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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　18：30～
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

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（親睦委員長）

御祝
　板倉　名誉会員

写真ありがとう!
　田代（健）、金子、小林、杉山、
　日暮、高田　各会員

ビジター

ゲスト

小川 優香（柏RAC）

松崎 大記（柏RAC）

マハルジャン（元米山奨学生）
キュウイーキ（元米山奨学生）
オウケイカ（元米山奨学生）
小野 晴香（親善奨学生）
才田 恵里菜（親善奨学生）

秋山　浩保（柏市長）
岡部　久人（名誉会員）
板倉　茂（名誉会員）

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／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 義郎・小阪 博司

※会報委員会よりお願い
会報の原稿は例会の翌日並びに翌週火曜日までに必ず入稿してください。

出席率　100%

【会長挨拶】
会長　増 谷 信 一　

　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。
　30年ぶり3人目となる日本から
の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。

ロータリー旗引継ぎ
（升谷幹事、増谷会長、安川前会長、松本前幹事）

親睦委員長引継ぎ
（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



例会日／金曜日　18：30～
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

通常例会

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. 卓　　話　金本 元章 会員
1. 点　　鐘　増谷 信一 会長

　皆様、こんにちは。
先週の役員交替式並びに例会・
懇親会が皆様のご協力により、
無事に安川会長より引き継ぐ事
が出来ました。　皆様、本当にお
世話になりました。
　改めまして、本日のお客様と
しまして、角川　渉様、そして第
10 分区の宮ガバナー補佐・財
団奨学生小野晴香様、千葉銀行
柏西口支店長 広浜泰之様、よう
こそ柏西ロータリークラブの例
会にお越しを下さいました。
　さて、この一週間の柏西クラ
ブとしての流れでは、地区の「社
会奉仕委員会及び新世代奉仕委
員会合同セミナー」が『ロータ
リーは大震災に何が出来るか』
をテーマに幕張にございます、
ザ・マンハッタンで開催されま
した。当クラブからは、秋元社会
奉仕委員長が出席をして参りま
した。卓話をする機会がござい
ましたら、是非その時の内容を
お話して頂ければと思います。
　同じく地区より、地区大会記
念ゴルフのご案内が来ました。
今年は、鷹之台カンツリー倶楽

部で行われます。千葉県では、名
門コースですので是非参加して
みてはいかがでしょうか。

　いよいよ今日から通常例会が
始まります。私は今年一年、会長
報告として共通の話題のお話を
させて、いただこうと考えてお
ります。
　なにかと申しますと、今日は
何の日特集でございます。今日
は、７月１３日の金曜日です。ア
メリカでは１３日の金曜日は不
吉な日として、誰もが嫌ってお
ります。映画にもなりました
ジェーソンが覆面をして、電気
のこぎりを持って何人もの人を
殺していきます。
　そして、日本では７月１３日
を記念日に制定した映画がござ
います。１９７４年７月１３日
（今から３８年前）オカルトブー
ムの火付け役となった映画「エ
クソシスト」が、日本で初公開さ
れたことに由来をして、オカル
ト記念日と命名したそうです。

　又、年代は前後しますが。１９
３０年７月１３日（今から８２
年前）サッカーの第１回ワール
ドカップが（南アメリカ南東部
の共和国）ウルグアイで開幕を
致しました。
　他にも色々ございます、アメ
リカ・ニューヨークで落雷によ
り、三日間にも及ぶ大停電が起
きました。これも（今から３５年
前）の１９７７年７月１３日の
出来事です。
　いかがでしょうか、この様に
例会日にちなんだ会長報告を、
これからもさせて頂きたいと思
います。
　最後になりますが、今までに
何回も言わせて頂きましたが、
今日から例会場前のホールにて
ミニサロンを営業致します。
どうぞ、お時間の有る方は、珈琲
を飲みながら会員交流をしてみ
てはいかがでしょうか。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 米山記念奨学会寄付金累計額 2000 万円達成クラブとして、
 感謝状贈呈
 ※地区大会での表彰

2. 『2012 柏レイソルファン感謝イベント』の案内
 < 日時 >　7 月 16 日 ( 月･祝 )14：30 ～ 17：00
 < 会場 >　日立柏サッカー場

3. 受信【会報】柏東 RC
 【活動計画書】柏東 RC/ 印西 RC/



卓話 金 本 元 章 　プログラム委員長

年間プログラムについて発表しました。



BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
マジック
　 金本　会員

本人誕生日
　鈴木（健）、小坂、染谷
　金本　各会員

パートナー誕生日
　大田、勝田、川和　各会員

結婚記念日
　田代 会員

ゲスト

宮 寛（第10）

角川 渉 （株）タック代表取締役

小野 晴香（親善奨学生）

次回の例会は7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。
　田代　健一 090-3514-3413までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 義郎・小阪 博司

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　85.45%

55名

8名

岡島、金子、後藤、小溝
佐藤、高田、長瀬
富士川、水野　各会員



開催　日時 会　長 増　谷　信　一

開催　場所 幹　事 升　谷   　    庸

理　　　事 出欠

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

升 谷  　庸

馬 場　  弘

安 川 武 年

　　　柏西ロータリークラブ　2012～2013年　第3回　理事会資料

2012年　7月 13日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

杉 山　  智

○

増 谷 信 一
①7月２８日（土）『老人ホーム八幡苑』訪問の件

タオルの件・集合時間・参加人数・車の手配
馬場人間尊重委員長

非参加者は500円の寄付
１７：３０柏中前集合 先方よりお迎えいただく

②７月２９日（日）『柏まつり』参加の件
１３:００千葉銀行西口支店前集合

１４:００～子供達へ花火配布(西口りそな銀行前)

③８月２４日(金)夜間例会 ―柏ローターアクトクラブとの合同納涼例会

１９:００～髙島屋屋上ビアガーデン
※雨天時については当日連絡

村田会員に連絡済 染谷照夫新世代育成委員長

④県立我孫子東高等学校『インターシップ』受入れの件 承認

メンバーの会社での職業体験を実施
当クラブで個別受け入れはしない

⑤報告事項
□柏ローターアクトクラブに対する提唱クラブ運用規則

□平成24年度『社会を明るくする運動』協力金(20,000円)の依頼
□ガバナー補佐経費(50,000円)と手賀沼エコマラソン広告協賛金
(10,000円)の依頼

⑥その他

□新入会員候補者の件 (千葉銀行柏西口支店 支店長 広浜 泰之様)
□公共イメージ委員会より、会報について移動例会時に親睦委員会の

協力を得たい（都度杉山委員長にお願いする）

□フェイスブック活用の件
まず会員間で、HPの更新はしっかりやる

●次回理事会 2012年8月3日（金）〔例会終了後〕
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四つのテスト

通常例会

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

　皆様、こんにちは。
　先週の例会では、大変多くの
会員の出席を頂きありがとうご
ざいます。又、宮ガバナー補佐
を始め、4名ものお客様も来て頂
きました。今日は、会員の出席
率はいかがでしょうか？
　柏ロータリークラブより（勝
田様・稲垣様・山内様）。よう
こそ柏西ロータリークラブの例
会にお越しを下さいました。
　地区では、先週報告しました
が「社会奉仕委員会及び新世代
奉仕委員会合同セミナー」が終
わり、続けて次に「職業奉仕セ
ミナー」が、佐倉市にございま
す、ウィシュトンホテル・ユー
カリで7月17日に行われました。
森市職業奉仕委員長に西クラブ
から出席して頂きました。
こちらも卓話をする機会がござ
いましたら、是非お話をして頂
ければと思います。
　さて、今日は何の日特集、第2

弾です。今日は、７月２０日の
金曜日です。古い順に、お話を
させて頂きます。
◎１９０６年７月２０日（今か
ら１０６年前）日本で初の専用
回線を使った電話機のサービス
が、日本銀行と横浜銀行の本店
間で開始しました。
◎１９０７年７月２０日（今か
ら１０５年前）こちらは、電話
機サービスの翌年です。
　九州福岡の豊国炭鉱で爆発事
故が起き、死者３６５人を出す
明治時代最悪の炭鉱事故となり
ました。
　次に、私達の知っている所で
は、
　◎１９６９年７月２０日（今
から４３年前）アメリカの探索
機「アポロ１１号」が月に到達
して、人類史上初めて月面に降
り立ちました。この時のニー
ル・アームストロング機長の名
言を覚えていますか？『これは
一人の人間にとっては小さな一
歩だが、人類にとっては偉大な

飛躍である』皆様、思いだしま
したでしょうか。そして、この
日を「月面着陸の日」としたそ
うです。
　もう一つ、身近な所で、
　◎１９７１年７月２０日（今
から４１年前）ハンバーガーで
有名な、マクドナルドが日本１
号店を、東京銀座の三越デパー
ト内に開店致しました。
日本人は記念日を付けるのが好
きですね。この７月２０日は
「ハンバーガーの日」だそうで
す。
　今日は、このくらいにしたい
と思います。
　最後になりますが、今日の例
会は第１回クラブ協議会です。
この１週間の間に、五大奉仕委
員長を中心に、それぞれの委員
会が会議を開いて頂いたみたい
です。五大奉仕委員長、発表ど
うぞ宜しくお願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．ガバナー･エレクト
 (関口徳雄　浦安RC)事務所
 開設の案内
 所在地；〒279-0001　
　　　　　浦安市当代島1-4-1
　　　　　第一西脇ビル303

2．地区『米山記念奨学会
 委員長セミナー』の案内
 日時；8月19日(日)
 16：00～セミナー
 18：00～懇親会
 場所；京葉銀行文化プラザ

3．柏ローターアクトクラブ
 OB会の案内
 日時；8月26日(日)
 14：00～16：30
 場所；京北ホール

4．受信【会報】柏RC
 【活動計画書】柏RC/柏南RC



第 1 回クラブ協議会 上期活動計画

【【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　日 暮 肇委員長　日 暮 肇

　

　

上記活動計画について発表いたします。
　現時点では、会長の方針に沿っての活動計画となっ
ています。先週の役員交替式に先駆けて、6月20日に小
委員会をひらきました。そこで会長方針を改めて確認
するとともに、上期での活動計画を改めて確認すると
ともに、上期での活動計画について打合せを行いまし
た。その中で、担当する委員会だけに任せるのはな
く、奉仕プロジェクト委員会全体で協力し合ってやっ
ていきましょう（クロス・プロモーション）と言った
ことも確認させて頂きました。そしてその計画の実行
に向けて準備をしているところです。
　奉仕プロジェクト委員会には5つの小委員会が有りま
す。
｠　■職業奉仕委員会
○7月17日（火）15：00より佐倉市のユーカリが丘駅、
駅前のウィシュトンホテルユーカリに於いて開催され
た、10分区・11分区合同セミナーに森市委員長が一人
で参加してきました。テーマは「職業奉仕に生きるこ
と　話し合い　語り合おう」で、この時の内容は、10
月16日（火）広池大学で開催される10分区の情報研究
会及び合同例会で取り上げられるとのことです。最後
にロータリー情報研究会を有意義かつ自己研鑚の場に
するためにも、双方向意見交流の場を価値あるものに
したいと思います。
○職場見学の開催
　前期の職場見学会は9月28日（金）に東京スカイツ
リーに決定しました。これは、親睦活動委員会との合
同事業となります。詳細について、すでに計画は出来
上がっております。スカイツリーと下町散策というこ
とで、近いうちに皆様にご案内と参加募集の文書を出
します。
○職業奉仕を通じて、地域の児童・生徒に職場体験の
場の提供。
　10分区で、我孫子高等学校より職場体験（インター
ンシップ）の受け入れの申し出がありました。11月の
ですので、これから確認をしながら計画を進めて行き

