員、嶋田会員）



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

❍ ①2012-'13年度収支予算書(案)の件 承認

❍ �
                              会費（3,000円案）にする                                                    
②2012-'13年度行事予定(案)の件 承認

✕ ���
�����

❍

③2012-'13年度名誉会員の件
秋山浩保柏市長・板倉�茂元会員・岡部久人元会員�������������������������������承認

❍

❍

④出席率の件
通常例会以外の例会(夜間･移動･合同例会)は100％出席とする

❍ 会長、幹事を除く（出席委員長、SAA、親睦委員長含む）

❍

⑤その他 特になし
❍

❍

❍

❍ ●次回理事会�2012年7月13日（金）〔例会終了後〕

❍升 谷  �庸

馬 場�  弘

増 谷 信 一

勝 田 健 一

日 暮�  肇

森 市 直 樹

金 本 元 章

嶋 田 英 明

   小 林 太 時

金 子     正

鈴 木 桂 三

安 川 武 年

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�第2回�理事会議題

2012年�7月 6日��17時30分

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

杉 山�  智
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