ます。その時は、皆様の事業所で受け入れの協力をお
願いすることになります、よろしくお願いいたしま
す。
　■社会奉仕委員会
○柏まつりへの参加（6月1日理事会承認済み）
　7月29日（日）柏まつり参加、14：00～西口りそな銀
行前で（花火配布）を行います。先日のお知らせで
は、集合場所が13：00西口りそな銀行前となっていま
したが、千葉銀行西口支店前のテントに変更いたしま
す。ここで花火にシールを貼る作業をしますので、ご
協力お願いいたします。尚、この西口本通り商店会の
テントを休憩場所として使用させて頂く予定です。
○地域での身近な奉仕。
　東日本大震災義援金（毎例会ごとボックスを回す。
理事会承認済み）
後期に、被災地に義援金をおくる（活用用方法につい
て現時点では未定）
秋元委員長は、クラブ活動計画書の中で、未だ整備さ
れていない飯岡市、旭市の現地調査及び支援を何らか
の形でしたいと考えていますと、記載していますの
で、これらのことが提案として出てくるのではと思い
ます。
　■人間尊重委員会
○老人ホームへの慰問
　前期では、吉野会員の、やわた苑へ7月28日（土）夕
方6：00に訪問する予定です。例年通りタオルの提供を
お願いします。尚、今年は公平性を期するため、タオ
ルの提供が出来ない会員からはワンコイン500円を徴収
させて頂きます。合わせて参加者の募集もしています
ので、都合のつく方は是非参加して頂きたいと思いま
す。尚、後藤会員のマザーズ・ガーデンには後期に訪
問する予定です。
○街頭献血については、依頼が来てから進めたいと考
えています。
　■新世代育成委員会］染谷照夫委員長
（RAC）ローターアクトクラブと（RYLA）ライラを
担当します。
○8月24日（金）には柏ローターアクトクラブとの合同
夜間納涼例会を予定しています。
○ライラについては例年2月に実施されていますので、
後期での計画になります。
［世界親睦活動（姉妹クラブ）委員会］田代充委員長
○台湾・台中港東南扶輪社との姉妹交流が主な活動に
なります。WCS事業について、連絡を取り、確認をし
ていきます。2013年2月に有志による台湾訪問を計画す
る予定です。



　田代委員長から頂いた文書が有りますので、読ませ
ていただきます。
　「世界親睦活動委員会上期活動計画について、台中
港東南扶輪社との姉妹クラブを中心に、本日の協議会
におけるテーマを付け加えさせていただきます。7月13
日の例会でテーブルに置かれた「2011　台湾から日本
の被災地へ送る手紙」をお読みになったでしょうか？
その書籍は台北の北区扶輪社の規格で68ページからな
り、2011年9月30日、千葉ロータリークラブから出版さ
れました。台湾は堂々と自国を名乗り、父親の立場か
らまた小学生は台中市の小学生からのメッセージでし
た。胸を締め付けられる心から語りかけるメッセージ
であります。手にするまでに、少し時間の経過は有り
ましたので、現況とはそぐわない、時系列をも感じま
すが、・・・今柏市には福島第1原発の人災で故郷に帰
りたくても帰ることのできない福島県からの被災者が
424人、見なし仮設住居や親せき・友人宅に避難してい
ます。台北北区扶輪社の100文字のメッセージには日本
人の秩序と勇気をたたえるものが多く、統治主義国家
である台湾の日本に対する絆を読み取ることができ心
から敬意を表するものであります。また震災直後には
自衛隊を経由して山形県へ、2日で58,000個のキャベツ
の支援、人口2,300万人の国民からは心ある200億円を超
える多額の義捐金、日本への応援歌を作り24時間テレ
ビを即座に開催し23億円の義援を提供しています。こ
れは人口1億3,000万の日本での企画の10倍にも当たりま
す。これらの事をかんがみ、私達はこのような会社環
境の中、ロータリークラブを通じて姉妹クラブとして
恒久的に約束された世界平和に貢献する相互理解と文
化交流を公式訪問だけにとらわれずに、情報交換する
体制を構築する事を上記の活動の中心として提言いた
します。
　サブタイトルとしてまずは、「台湾の現状を再認識
し、新しい台湾という国を見つめてみましょう。」
　以上で、上期活動計画の発表を終わりますが、まだ
新しい年度が始まったばかりですので、取り入れてほ
しい奉仕活動の案がございましたらお聞かせ頂きたい
と思います。

【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

　こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です。上
期の活動計画の発表ということですが、委員会の性格
上、年間の活動計画の発表にさせて頂きます。私は今

年度の引き続き委員長を務めさせて頂くことになりま
した。
　前年度は、ロータリー財団そのものや、その活動に
ついて、寄付金やその使途等について御理解頂けるよ
う活動してきました。本年度はそれに加えてより具体
的な成果を求めて活動していきます。
　ロータリー財団への寄付で、地区でのクラブに対す
る表彰、認証には4つあります。
　①100％「財団の友」会員クラブの表彰
②毎年あなたも100＄を達成クラブの表彰
③年次プログラム基金1人当たり寄付額
　上位3クラブの表彰
④100％ポールハリスフェロー達成クラブの表彰
　　そこで今年度は、一番達成しやすいと思われます毎
年あなたも100＄をに挑戦していこうと考えておりま
す、柏西ロータリークラブの全会員がロータリー財団
年次基金へ100＄以上寄付するということです。副委員
長の塚本さんとタッグを組んで目標達成したいと思い
ます。全員一人ひとりの御協力を宜しくお願い致しま
す。

【会員増強委員会】【会員増強委員会】
委員長　嶋 田 英 明委員長　嶋 田 英 明

　私が担当する小委員会は2つ有ります。
　1つ目は、会員増強、職業分類委員会で松本ユミ小委
員長を始めとし中島副委員長、飯合委員、高田委員の4
名です。先週7月13日委員会会議で話し合った事は、分
類は入ってから決める、まずは拡大6名以上が確認され
ました。
　まずは沢山の候補者を上げていただく事が重要かと
思われます。今日、今からです。急に言われても困る
でしょうから、宿題を皆様に出させて頂きます。8月10
日は何の日でしょう。そうです。杉山親睦委員長の誕
生日は目出たい事ですが、実は私会員増強委員長の卓
話の日です。その時には、会員推選カードに名前を書
いて頂きます。それを考えて来るのが宿題です。
参考にするのが未充填の職業分類、自分が入っている
会、仕事関係等沢山有ると思いますので宜しくお願い
致します。
　私としては会長からのプレッシャー、役員交替式で
は、市長からのプレッシャーと小心者の私としては皆
様方の協力なくては達成出きません。



●柏西ロータリークラブよりスポンサーには
　記念品を贈呈
●私からは自然薯を贈呈、
　又は嶋田ファーム無農薬野菜贈呈
●早く声を掛けていただき、入会予定者は
　9/28スカイツリー無料
●まずは60名
　 もう1つの小委員会がクラブ研修委員会で安川小委員
長他3名いらっしゃいますが、まずは拡大を手伝って頂
き、それから研修を進めていただく予定です。研修と
親睦、自分の委員会だけでなく、親睦との連係を取っ
て頂き、ロータリークラブに入って良かった、又、
ロータリークラブで自分が成すべき目標が見つかる様
に進めて行って貰います。継承すべき伝統とC.I.を探
り、歴史と伝統を学習するセミナー開催。
 個々の力には限界が有ります。皆様方の智恵と協力を
よろしくお願い致します。
 目標　“2790地区　会員数　ベスト3”

【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】
委員長　小 林 太 時委員長　小 林 太 時

　

　当委員会の基本として、クラブ内外の情報をクラブ
内部へ向け適宜発信するほかに、公共イメージ委員会

として柏西クラブを外へ向けての情報発信が大切な役
割となります。
　当委員会全体としてはまだ集まれていませんが、先
週の例会後に出席メンバーのみで会報の原稿扱いにつ
いての会議を行ないました。合せて最初に予定してい
るアンケートの実施について打合せをし、現状での問
題点や改善点を具体的に洗い出したいと思います。
また、特別委員をお願いしています金本会員を中心に
フェイスブックを使ったソーシャルメディアを利用し
て柏西クラブ員を中心としたネットワークを確立した
いと思います。
　さらにホームページについても柏まつりや献血、そ
の他福島から非難されている方への活動を常時更新
し、しっかりとした外部への情報発信を適切に行ない
たいと思います。
　内部を対象とした会報委員会においても、メールに
よる配信をできるだけ促進し、効率良い発行を促した
いと思います。

【クラブ管理運営兼CLP委員会】【クラブ管理運営兼CLP委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

 

　勝田委員長より原稿の出稿が無かったため今回は不
掲載とさせていただきました。

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪

ビジター

勝田秀一（柏RC）

稲垣典子（柏RC）

山内尚美（柏RC）

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　74.55%

55名

14名

小澤、金子、アデル、後藤小溝、
佐藤、東海林、杉山染谷、高田、
長瀬、中村（佳）富士川、村田
  　各会員

無事復帰しました
　 飯合　会員

3年前の今日東京女子医大を
（医者をだまして）退院しました
　 田代　会員



例会日／金曜日　18：30～
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

通常例会

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. 卓　　話　角川 渉　 様

1. 点　　鐘　増谷 信一 会長

　

　皆様、こんにちは。
　先週は、寒い日が続き雨が沢
山降りましたが、今週に入りま
したら猛暑日が続いておりま
す。皆様のお身体はいかがです
か？健康に留意をして下さい。
　先週の例会は、第１回クラブ
協議会でした。その中で、五常
任委員長の上期活動報告をして
頂きました。
　又、中村パストガバナーよ
り、五常任委員会のＣＬＰ組織

の有り方や目的についてもアド
バイスも頂きました。
　尚、指摘を受けました、米山
奨学会の位置付けについても、
理事会において今後検討して行
きたいと考えております。
　又、例会日の当日には、小林
太時さん澄枝さんの『二人の門
出を祝う会』が行われました。
金本さんのお声がけで、柏西
ロータリークラブの会員が中心
に約４０名も集まり、盛大に祝
福をさせて頂きました。小林さ
ん、本当におめでとう。
　それでは、今日は何の日特集
です。今日は、７月２７日の金
曜日です。　
◎１５４９年７月２７日（今か
ら４６３年前）フランシスコ・
ザビエルの船が、鹿児島沖に到
達し錨を降ろした日です。
◎１８９０年７月２７日（今か
ら１２２年前）オランダの画
家、ゴッホがピストルで自殺を
しました。尚、ゴッホの死後、
天才画家として大変有名になり
ました。
　又、今日は、土用の丑の日で
す。夏の土用の時期は、暑さが
厳しく夏バテをしやすい時期で
すから、昔から「精の付くも

の」を食べる習慣があり、「精
の付くもの」としては『ウナ
ギ』が奈良時代から有名だった
ようです。今のように土用にウ
ナギを食べる習慣が、一般化し
たきっかけは幕末の万能学者と
して有名な「平賀源内」が、夏
場にウナギが売れないので、な
んとかしたいと近所のウナギ屋
に相談され、『本日、土用丑の
日』と書いた張り紙を出したと
ころ、大繁盛したことがきっか
けだと言われております。
　この時に、「平賀源内」がウ
ナギ屋ではなくて、焼き鳥屋に
相談をしていたら、たぶん今日
は「土用の鳥」になっていたか
もしれませんね？
　以上、今日は何の日でした。
　最後に、今日の例会は入会式
がございます。千葉銀行・柏西
口支店長　広浜様、おめでとう
ございます。
　又、卓話として、先々週オブ
ザーバーでお越しをして頂きま
した、角川様にお願いをしてご
ざいます。角川様、宜しくお願
い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．地区大会開催の案内
　　10月20日(土)
 【点鐘】13：00～
 大会本会議一日目・RI会長代理歓迎晩餐会  
 【会場】ホテル　ザ・マンハッタン
 【出席対象者】会長・幹事

　　10月21日(日)
 【点鐘】9：45～大会二日目・懇親会
 【会場】森のホール21

2．台中港東南扶輪社より新役員の報告
 第35代社長　紀茂盛（YU-IN）
 秘書　何炳煌（GLOBE）
 国際親睦委員長　林子棋（SIMMONS）

3．例会変更のお知らせ
 柏RC：8月15日（水）休会
  　 8月29日（水）17時45分～夜間納涼例会
  　 柏高島屋 屋上ビアガーデン

4．受信《会報・活動計画書》流山RC
 地域活動支援センターポコアポコ通信

5．柏まつり
 集合場所：千葉銀行柏西口支店前
 柏西口本通り商店会テント
 日時：7月29日（日）13時



卓話 株式会社タック代表取締役　角 川 渉

　皆さんはじめまして、と言う
より古くからご厚誼頂いている
顔見おしりの方、仕事でお世話
になっている嶋田さん、同じ柏
ローンテニスクラブの仲間とし
て球を追いかけっこした事務局
の片岡さん、はじめ昔から顔見
知りの方が多くおいでになるの
で、心強くおもいました。本来
なら私ごとき者が皆様の前で話
をするなど烏滸がましく、自分
の過去を振り返ると恥ずかしく
背中に冷や汗がびっしょり、反
省の限りですが、今回はいつも
お世話になっているメンバーの
松本社長様の命令！ですので、
不承不承恥を晒しに出てまいり
ました。私がこれまで関わりを
持った柏の人達や私を今まで育
てて下さった方、オーラを感じ
た方々とのエピソードを交えて
拙い話をいたしたいとおもいま
す。何分人前でのスピーチと文
章を書く事が大嫌いなので、私
の話が脱線したり方向が何処か
へ飛んでいってしまったりでお
聴き苦しいところが多々ありま
したらそのところはどうぞ寛大
な心でご容赦下さい。
　私は1941年我孫子市で生ま
れ、この柏西口にある東葛飾高
校から日本大学芸術学部に進み
東京オリンピックの年に社会人
一年生になりました。今の職業
である商業施設の仕事を東京渋
谷で営んでおる3流デザイナー、
3流経営者です。
　ここは柏ですので、柏でお世
話になっている方々との「一期
一会」の話を交えながら拙い話
をさせていただきます。この柏
の街の皆様には「ぶんけ」「ぶ
らい庵」「相馬」「スタジオ
WUU」などの商業施設や個人住
宅など多く手がけさせていただ
いております。

　このような席では、宗教の
話、政治の話はタブーであると
承知しておりますが、若干入れ
ないと続きませんのでご勘弁下
さい。
　私が今の職業に入るきっかけ
は、この街で現在活躍されてい
る伊藤恭一先輩から学生時代ア
ルバイトを紹介されたことから
の始めです。私は学生時代から
ずっと夢中にテニスばかりやっ
ておりました。時々高校の後輩
たちのコーチで母校へ来た帰り
に柏駅東口に昔あった伊藤食堂
で生意気にも冷たい生ビールを
伊藤先輩からサーブしてもらっ
てグイっとやるのが楽しみでし
た。そんな折銀座一丁目に現在
もあるデイスプレイ業界の老舗
「広目屋」でアルバイト求めて
いるとその会社を紹介されまし
た。私の専攻は演劇の舞台美術
でしたので当時はテレビ局、映
画撮影所のセットづくり、演劇
の裏方のアルバイトが多かった
のですが、4年生の夏運動部の後
輩たちのアルバイトの面倒をみ
ていたらその会社の役員に請わ
れそのままお世話になったのが
最初の会社でした。しかし私は
学生時代から起業する目的があ
り、一年一社と決めておりまし
た。卒業後四社ほど修行をさせ
ていただきました。今でもその
時の四社の皆さんとはお付き合
いが続きご指導を頂いておりま
す。
　この柏の街では西口カノンス
ポーツ鈴木純夫先輩、千代田商
事寺島順会長、東口商店会小柳
満雄先輩等々お世話になってい
る方々は多いのですが、高校の
美術部でお世話になり現在でも
お小言をいただいている抽象
画、西口にアトリエを構え活躍
している大村義信画伯、私の同
期で女流画家として頑張ってい
る関口聖子さん、その弟が東葉
産業の故関口眞会長です、そん
な関係で柏にはご厚誼いただい
ている方々が多くおります。
　私が飲食店舗を手がけるキッ

カケになったのが現在も新宿西
口にあるロシア料理店「スンガ
リー」です。その経営者が歌手
の現在も活躍している加藤登紀
子さんのご両親で、お母様は現
在97歳、お元気で毎年誕生会を
40年前私が手掛けたお店などで
催し、今年もお祝いに行って参
りました。その店の当時の店長
をされていた故八鍬勝君は関口
聖子さんと同期で美術部にいた
八鍬洋子さんの弟でした。そん
な関係で弟さんとの交誼が始ま
り。私が赤坂見附でロシア料理
店の経営を始めるハメになって
しまいました。ロシア料理店
「スタルカ」です。その店名を
付けてくださったのが3番目の会
社の故望野智社長さんでした。
当時はまだ国名がソヴィエト
で、大使館の方々も多く来店く
ださいました。オープンパー
ティでの面白いエピソードとし
て、最近政界を引退するとの話
題になっている後に総理大臣に
なられた当時副官房長官の森喜
朗先生がお祝いに駆けつけてく
ださいました。私が招待した覚
えの無い方で、ドスの効いた圧
力のある方で、バッジを見るま
では違う世界の方かと思いまし
た。福田赳夫総理大臣の時代で
した。弊社も本業の方では多少
福田事務所よりお世話になって
いた関係で招待状も出していた
し、福田先生からは開店のお花
も頂戴していたのでその代理で
お見えになられたと思っていた
のでしたがそうではなく、店が
少し広すぎたので九谷焼陶芸作
家「松本佐一」先生の展示販売
コーナを設けておりました。そ
の松本先生の金沢での後輩が後
の森総理大臣で、先生の招待客
でした。日本と中国との国交正
常化した際の日本からのお土産
は松本先生の九谷焼の陶器でし
た。私も毎年松本先生の干支の
ぐい呑をプレゼントされそれで
正月は御屠蘇を飲むのを楽しみ
にしており、コレクションもだ
いぶ増えましたがもっともっと



永く続いて欲しいと願っている
一人です。故関口眞さんや、柏
の何人かの皆さんを松本先生の
工房へ案内したこともありまし
た。
　ROMAで超有名なレストラン
の老舗SABATINIの店舗展開の
仕事をさせていただいたキッカ
ケは、私の大学時代のテニス部
の後輩からの紹介からでした。
当時その後輩はある音響機器
メーカーに勤務しており、その
上司が読売巨人軍Vナインの時代
の広報部長であった当時の坂本
幸夫常務であり、その友人がサ
バティーニファミリーの知人で
ありました。その時自分で直接
飲食店を経営しながら、店舗デ
ザインをしている私を探し紹介
してくださりました。そんな関
係で日本進出のための飲食店舗
デザイナーを探していたローマ
の老舗一行がちっぽけな弊社を
訪問してくださることになりま
した。それが今でも不思議で信
じがたいことですが、私の小さ
なオフィスの棚の上に飾って
あった「マリア様」のご像を見
つ け る な り ， 社 長 の 故
SABATINI　SARUBATORE氏
（通称ジーオ）から貴方はカト
リコか？と質問されたので、
「私はカトリック信者で洗礼名
はヨハネです」と申し上げる
と、今までの私の作品や業績の
質問等一切なく、只一言「私は
貴方を信じる、日本での私の事
業の展開を手伝って欲しい」で
した。物件探しからご一緒し
創った店が東京青山でオープン
したROMA SABATINIの日本第
一号店です。それ以後全国各
地、シンガポールなど出店の手
伝いをさせていただきました。
今でもサバティーニファミリー
での私への呼び名を「ジョヴァ
ンニ」と呼んでくださっていま
す。最も不思議なのはなぜ「マ
リア様」のご像がそこに飾られ
ていたかと云う事です。それに
は、誰もが信じがたい前段があ
ります。それは私たち家族がこ
の柏に引っ越して来る前、東京
中央線小金井市に住んでおりま
した。住まいの近くにカトリッ
クの教会がありました。私の家

系は先祖代々曹洞宗「般若心
経」で育ち、あまり宗教のこと
は関心がありませんでしたが、
小金井市に住んでいる時それま
で味わったことが無い、私の人
生の中で一番の苦しみが覆いか
ぶさってきました。事業も独立
したばかりで味わされた最もお
おきな試練でした。その時物心
両面で支えてくださったのが小
金井カトリック教会で後に私に
洗礼を授けてくださった方が主
任司祭、故ヨゼフ・ヨハネ・ム
ニ神父様（ボストン出身）であ
りシスターの皆様であり、信者
の皆様でした。ムニ神父様は正
に父のように導きくださり、人
間の生き方を教えてくださいま
した。そのムニ神父様が「君の
オフィスに一度も行っていな
い、一度祝別に行きたい」と申
し、シスター達と弊社に訪問さ
れました。その時の土産が「マ
リア様」の例のご像でした。
ローマのSABATINIの皆さんが
弊社へ訪問下さった一週間前の
出来事です。今でも私自身にも
信じられない出来事でした。ち
なみにオーナーのSABATINI氏
はローマ市では皆さんと同じ
ロータリアンでローマ観光協会
会長を務めておりました、ロー
マのボス的存在でオーラを感じ
る一人でした。日本国内での店
舗展開が成功し、日本での本格
的イタリアン料理の草分けでイ
タメシブームのきっかけでし
た。おかげで私も1982年、ロー
マ市長よりイタリア・ローマ食
文化貢献による感謝状を授かり
ました。
　申し添えておきますが、柏の
葉 、 ら ら ぽ ー と に あ っ た
SABATINIは私が手がけており
ません。ローマの人達は権利を
数年前日本の投資家グループに
譲渡し、すでにローマに引き上
げてしまっており、言い訳にな
りますが、私はあの場所への出
店を反対したためにそのグルー
プから出入り禁止になってしま
いました。
　サイゼリアの現正垣泰彦会長
との出会いも不思議なご縁でし
た。この柏西口関口第二ビル２
階にイタリアンレストラン

「嵩」の店舗の仕事を関口氏よ
り紹介され弊社が手がけまし
た。この店を当時の正垣社長が
見つけ気に入ったので譲り受け
たいと当時の「嵩」の経営者に
申し出、設計者に会いたいと引
き合わされたのが始めでした。
SABATINIをデザインした会社
を探していたので2度びっくりし
たそうです。それまで正垣氏が
独立して10年目、８店舗目ぐら
いの時だったと思います。それ
までの古い店舗をリニューアル
すると前年対比１２０％から１
３０％にUPしてしまいすっかり
信用を得てお手伝させていただ
く羽目になりました。エピソー
ドとして船橋そごう一階にあっ
たあるパーラーなどは、1ヶ月の
売上を3日で達成してしまったこ
となど今でも語り草です。それ
は弊社の担当デザイナーがXをO
に変えただけだと笑い話です。
サイゼリアはオペレーションの
研究も素晴らしいです。お客様
にいかに美味しものを安く食べ
ていただくかを徹底的に研究し
ております。その工夫の一つに
福島に自家農場を持ち、収穫か
ら埼玉県吉川市にあるカミッサ
リーでの調理まで食材の細胞が
変わらない摂氏4度Cにこだわ
り、味の追求をし、包丁レスに
したり、利益は後から付いてく
ると云う思想、ひとえに正垣会
長の経営哲学の正しさであり素
晴らしさと思います。今では海
外を含め1100店舗になろうとし
ております。
　同じイタリアンレストランで
客単価1万8千円のSABATINIで
は「ホスピタリティー」の素晴
らしさを教えていただき、客単
価970円のサイゼリアでは「人時
生産制の経営ノウハウ」を教え
ていただきました。
　Pieere Cardin氏との出会い
は、弊社のクライアント先の一
つであるブティックが帝国ホテ
ル内に有り、度々同ホテルには
出掛ける機会がありました。
　そんな矢先に昔のテニスの仲
間の一人が丁度パリのカルダン
事務所から日本に帰って来、是
非会いたいと申され、カルダン
ジャパン社のオフィスが帝国ホ



テル内にあった関係でお尋ねす
る機会がありました。その時カ
ルダンさんが来日しており、紹
介されました。初めは家具屋さ
んと間違えられたのでしたが、
中国・北京にカルダンショウ
ルームを作る話があり手伝う機
会をいただきました、「北京の
パリづくり」です。日中国交正
常化して初めての商業施設を手
掛けたのが我々でした。それま
での中国の資料は皆無で苦労し
ましたのがいい思い出です。そ
れが成功したおかげで、カルダ
ン氏の信用を得て、翌々年同じ
北 京 市 内 の ホ テ ル 内 に
Resturannte　MAXIMU`S　De 
Parisの仕事を任されました。
日・仏・中の合作でした。数年
前北京を訪れマキシムに立寄り
ましたら現在でも営業されてい
たので嬉しくおもいました。そ
の後日本でのマキシムブランド
の展開などの仕事をいただきま
した。カジュアルなBurasseri　
MINIMU`S　De Parisの展開の日
本での権利は私がいただいてい
るのですが、今の経済状況では
FC展開を考えている企業が見つ
からないので宝の持ち腐れ状態
で残念です。カルダン氏とは思
い出がたくさんあります。ソビ
エト時代モスクワからカザフス
タン共和国へ4人旅、首都アル
マータにMAXIMU`Sを計画する
話でした。来日されお会いする
機会がある時など、私のことを
「アルマータ」と今でも懐かし
がります。パリのコンコルド広
場の近くの彼のエスパス劇場に
付随するギャラリー・レストラ
ンには日本から運んで私が組み
立てた鉄板焼きステーキのテー
ブルが今でも有るのでしょう
か？組立時には柏出身でパリで
現在も絵画の勉強をしている画
家の小林アキヒコ氏に手伝って
いただいた思い出があります。
ピエール・カルダンさんからも
強烈なオーラを感じました。カ
ルダンさんが元気なうちに是非
Parisでお会いしたいと思ってお
ります。
　私の今までの人生の中で最大
にオーラを感じた方は前ローマ
法王ヨハネ・パウロ2世、パパ様

です。１９８２年4月７日、復活
祭の前々日、ヴァチカン寺院の
広場、４万人の特別謁見式が模
様され、私にとって夢のような
出来事が起こりました。その経
緯は私を弟のように親しく育て
て下さった、故宮田雅之画伯の
随行としてヴァチカンに行った
時でした。画伯は「切り絵」を
単なる挿絵の世界から芸術の世
界にまで引き上げた方で、前２
０世紀で日本人として４人目の
ヴァチカン美術館（システーナ
礼拝堂の地下）が「日本のピエ
タ」の切り絵を収蔵され、ロー
マ法王としてパパ様が初めて日
本をご訪問された時、お礼に
「赤富士」（吉兆の印）を献上
しそれをお届けするためにヴァ
チカンに訪問しました。その時
の情景はまるで我々のために世
界中から４万人がお祝いに集
まってくださったような雰囲気
でした。パパ様の謁見は普段部
屋の窓から手を振ってご挨拶さ
れるのを遠くで拝見するだけで
す。日本を訪問され後楽園球場
での謁見式の時も各教会から抽
選で参加したのですが、残念な
がら私は抽選漏れでテレビでの
拝見だけでした。それがなんと
１０メーター先の正に目の前に
おいでになるではありません
か。一瞬夢ではないか？と錯覚
しました。それが何と驚くなか
れ我々のいる席まで壇上より降
りて来て下さるではありません
か。それだけでも恐れ多く後ず
さりしてしまいましたが、なん
と私と目が合ってしまった。そ
の瞬間私に向かって手を差し伸
べてはっきりと日本語で「よく
いらっしゃいました」と握手を
して下さりました。生涯その感
触は忘れられないでしょう。お
そらく日本中の信者の皆さんは
じめ今日ここにおいでの皆さん
からも信じて貰えそうにないで
しょう。その時に証拠の写真を
お持ちいたしました。その謁見
式の後、ヴァチカンから２０分
ぐらい離れたところ、テヴェレ
川沿いのトラステヴェレにある
Restrant SABATINIの本店に寄
り、その出来事の一部始終を
SABATINIオーナーはじめス

タッフに話したらそのご利益に
預かりたいと握手責めに会いま
した。ホテルに帰り国際電話で
小金井教会のムニ神父様に報告
しましたら、電話の向こうで
「お前は神様に手を握られたの
か！と絶句、昨日の出来事のよ
うに憶えております。ちなみに
宮田先生の切り絵「赤富士」が
１９９５年、国連50周年、平和
記念切手に選ばれました。ガリ
総長さんの時でした。私もその
認証式にニューヨークまで随行
したのを思い出します。
　前回この例会にお邪魔した
折、ロータリークラブの年次大
会が来年ポルトガル・リスボン
で開催されることをお聞きしま
した。このリスボンでの出会い
損ねた方の思い出があります。
私が独立したばかりの若い頃見
聞？をひろめるためにニュー
ヨークに遊学数ヶ月滞在しまし
た。そのときお世話になった方
が当時コロンビア大学の助教授
であった彫刻家新妻実先生でし
た。帰国後交流がずっと続いて
おりました。当時、東葉産業で
は文化活動の援助を盛んにされ
ていた時代でした。毎年全国公
募で絵画を募集し、優秀者を半
年間ニューヨークで勉強させよ
うとの試みでした。美術評論家
三木多聞先生による「多聞賞」
です。この主催者関口眞氏はじ
めスタッフをニューヨークの芸
術家仲間のボスである新妻先生
に紹介しました。先生からの私
への手紙でいつも柏の人たちに
「もっとワインの勉強をして来
い」と伝えなさい！と言われた
ので伝えたところ関口氏はムキ
になり高級ワイン、ロマネコン
テやシャトウムートン等を集め
だしガブガブ煽っていたことを
思い出します。その新妻先生の
アトリエがリスボンに有り、い
つも尋ねるように言われており
ましたのでロンドンに行く用事
がありましたのでリスボンのア
トリエに伺う約束をしておりま
した。そのロンドンは世界で現
在も４００店舗程展開している
PIZZAEXPRESSというピッザ
チェーンで、日本店第一号を原
宿でオープンし、そのFC加盟店



の世界年次大会に呼ばれていた
ので、その足でお会いすること
を約束しておりました。その出
発前日弊社スタッフが新聞を広
げて唖然、「社長、お会いにな
る約束の先生の死亡記事が載っ
ていますよ」との報告、黒澤明
映画監督の死亡記事の隣でし
た。でもチケットもあるので、
主の居ないリスボンのアトリエ
に行って参りました。あの街に
は先生の作品が多く、何故か魂
に触れているようでした。リス
ボンの街、坂下を走る路面電車
に乗ってしばらく行くと、現在
は美術館になっているジェロニ
モ修道院があります、その入口
広場に大きな大理石での先生の
作品「The Castle of　the Eye ９
４」があります。是非ご覧に
なって来てください。
　そのPIZZAEXPRESSの紹介を
受けたのは、幼友達で小学校か
ら東葛高校1年生までずっと一緒
のクラスだった新柏に住む中野
洋子（旧芹沢）さんからでし
た。そのPIZZAEXPRESS　
JAPANの社長がロンドン生まれ
のアンディー･マンキヴィッチ君
で、現在シンガポールで事業を
し て お り ま す 。 そ の
PIZZAEXPRESS２代目社長が
ヴァングラディシュ人のカジ・
ハビブ君です。彼は日本が好き
で東洋大学大学院を卒業し、前
途ある優秀な人物です。学生時
代のアルバイト時代から私が彼
の相談相手になっており、その
彼から請われ、今月はじめ私は
ヴァングラデッシュ首都ダッカ
に行って参りました。そこで予
期せね出会いがありました。何
とProfessor　Muhammad　
Yunus　氏を紹介されたのです。
ご存知の方が多いと思います
が、ヴァングラディシュで初め
ての「ノーベル平和賞」を授賞
された方です。オフィスでの会
話はバングラ語と英語でしたの
でよく解りませんでしたが「平
和」について、人生の「生き
方」について話されていたよう
だったと思いました。そのYunus
先生からも強烈なオーラを感じ
たのは忘れられません。不思議

なのはその先生のオフィスを訪
ねた翌日、ホテルで見た新聞の
第一面に先生の写真と記事が大
きく載っているではありません
か！。何か不思議な啓示を受け
たような気がしました。
　ダッカ行きの目的の一つに
は、現在進めているある実験が
あります。このふるさと柏、我
孫子に日本ワーストの汚名が付
いている手賀沼があります。そ
の一角にあるフィッシングセン
ターの一つのプールで、知人が
発明、特許を取得した「気液ポ
ンプ」を使っての水の浄化実験
です。このポンプの原理は子供
の頃勉強したアルキメデスや
ダ・ヴィンチの発明したポンプ
とはやや違った独自のどうして
今までだれも考えつかなかった
のが不思議な簡単な原理であ
り、陸上養殖や水耕栽培の応用
ができる面白いポンプです。日
本政府のODA開発援助をJAICA
の指導を受けてこのヴァングラ
ディシュや発展途上国の環境問
題、産業の復興の役立てられな
いかその下見も兼ねておりまし
た。この手賀沼で実験中の「気
液ポンプ」は湖底に溶存酸素を
送り、アオコの発生を抑え、魚
介類の生存を促すシステムで、
昨年は設置時期が遅くすでにア
オコが池一杯に発生した後でし
たので正確なデーターは測れ
ず、今年は連休前に設置、作動
開始し現在順調にデーターを集
めており良いデーターが採れる
と思います。これは東葛高の同
期で「閉鎖性水域の浄化」の権
威で博士号を取得して活躍して
いる、柏市西口、明原在住の本
橋敬之助君の指導の下で行って
おります。このポンプは必ず手
賀沼浄化に役立つ物でワースト
返上のポンプと確信しておりま
す。環境省・経産省・国交省の
援助・国と県・市等の行政、市
民の熱意を必要としていりま
す。昨年は浜田穂積県議、今井
勝県議、桜田前代議士、日暮我
孫子市議、上橋柏市議、佐藤千
葉大教授、堀内静岡大教授はじ
めいろいろな産業界、経済界の
皆さんに見学していただいてお

ります。まだ見学されていなく
興味がありましたら皆さん一度
見学してご意見ご指導下さい。
この柏の人達とは不思議といろ
いろな出会いがあります、柏商
工会議所で活躍されている畔高
副会頭さんとは、私が中国・西
安市のある飲食公司から要請を
受け同市へ視察に行った際、偶
然にも往復とも同じ航空機で隣
同士の席で在った事そんな偶然
があるでしょうか、それ以来親
しみを感じるようになりまし
た。柏市酒井根にお住まいの元
キッコーマンレストラン溝呂木
社長さんともある出会いがご縁
で銀座のステーキハウス「コル
ザ」の仕事もいただき現在も続
いております。その関係で野田
市にあるイタリアンレストラン
「コメスタ」のデザインもさせ
ていただいきまして渡辺社長と
もご厚誼いただいており、昨年
もコックの相談をうけたので味
の管理アドバイサーとしてナポ
リ出身のサルバトレ・セルジ氏
を紹介いたしました。不思議な
縁で高校のクラスメートで仲の
良かった友達が現在店長として
頑張っております。
　私の夢は「今ある自分が故郷
への恩返し」として、子供の頃
泳いで貝や魚を獲って遊んだ手
賀沼を、先に話した「気液ポン
プ」を使ってワーストを返上、
昔のように綺麗で美しい手賀沼
を甦らせることです。
私にはReタイアーと云う文字は
ありません、私は神がお呼にな
るまでは一生ムチ打たれながら
創造しながら前に進む、Reトラ
イヤーで生きたいと願っており
ます。
　最後に、私の信条としている
言葉、これは以前寺島順先輩ご
夫妻が私にどうしてもイタリア
を案内して欲しいと頼まれ、私
の娘と4人旅をした時ご案内し
た、聖フランシスコが建てた
アッシジの教会、数年前震災が
あり修復途中でしたが裏庭には
植栽でPAX（Peace/平和）とあ
りました。その聖フランシスコ
の言葉で閉めたいと思います。
　



平和を求める祈り
わたしをあなたの平和の道具と
してお使いください
憎しみのあるところに 愛を
いさかいのあるところに ゆるしを
分裂のあるところに 一致を
疑惑のあるところに 信仰を
誤っているところに 真理を
絶望のあるところに 希望を
闇に光を 悲しみのあるところに
よろこびをもたらすものとして
ください
慰められるよりは慰めることを

理解されるよりは理解することを
愛されるよりは愛することを
わたしが求めますように
わたしは与えるから受け
ゆるすからゆるされ じぶんを捨
てて死に
永遠の命をいただくのですから

アーメン
　　　　　　　聖フランシスコ
　
　ご清聴ありがとうございまし
た。　　　感謝

カトリック・・・・普遍的
アーメン・・・・・私もそう思う

!

!

! !

!

8 月の行事予定

■8月3日（金）【通常例会】-お祝い事・理事会-

■8月10日（金）【通常例会】

■8月17日（金）【任意休会】

■8月24日（金）【夜間例会】

　　　-柏ローターアクトクラブとの合同納涼例会-

　　　 19：00～高島屋屋上ビアガーデン

■8月31日（金）【通常例会】

【その他の行事】

■8月4日（土）：

　　地区国際奉仕・R財団合同セミナー

■8月7日（火）：

　　柏南ロータリークラブ「納涼会」

　　18：00～れいたくキャンパスプラザ1F

　　※例会中、出欠の回覧をしています。

ゲスト

角川渉（株式会社タック）

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　71.43%

56名

16名

秋元、太田、小澤、金本、ゲイビ、小阪、後藤、
佐藤、東海林、染谷、高田、田代（健）、長瀬、
富士川、松本（ユミ）、湯浅　　各会員

次回の例会は8月3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／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司
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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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1771回通常例会（2012.8.3） 
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2012/
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓話 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一 会長

　

皆様、こんにちは。
　皆様のおかげをもちまして、
７月２９日の柏まつりで、柏西
クラブとして子供達へ花火のプ
レゼントが出来ました。当日は
秋元社会奉仕委員長を始め、２
５名の会員が参加をして下さい
ました。猛暑の中、本当にあり
がとうございました。
　又、柏まつりの２８日には、

日暮委員長・馬場人間尊重委員
長と私の３人で、やわた苑へ皆
様からご協力を頂いた、タオル
を持って慰問に行って参りまし
た。
 やわた苑では納涼祭が行われて
おり、大勢の方々より歓迎をさ
れ、タオルについては大変感謝
をして頂きました。その中で、
また来年も宜しくお願いします
と言うお言葉を頂いて来ました
ので。勝田エレクト、来年も是
非宜しくお願い致します。
 それでは、今日は何の日特集で
す。今日は、８月３日の金曜日
です。身近な所から始めます。
◎１９２７年８月３日（今から
８５年前）東京の神宮球場で、
第１回都市対抗野球大会が開幕
を致しました。
◎１９８４年８月３日（今から
２８年前）日本の気象衛星『ひ
まわり３号』が打上げに成功し
ました。
◎２００９年８月３日（今から
３年前）日本で初めての『裁判
員制度』を適用した裁判の初公
判が東京地裁で行われました。
　以上、今日は何の日でした。

　最後に、今日の例会は月初で
すので３分間スピーチを致しま
す。升谷庸幹事が、ニコニコ
ボックスに協力をした方にス
ピーチをお願いしますと、言っ
ておりましたので、ニコニコ
ボックスが減るのではと心配を
しております。
　この、３分間スピーチは、仕
事の事・家族の事・夫婦生活の
事・趣味や特技、何をお話しし
ても結構です。３分間と言う限
られた時間の中で、即席で皆さ
んに何を伝えたいか・何を言い
たいのかを訓練して頂くのが、
この３分間スピーチの目的で
す。
　ちゃんと、今日の３分間ス
ピーチの為に、ベルとストップ
ウォッチも用意してきておりま
す。話の途中でも、ベルを鳴ら
したらその場で終わりです。
　それでは、今日の例会最後ま
で、宜しくお願いいたします。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告

1．ガバナー事務所　
 夏季休暇(8/13～8/16)のお知らせ

2．例会変更のお知らせ
 柏南RC；8/7(火)納涼例会；8/14(火)休会
 印西RC；8/15(水)休会；8/29(水)夜間例会
 我孫子RC；8/14(火)休会

 松戸西RC；8/15(水)休会
 松戸東RC；8/17(金)休会；8/31(金)夜間例会
 (チャリティオークション)

3. 受信《活動計画書》松戸西RC/松戸RC

幹事　升 谷 庸



1．松本　隆一郎　会員（奥様誕生日）　1．松本　隆一郎　会員（奥様誕生日）　
事業所名：東葉警備保障株式会社
商業分類：警備業
血液型：A型
内容：奥様との馴れ初め話
一言コメント：
妻として出来の悪い夫を叱咤激励し母として3人の
子供を無事育て上げ女性として仕事と趣味に頑張
り、これからも健康に留意して頑張って下さい。

2．小林　太時　会員（新婚生活について）2．小林　太時　会員（新婚生活について）
事業所名：ビタミン・ユー
職業分類：広告代理店
血液型：B型　
内容：結婚披露パーティーのお礼とオリンピックに
　　　後輩出場
一言コメント：
大学の後輩（日大ヨット部）「近藤　愛」がオリン
ピックに出場します。（女子ヨット470級）応援よ
ろしくお願いします。

3．杉山　智　会員（本人誕生）　　3．杉山　智　会員（本人誕生）　　
事業所名：みくに幼稚園
職業分類：幼稚園
血液型：A型
内容：柏市は子供の人口が増えています。
　　　ローターアクトは会員が減っています。
一言コメント：
幼稚園は夏休みですが、毎日60名以上の子供達が
園に通っています。
私の夏休みは残念ながらありません。

4．榊　達夫　会員（社会を明るくする運動）4．榊　達夫　会員（社会を明るくする運動）
事業所名：西光院
職業分類：仏教
血液型：A型
内容：保護司の役割について、
　　　大切なのは再犯防止
一言コメント：
社会を明るくする運動への理解、協力よろしくお願
いします。

卓話 3 分間スピーチ

　数日前から猛暑日が続いた29日、初日に続いて
柏まつりの２日目が午後1時から始まった。昨年の
震災より東口ロータリーがメイン会場として使われ
なくなり、今ひとつ客足が少なく感じられる。
　例年より１時間早い午後１時、今年は西口本通り
商店街テントへ集合。配布する花火に柏西ロータ
リークラブのシールを貼る作業が始まった。午後２
時が近付くと西口本部テントへ移動、２時前には既
に行列ができ始め毎年積み重ねてきた手応えが感じ
られた。花火のアナウンスがされると一気に長蛇の
　列ができ上がり、２時ちょうどに配り始めた花火

セットはわずか10分足らずで用意した240セットを
すべてを配布した。
　その後、ねぶたの前で恒例の記念撮影をし、西
口本通り商店街テントへ戻るとお待ちかねのクレ
ストホテルのカレーを皆でご馳走になり、駆け付
けた嶋田会員の振る舞いでこれまた恒例のくら
ちゃんのステーキに舌鼓を打った。この頃にはね
ぶたの跳ね徒をする応援も駆け付け、元米山奨学
生のキュウ・イーキさんもねぶたの衣装に身を包
んでいた。

柏まつり 2012 年 7 月 29 日　13 時～

BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
御祝いありがとう 小林会員
新会社設立しました 升谷会員
お母様の誕生おめでとう 杉山会員

本人誕生日
　安川、杉山、榊　各会員
パートナー誕生日
　松本会員
結婚記念日
　杉山、宇田川　各会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　82.14%

56名

10名

秋元、小澤、金子、
後藤、佐藤、染谷、
高田、長瀬、富士川、
松本ユミ　各会員柏まつり参加者集合写真

次回の例会は8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。
　田代　健一 090-3514-3413までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

❍ ①8月31日(金)『ガバナー補佐公式訪問』の件

✕
　　　・クラブ協議会との重複は避ける。

✕

❍
承認

❍

□ 2012-'13年度7月1日~7月31日決算報告
❍ 承認

❍ ④その他
□ 8/24『柏ローターアクトクラブとの合同納涼例会』の招待について

❍ 昨年雨中止
承認

❍

❍

❍ ●次回理事会�2012年9月7日（金）〔例会終了後〕

❍

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�第4回�理事会資料

2012年�8月 3日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

杉 山�  智

❍

�����ガバナー公式訪問例会及びクラブ協議会とする��
増 谷 信 一

   小 林 太 時

金 子     正

鈴 木 桂 三

升 谷  �庸

馬 場�  弘

③報告事項

安 川 武 年

　　　・参加会員が不足した場合、新入会員候補者に勧誘を行う。

勝 田 健 一

日 暮�  肇

森 市 直 樹

金 本 元 章

嶋 田 英 明

②9月28日(金)移動例会『東京スカイツリーと職場見学』の件

�����※9月14日(金)ガバナー公式訪問例会日

慣例〔ガバナー補佐・幹事、柏・柏南・柏東・我孫子RCへお誘いのご案内状〕

　　　・メインテーマとして「会員増強」について協議する。

　　　・例会はバスの中で行う。



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1743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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1772回通常例会（2012.8.10） 
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2012/

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～
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　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. 卓話 日暮、嶋田 会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
　8月に入り10日もたち暑い日が
続いておりますが、皆様の体調
はいかがでしょうか？
　この一週間の間にロータリー
関係では、8月4日に「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」が千葉市で
行われました。日暮奉仕プロ
ジェクト委員長・鈴木桂三ロー
タリー財団委員長・升谷庸幹
事・そして私と行って参りまし
た。当日は、2790地区全域から
集まりましたので、会場は満席
で熱気にあふれておりました。
朝10時より始まり、夕方迄の一
日開催でした。「大きく変わる
べき！国際奉仕」「夢で終わる
な！Ｒ・財団」「国際親善奨学
生はどこへ行く？」「もっと使

おう地区補助金」等々のセミ
ナー内容でした。
　こちらも詳しい内容は、日暮
委員長・鈴木桂三委員長が卓話
で、お話をして頂けると思いま
す。
　又、8月7日に柏南クラブの納
涼例会がございました。当日は
私くし事で、南クラブの納涼例
会に参加する事が出来ませんで
した。私の妻の父親が８月５日
に急に他界をしてしまい、翌６
日にお通夜・７日に告別式と、
流れ作業の様に進んでしまいま
したので、皆さんに訃報の連絡
をせず申し訳ございませんでし
た。葬儀会場も宮城県でしたの
で失礼をさせて頂きました。
　その中で、柏西クラブより大
変多くの会員が参加をして頂い
たと聞き安心致しました。あり
がとうございました。私たちの
西クラブも、再来週の8月24日に
柏高島屋屋上のビアガーデン
で、アクトとの合同夜間納涼例
会を行います、一人でも多くの
ご参加をお待ちしております。
そして、オブザーバーのお誘い
も、出来ましたら宜しくお願い
致します。
　又、昨日ですが。川和さんと
二人で、藤本義昭さんの自宅へ
行って来ました。ちょっと目と
足が不自由でしたが、明るく迎
えて頂き大変お元気でした。
　それでは、今日は何の日特集
です。今日は、８月１０日の金
曜日です。

◎１９０２年８月１０日（今か
ら１１０年前）伊豆諸島の鳥島
の火山が大爆発し、島民125人の
全員が死亡しました。
◎１９９０年８月１０日（今か
ら２２年前）珍しいことが起き
ました。全天候型の東京ドーム
で行う予定であった巨人―中日
戦が、台風の影響で東海道新幹
線がストップし、中日の選手が
東京ドームまで来られず中止に
なりました。日本のドーム球場
では初めての試合中止となった
日です。
◎１９５２年８月１０日（今か
ら６０年前）『杉山　智』会員
誕生日。還暦、赤いちゃんちゃ
んこおめでとうございます。
※同じ誕生日では、「青山孝
（フォーリーブス）」「三波豊
和（三波春夫の息子）」「速水
もこみち」サッカー選手では
「北澤豪・砂川誠・蔵川洋平」
等がおります。
　以上、今日は何の日でした。
　今日の例会は、８月は【会員
増強及び拡大月間】です。嶋田
英明（会員増強委員長）に卓話
をお願いしております。是非、
純増６名の会員拡大に向けて、
皆様方のご協力宜しくお願い致
します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。



幹事報告

1．第10分区会長・幹事会開催の案内
 日時；9月4日（火）
 場所；三井ガーデンホテル柏

2．地区大会における選挙人選出の依頼

3．地区大会「ロータリアン芸術祭作品」出展の
 依頼（詳細は事務局まで）

4．例会変更のお知らせ
 松戸中央・柏東RC；8/16(木)は休会

5.．受信《活動計画書》流山中央RC

幹事　升 谷 庸

卓話

　本年度当クラブの増谷信一会長が第一に掲げて
います純増6名拡大と云う目標について本日は卓話
をさせていただきます。
　今月のロータリーの友の会に全て出ております
が、皆様よんでいただいたでしょうか。R1の田中
作次会長は、次の様に述べておられます。会員を増
やす鍵は、一人ひとりのロータリアンがロータリア
ンになって良かったと納得し、他の人達に情熱を伝
えることです。ロータリアンであることに充実感を
覚え、明確で統一されたメッセージを発信すること
ができれば、すなわち世界中のロータリアンが、お
のおの広報の担当者になることができたとしたら、
それらの一つ一つが結びつき、蓄積して、計り知れ
ないほどの効果が表れるでしょう。
　このようなメッセージの例は、自ら熱意を明確に
相手に伝えていく手助けになるでしょう。それは会
員増強と維持にもつながるはずです。難しく云って
おりますが、私なりの解釈はロータリーを好きに
なって周りの人に伝えなさいと云う事かなぁと思い
ます。
　現在、世界は200以上の国でクラブ数34,355、会
員数1,228,690人（2012年4月30日）、日本は、クラ
ブ数2,292、会員数89,228人（2012年5月末）、その
他、ロータリーの友には、全会員の協力、楽しいク
ラブ、楽しい例会、親睦の大切さ等沢山のっており
ます。一読下さい。
　又、ガバナー月信では、R1は2015年に130万人会
員を目指すとのっています。2790地区では、昨年度
5月末時点43名減であったのが、純増74名増えて、
2780人とのっています。得居ガバナーは、私達が会
員増強を目指すのは、私たちが皆ロータリーから恩

恵を受け、ロータリーを愛しているかであり、そ
うであるからこそ入会を通じて自分と同じ幸せを
人々にも味わってもらいたいと思っているからで
あることを、常に念頭に置いて、会員増強活動に
力を尽くしてくださいと言っております。
　前置はこれくらいで本題、宿題の回収に入らせ
ていただきます。
　現在、私のところに4名から、7名の推薦が上
がっております。ダブリ1名います。本日は、各
テーブルに増強の委員会メンバーが入っておりま
す。宿題の提出をして下さい。
　又、各テーブルに当クラブの職業分類の紙があ
ります。それを参考にしてもう1度考えていただき
たく時間をつくりたく思います。3分間、本日忘れ
た方はもちろん、提出された方も今一度、協力を
お願い致します。
　最後になりますが、皆様方から名簿が上がって
来て動けるのが拡大です。8月31日の例会には、拡
大の具体的な行動について話し合いを持ちたく
思っております。本日、出された名簿の整理をし
て、具体的な行動指針をつくりたいと思います。
　ありがとうございました。

会員増強委員会  嶋 田 英 明





■9月7日(金)【通常例会】―お祝い事・理事会―

 卓話=3分間スピーチ

■9月14日(金)【通常例会】

 ―ガバナー公式訪問・第２回クラブ協議会―

 卓話=得居　仁ガバナー

■9月21日(金) 【通常例会】

 卓話＝染谷照夫新世代育成委員長

■9月28日(金)【移動例会】

 ―東京スカイツリー・砂町銀座　職場見学―

 5：50　柏駅西口りそな銀行前集合

【その他の行事】

■9月4日(火)；

 第10分区会長・幹事会

 (18：00̃三井ガーデンホテル柏)

■9月11日(火)；

 第10分区職業奉仕委員長・R情報委員長会議

 (18：00～麗宮飯店)

■9月24日(月)；地区大会記念ゴルフ大会(鷹之台CC)

9 月の行事予定

BOXありがとう！ニコニコ

（^^♪　
期待させて予選落ちごめんなさい
（セイリング近藤愛選手）
小林太時会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　83.93%

56名

9名

小阪、後藤、佐藤、東海林、染谷、長瀬、

富士川、松本ユミ、村田　各会員

次回の例会は8月24日（金） 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。
　田代　健一 090-3514-3413までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司



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1744号,第1745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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1773回柏ローターアクトとの合同納涼例会（2012.8.24） 第1774回通常例会（2012.8.31）
■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/2012/

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　19：00～
例会場／高島屋屋上ビアガーデン

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

　

皆様、こんばんは。
　今日は、柏ローターアクトク
ラブとの合同夜間納涼例会で
す。ローターアクトの皆さん、
そして宮ガバナー補佐を始め各

クラブより会長・幹事の皆様に
お越しを頂き、ありがとうござ
います。
　昨年の安川年度の納涼例会
は、台風の為に中止になってし
まい、２年ぶりの開催です。
　今年の夏は、猛暑日が続いた
と思えば、急に寒くなったり、
晴れているのに大雨が降ったり
の大変落ち着かない夏でした。
そして、所どころ秋のきざしが
見えてきておりますが、残され

た８月を今日の暑気払いで是非
乗りきりましょう。
　今日の、納涼例会は限られた
時間ですが、最後まで懇親を深
めて頂ければ幸いです。
　会長報告が長いと、ビールが
ぬるくなってしまいますので、
この辺で終わらせて頂きます。
今日は楽しく飲みましょう。

ありがとうございました。

合同夜間例会

会長　増 谷 信 一
会長挨拶

1. 会長挨拶　増谷 信一   会長

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　100%

56名

 0名

19:00より柏高島屋 屋上ビアガーデン 田代（健）SAA、増谷会長合同夜間例会の様子

【お客様】
第10分区ガバナー補佐 宮　       寛 様
　　　　　  柏RC会長 長谷川 秀夫 様
                        幹事 猪早 恵美子 様
           我孫子RC会長 丸田    勝功 様
              柏東RC会長 石戸　 卓志 様
              柏南RC会長 小髙　    潔 様
　　　               幹事 森　    秀樹 様
               柏RACより 松崎　 大記 会長
 小川　 優香 幹事



幹事報告

1．9月のロータリーレートは1ドル＝80円

2．『第11回ロータリー全国囲碁大会』の案内
 <日時>10月20日(土)
 <場所>日本棋院会館
 <登録料>7,000円

3．米山記念館『秋季例祭』の案内
 <日時>9月15日(土)14：00～
 <場所>米山梅吉記念館ホール

4．国際親善奨学生『オリエンテーション』の案内
 <日時>9月15日(土)15：00～
 <会場>ホテル　ザ･マンハッタン

5．「社会を明るくする運動」の賛助金に対し、
　　千葉県更生保護大会において感謝状の贈呈
 <日時>11月14日(水)
 <場所>松戸21世紀森のホール

6．受信【会報】印西RC

幹事　升 谷 庸

通常例会

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. 卓話 嶋田 英明　会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　先週は、柏ローターアクトと
の合同夜間納涼例会でした。ま
だ、真夏の暑さの地熱が残る、
高島屋の屋上のビアホールで、
宮ガバナー補佐を始め、各クラ
ブの会長・幹事及び柏ローター
アクトのご参加を頂き、無事に
開催をする事が出来ました。
又、一部のテーブルでは、日本

酒の一気飲みで盛り上がってい
たみたいでしたが、急性アル
コール中毒にならなくて、本当
に良かったです。
　そして、皆様お気づきになり
ましたか、入会を前提に坂本博
さんが、秋元委員長のご紹介
で、納涼例会にオブザーバー出
席をして頂きました。是非、早
い段階で入会が出来ます様、嶋
田会員増強委員長と共に、進め
てみて下さい。　宜しくお願い
致します。
　改めまして、宮ガバナー補佐
並びに山崎補佐幹事、柏ＲＣよ
り松丸様。ようこそお越し下さ
いました。今日は、柏西ＲＣの
ガバナー補佐公式訪問例会で
す。９月１４日に行います、ガ
バナー公式訪問の予行練習で
す。どうぞ最後まで、宮ガバ
ナー補佐よろしくお願い致しま
す。
　さて、それでは今日も何の日
特集を行います。今日は、８月
３１日の金曜日です。　

◎１８９２年８月３１日（今か
ら１２０年前）伊藤博文（５０
歳）が、第５代内閣総理大臣(7
代・10代)に就任を致しました。
【現在；第９５代総理大臣　野
田佳彦（のだ よしひこ）５４歳
就任】
そして、次はあまり良い話では
ないのですが、
◎１９９７年８月３１日（今か
ら１５年前）ダイアナ、元イギ
リス皇太子妃がパパラッチに追
跡され、トンネル内で交通事故
を起こし死去されました。
 先程も言いましたが、今日はガ
バナー補佐公式訪問例会ですの
で、時間の都合上ここまでとさ
せて頂きます。それでは、今日
は実のある例会としたいので、
最後まで皆様のご協力宜しくお
願いいたします。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

例会日／金曜日　12：30～
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



卓話 嶋 田 英 明

　嶋田会員より、会員増強についての情報提供がございました。

　嶋田会員 宮 寛 第10分区ガバナー補佐公式訪問

BOXありがとう！ニコニコ

ニコニコよろしくお願いします　
水野 会員

パートナー誕生日　
木村 会員

ゲスト

ビジター

山崎康弘（柏南RC）
松丸隆一（柏RC）

第10分区ガバナー補佐　宮 寛（柏南RC）

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　76.79%

56名

13名

秋元、小澤、後藤、佐藤、東海林、

染谷、高田、長瀬、馬場、富士川、

松本ユミ、村田、柳　　各会員

次回の例会は9月7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／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司



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1746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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1775回通常例会（2012.9.7） 
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2012/

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～
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　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. 卓　　話　3分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　本日はお忙しい中、柏ＲＣよ
り冨野様、ようこそお越し下さ
いました。
　先週は、宮ガバナー補佐をお
呼び致しまして、ガバナー補佐
公式訪問例会でした。これは、
９月１４日に行いますガバナー
公式訪問の予行練習でした。こ
の日には時間の都合上、嶋田増
強委員長に代表して頂き行いま

したが、当日は五常任委員長に
よります、第２回クラブ協議会
がございますので、五常任委員
長の皆さん、是非、委員会を開
いて頂き、来週のガバナー公式
訪問例会にのぞんで下さい。そ
して皆さん、このクラブ活動計
画書は忘れずにお持ち下さい。
　又、先日の９月４日には、10
分区の会長・幹事会がございま
した。その中で、皆さんに関係
している内容がございますの
で、報告をさせて頂きます。
①９月１１日（火）18：00～
麗宮飯店（10分区職業奉仕委員
長・Ｒ情報委員長会議の開催）
森市職業奉仕委員長・安川研修
委員長、出席宜しくお願い致し
ます。
②１０月１６日（火）
第10分区合同例会及び情報研究
会の詳細が決まりました。
れいたくキャンパスプラザ3階
（11：３０受付、12：00～15：
00各クラブ全員登録）
※森市職業奉仕委員長・安川研
修委員長、当日はテーブルリー
ダーとして宜しくお願い致しま

す。
　以上が、会長・幹事会の報告
でした。
　さて、それでは今日も「今日
は何の日」特集を行います。今
日は、９月７日の金曜日です。
◎１８１２年９月７日（今から
２００年前）ナポレオン戦争の
勃発（ロシアとボロジノの戦
い）
◎２０１０年９月７日（今から
２年前）皆さんも、まだ記憶に
残っていると思いますが、沖縄
県〔尖閣諸島〕近くの日本領海
内で、中国漁船が海上保安庁の
巡視船と接触。公務執行妨害の
疑いで漁船の中国人船長が逮捕
されました。
◎１９４５年９月７日（今から
６７年前）日本で元気な男の赤
ちゃんが誕生致しました。富士
川 明会員です。
　それでは、今日の例会は3分間
スピーチです。だれに当たるか
な？
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告

1．社会福祉法人柏市社会福祉協議会より
　  平成24年度特別会費(10,000円)の依頼

2．例会変更のお知らせ
    松戸西RC；9/19(水)第12分区合同例会及び
    情報研究会に変更

3．受信《近況報告》小野晴香財団奨学生

幹事　升 谷 庸



1．柏RC　冨野 会員（アルソック柏支店）　1．柏RC　冨野 会員（アルソック柏支店）　
　我社の社員である、井調馨と吉田沙保里が金メ
ダルを取りました。普段は会社へは来ずに色々な所
へ練習に行ってますが、大会の前後だけ会社に挨拶
に来るようです。私も会ったことがあります。テレ
ビではわかりませんが、本物の吉田はゴ○○のよう
でした。

2．松本ユミ 会員2．松本ユミ 会員
　初めて2週間のお休みをとってロンドンオリン
ピックへ行って、8月4日はサッカーのメキシコVS
セネガル戦を観戦してきました。勝田さんも同時期
にロンドンへ行っていたようです。5日はビッグベ
ンの前でマラソンを見て、娘の家でジャム作りを楽
しんできました。

3．小沢 会員3．小沢 会員
　5年前くも膜下出血をして以来、運動らしい運動
をしていなかったので、久々に筋トレを始めまし
た。最初は昔と同じ20キロのダンベルを使いまし
たが、体力の衰えが分かり、今は12キロにして続
けています。

4．田代（充）会員4．田代（充）会員
　私は小沢さんと違って多発性硬化症を患ってい
て、治すためにはリハビリしかないようです。先
日も治療で散歩のトレーニングをしていました
が、偶然中村先生にお会いしました。数年前話題
に昇ったセアカゴケグモを水際で止めているの
は、私と同じ獣医師の仲間です。何とかこの水際
作戦が功をそうしているようです。

卓話 3 分間スピーチ

冨野 会員（柏RC） 松本ユミ 会員 小沢 会員 田代（充）会員

次回の例会は9月14日（金） ガバナー公式訪問（クラブ協議会）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／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

ご協力ありがとうございます！
東日本大震災義援金(８/３１現在)　６３，７４５円

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　85.71%

56名

8名

太田、勝田、後藤、佐藤、東海林

高田、長瀬、富士川　    各会員

ビジター

冨野 官 会員（柏RC）



創 立：1975年11月 7日
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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

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　得居 仁      ガバナー

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
　改めまして、得居ガバナー並
びに宮ガバナー補佐・山崎補佐
幹事の皆様。ようこそ、柏西
ロータリークラブの例会にお越
しを下さいました。
　今日は午前中より、得居ガバ
ナー・宮ガバナー補佐・山崎補
佐幹事と柏西より私くし升谷幹

事・勝田エレクト・金子副幹事
との懇談会をして参りました。
※内容
①ニコニコボックスの
　会計について。
②ＣＬＰについて。
③ロータリーの職業奉仕論。
　などについて懇談をしまし
た。
　今日は、ガバナー公式訪問例
会並びに第2回クラブ協議会を行
います。得居ガバナー、今日は
宜しくお願い致します。
　又、2週間前に宮ガバナー補佐
をお呼びしまして例会を行いま
したので、今日のクラブ協議会
は大丈夫だと思います。五常任
委員長の皆様、宜しくお願いし
ます。
　このガバナー公式訪問例会
は、１０分区ではすでに、我孫
子・柏・柏東が終わっておりま
して、柏西は４番目の例会にな
ります、残すクラブは、宮ガバ
ナー補佐の柏南だけとなりま
す。
　さて今日も何の日特集を行い
ます、今回は誕生日特集にした

いと思います。
今日は、９月１４日です。
◎１９３５年９月１４日（今か
ら７７年前）漫画家の赤塚不二
夫が誕生しました。
◎１９４９年９月１４日（今か
ら６３年前）ミュージシャンの
矢沢永吉が誕生しました。
◎１９６０年９月１４日（今か
ら５２年前）同じくミュージ
シャンで、地元柏でお生まれに
なりましたパッパラー河合も、
今日が誕生日です。
最後に、
◎１９４４年９月１４日（今か
ら６８年前）得居ガバナーで
す。お誕生日おめでとうござい
ます。
　以上、今日は何の日、誕生日
特集でした。
　それでは、今日のガバナー公
式訪問並びに第２回クラブ協議
会、最後まで宜しくお願い致し
ます。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

1．「第10分区合同例会及びロータリー情報
　　研究会」の案内
 日時；10月16日(火)
 　　　12：00～昼食
 　　　12：30～合同例会
 　　　13：00～ロータリー情報研究会
 会場；れいたくキャンパスプラザ3F
 　　　大会議室
 テーマ；「職業奉仕に生きること
　　　　　　　　話し合い 語り合おう！」

2．第1回インターゴルフ及び夜間例会の案内
　　ゴルフ；取手国際ゴルフ倶楽部西アウト 
 　１１月９日（金）9：17スタート
 　夜間例会；19：00～
　　　　　　ザ・クレストホテル柏

3．例会変更のお知らせ
     柏東RC；9/20(木)は9/17夜間例会に変更

幹事報告 幹事　升 谷 庸
委員会報告
ロータリー財団委員会 塚本 会員

　前回の例会で財団への寄付をお
願いしましたが、今日現在28名の
方からいただきありがとうござい
ました。引き続きまだの方はよろ
しくお願いします。



　国際ロータリー第２７９０地区ロータリアンの
皆様と、この１年間共に力を併せてロータリーの
奉仕の実践をすることが出来ますことは、私にと
りまして何よりも光栄であり、また同時に身の引
き締まる思いであります。
　皆様方におかれましても新年度をお迎えになっ
て、それぞれのお立場において、決意も新たに準備
を整えられ、新年度への素晴らしいスタートをお切
りになったものと存じます。
　３０年ぶりの日本からの会長である田中作次RI 
会長の2012-13 年度RI テーマは、「奉仕を通じて平
和をPeace ThroughService」であります。　
　田中RI 会長はテーマ講演で、「平和」をどのよ
うに定義しても、奉仕を通じて達成できる目標であ
り、ロータリーは、国や民族間の友情と寛容を推進
することで、互いに理解し合う最も伝統的な意味で
の「平和」の後押しをしてくれる。ロータリアン
は、自分よりも、他のひとのニーズを重視する。
「超我の奉仕」という言葉は、自分だけではなく、
社会全体のためを考えよと教えてくれる言葉であ
る。そうすることで、より平和な世界を築くことが
できる。そこで、私は2012-13 年度のロータリーの
テーマを「奉仕を通じて平和を」と決定した、と述
べられました。
　田中RI 会長から、第１に、ロータリー戦略計画
３つの優先項目「クラブのサポートと強化」「人道
的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度の
向上」に一層の力を注ぐこと。第２に、2012-13 年
度世界平和フォーラム、特に、２０１３年５月１
７、１８日に「平和はあなたから始まる」のサ
ブタイトルの下に広島で開催されるフォーラムの推
進と出席をお願いしたい。第３に、「奉仕を通じて
の平和」の精神をもって、ロータリーの究極の目的
である平和な世界に向けて邁進することをお願いし
たい。と３つの要望事項を出されています。
　ロータリーは、国際ロータリー、及びクラブ定款
第４条所定の「綱領」に定められた職業奉仕の推進
を目的とする、実践的倫理運動であります。
　私は、今年度皆様方に、
１．職業奉仕の更なる推進を図ること。
２．職業奉仕理念の理解を深め、職業奉仕の実践を
　　極めていくことを目指して、クラブに研修委員
　　会を設け、或は研修を担当する委員会を定め
　　て、クラブ会員の研修を重ねることにより、
　　高潔であり、品格・徳性を備え、地域社会で尊
　　敬されるロータリアンを数多く生み出すことに
　　より、「クラブのサポートと強化」並びに
　　「ロータリーの公共イメージと認知度の
　　向上」を果たすこと。
３．新世代奉仕活動をRI プログラムのみに限定

　　せず、地域社会、国家、民族、ひいては地球
　　の未来を担う新世代の若者の健全育成を図る
　　ための、社会奉仕委員会とのクロス・
　　プロモーションによる奉仕活動を実施し、
　　「人道的奉仕の重点化と増加」に資する
　　こと。
４．異なるものが提携することにより、それぞれ
　　の活性化を生み出します。委員会の垣根を取
　　り払って協同で活動する委員会クロス・プロ
　　モーション活動を実施することにより、「奉
　　仕を通じての平和」の精神を以て平和な世界
　　に向けて邁進すること。
５．これまでの奉仕活動が前年踏襲だけで行われ
　　ていないかを検証し、新たな発想で奉仕活動
　　の展開を図ること。
６．例会の意味を改めて問い直しして、自己研鑽
　　を重ねつつ、親睦の醸成を図り、その親睦の
　　歯車の回転エネルギーをロータリーの奉仕に
　　伝えることが出来るような例会とすること。
７．各クラブ会員純増１名の実現に力を尽くす
　　こと。
８．「職業奉仕に生きること話し合い語り合お
　　う」のテーマの下に開催されるロータリー情
　　報研究会とこれに先立つクラブ職業奉仕委員
　　長セミナーを効果あらしめるための全面的な
　　協力を実施すること。
９．広島で開催されるロータリー世界平和フォー
　　ラムの推進と参加への協力を図ること。
を要望いたします。
　決議２３－３４は、限りなく増殖していく人間
の本能ともいうべき欲望を自己制御すべきであ
る、と宣言しています。「利己と利他との調和」
を図るロータリーは、「超我の奉仕」の哲学であ
り、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ
る」という実践的な倫理原則であります。
　2012-13 年度、例会において、親睦を通じて、心
を磨き、自己研鑽を遂げ、道徳心を高揚させて、
自らの徳性と品格を高め、自己研鑽のエネルギー
を奉仕の心として、職業の質、職業倫理の向上を
図る国際ロータリー第２７９０地区でありますこ
とを心より念願いたします。

卓話 第2790 地区ガバナー　得 居  仁



【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　日 暮 肇委員長　日 暮 肇

　

奉仕プロジェクト委員会の日暮です｡私がロータ
リークラブに入会した当時の先輩会員の言葉で､ ｢
ロ｣タリークラブは生涯学習の場である｣とおっ
しゃった方がおりました｡確かに､ロータリアンは､
様々な職業に就かれ､それぞれの職場でリーダーと
して活躍されている方たちが､大勢いらっしゃいま
す｡例会や､行事に参加することによって､その方た
ちとの触れ合いが､自分にとって良い刺激になり､人
生の活力になったと感じています｡
　2012-2013年度､田中作次RI会長は｢奉仕を通じて
平和をPeace Through　Service｣をテーマに掲げま
した。さらに｢ロータリーにおいて､奉仕とは､片手
間にすることでも､たまに取り組んでみることでも
ありません｡奉仕とは生き方です｡それは､思いやり
の心を重んじることであり､調和へといたる道です｡
生活のあらゆる場面で奉仕を実践することによって
､私達は分かち合いの精神を育み､友好を見出し､平
和の道を選ぶことができます｣と述べておられます｡
　奉仕プロジェクト委員会には､職業奉仕､社会奉仕
､人間尊重､新世代育成､世界親睦活動の五つの小委
員会があり､ R I会長､ガバナー､クラブ会長の方
針を念頭に入れたうえで､次に述べる奉仕活動を企
画､実施してまいります｡
　職業奉仕委員会では､職場見学が今月2 8日に実施
されます。すでに参加者も確定しているようです。
有意義な一日になることと思います。そして､地域
の児童･生徒に職場体験の場を提供することが､ 1 1
月に予定されています｡
　社会奉仕委員会では､すでに実施済みですが､柏祭
りへの参加､ここでは小さな子供たちへの花火の無
償配布を行いました｡さらに､ゴミゼロ運動等の奉仕
活動､震災･原発避難者への奉仕も実施したいと考え
ています｡現在､毎例会時募金箱を回していますが､
引き続きご協力をお願い致します｡
　人間尊重委員会では､老人ホームへの慰問を､年2
回計画しました｡ 1回目は7月にすでにやわた苑へ､
訪問してまいりました｡このときは皆様から提供し
て頂いたタオルを持参し､大変喜んで頂きました｡2
回目はマザーズ･ガーデンへ後期に訪問する予定で

す｡又､街頭献血-の協力も実施する予定です｡
　新世代育成委員会では､ 8月24日高島屋ビアガー
デンでローターアクトクラブとの合同夜間納涼例
会を開催いたしました｡後期では､ RYLA-の参加
を予定しています｡
　世界親睦活動委員会では､姉妹クラブの台湾､台
中港東南扶輪社との交流を継続してまいります｡具
体的には､来年2月21日(木) ～23日(土)の2泊3日で訪
問することが､前回理事会で承認されました｡
　以上で､おおまかではございますが､奉仕プロ
ジェクト委員会の活動計画の発表とさせていただ
きます｡

【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

　こんにちは。ロータリー財団委員会の鈴木で
す。私はここ数年何度か財団委員長を務めさせて
頂き、その間にロータリー財団そのものについ
て、あるいは、その活動や寄付金やその使途等に
ついて話をし、少しでも会員みなさんに財団をご
理解いただけるよう活動して参りました。そこ
で、本年度は、より具体的な成果を求めて「あな
たも毎年100＄を」を確実に達成しようと会員一人
ひとりにご協力をお願いしております。
　ロータリークラブでは奉仕の理想に共感した
人々の集まりであります。ロータリーで云う奉仕
の理想とは、他の人のことを思いやり、その人の
役に立つことです。世界には、紛争、疾病、水問
題、母子の健康等で困っている人が沢山おりま
す。ロータリーの究極の目標は世界平和でありま
す。世界中には120万人を超えるロータリアンがお
ります。そのロータリアン一人ひとりが100＄を財
団に寄付すれば1億2000万＄になります。因みに、
2010～2011年度の年次基金への寄付が1億770万
＄です。毎年あなたも100＄を一つでも多くのクラ
ブが達成すること、これが如何に大切かがわかると
思います。
　今一度、ロータリーの意義を考えて頂き、ロータ
リー財団への安定した御支援をよろしくお願いしま
す。

ガバナー公式訪問　第 2 回クラブ協議会



【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】
委員長　小 林 太 時委員長　小 林 太 時

　

　当委員会の基本として、ＩＴ雑誌広報委員会では
柏西クラブを外へ向けての情報発信。クラブ会報委
員会では柏西クラブ内外の情報をクラブ内部へ向け
適宜発信します。
　当委員会でまず7月前半の例会後でしたが、出席
されている委員さんだけで簡単なミーティングを行
い、クラブの広報活動について、現状での問題点や
改善点、伸ばして欲しい点や他クラブでの広報活動
等のヒアリング予定しました。
　その後、7月20日のクラブ協議会において、その
旨をご案内し、クラブ員へのアンケートを実施しま
した。まずここでその結果を時間の都合で触りだけ
お知らせいたします。全データは本日の会報へ掲載
させて頂きます。
【設問1】昨年までの会報のデザインはいかがで
しょうか？

結果／デザインは概ね踏襲することとしました。

【設問2】現在例会でお渡しする分はプリンターで
対応中ですが、体裁にはいかがですか？

結果／特に問題が生じるまでは、現在のプリンター
で継続します。のような結論に導かれました。
　また、広報の新しい内容として今年度初めての試
みで、フェイスブックを使った広報に通じる活動を
金本会員に特別委員をご承諾いただき進めていま
す。
　東海林クラブ会報委員長が仕事の都合でなかなか
例会に出席できず、全体の打合せがままならない
中、水野IT雑誌広報委員長のご好意により、HPの
更新には年度予算は使わず、フェイスブックのネッ
トワーク構築に使わせて頂きたいとのお申し出があ
り、二つ返事でお願いしたところです。ぜひ、今年
度を初めとして、柏西クラブ員を中心としたネット
ワーク確立のお手伝いをいただき、外部への広報
ツールにしていきたいと思います。数ヶ月内には、
一度これについて詳しいご案内の時間をとるように

なるかと思いますので皆さんのご協力をお願いい
たします。
　また例年通り、柏まつり、献血活動、ＲＣの基
本理念であるポリオへの取組み（会員であるだけ
で一人当たり年間数名の命が助かっているＲＣな
らではの会員にとっては当たり前な背景）外部へ
強調して発信します。
　さらにこちらはまだ手つかずですが、私も先日
原発による警戒区域のすぐ外まで行ってきました
が、本当に人が少なく、犯罪を防止するためのパ
トカーだけがたくさんすれ違うという、映画の
シーンのような街の雰囲気を見てきましたが、昨
年来、金本、田代(充)会員が中心に動いている被災
地福島から疎開された方へのボランティアの輪を
広げ、新会員をもにらんだ広報活動を展開してい
きます。本当に帰るに帰れない人たちですので、
その状況を自分に置き換えてみると状況が分かり
やすいと思います。もっと輪が広がって欲しいと
思います。
　最後に、内部を対象とした会報委員会において
も、先日のアンケートによりさらに３名の方に
メールによる配信をすることになり、今後ももっ
と効率良い発行を促したいと思います。
先ほどの福島の話ですが、ちょうど間寛平さんが
東北をマラソンで縦断しゴールした前日だったの
で、その看板を背負った先導者に遭遇したことを
ご報告させて頂きます。以上

【クラブ管理運営兼CLP委員会】【クラブ管理運営兼CLP委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

クラブ管理運営委員会は、クラブに効果的な管理
運営に関する活動を実施する事です。
　増谷会長年度のクラブ管理運営委員会委員長を
おおせつかりました委員長の勝田健一です。私共
の担当小委員会は、後述の通りです。



■プログラム委員会　委員長　金本元章
　委員長は金本元章会員です。例会を更に充実
し、会員の脂質向上に役立つ有益な、そして会員満
足度の高いプログラムを提供したいと計画していま
す。特に今年度は、会員卓話を数多く取り入れる事
と、柏市及び、その近隣にお住まいの社会的な知名
度の高い方などの著名人を会員の皆様から紹介して
頂き卓話をして頂く予定です。例会の活性化に寄与
したいと思います。

■親睦活動委員会　委員長　杉山智
　本年度は、増谷会長のテーマに沿った「健康で奉
仕を」テーマに例会終了後に、当ホテルのホールに
て会員同士の交流の場を提供しています。田代
（健）会員のご強力により、格安にてコーヒーを出
していただいています。これも、例会を活性化さ
せ、親睦と、情報交換を促進できるものと期待して

います。
　また、新入会員には、他の会員に、早く仲良
く、親しんでもらおうとの趣旨で受付等の役をお
願いしています。その他各種の行事を企画しなが
らできるだけ例会を楽しくするよう、出席率が自
然に高まるよう、心配りをしています。

■出席委員会　委員長　柳肇
　前期は、出席率の統計の取り方が変更になった
ために、出席率が低下しました。今期は、他クラ
ブへの積極的なメイクアップや長期欠席者への声
かけ等をしながら、少しでも、例会への出席率向
上に励んでいきたいと思います。ロータリー活動
における最も重要な事は、毎週行われる例会に出
席することです。皆様、これからも、例会の目的
である職業上の発想交換を通じ、友情を深め、自己
改革をはかることだと思いますので、そのために

【会員増強委員会】【会員増強委員会】 
委員長　嶋 田 英 明委員長　嶋 田 英 明

歴代会長・副会長・幹事・（地区・分区）
（創立　1975年11月 7日）
（承認　1975年11月24日）

歴代期首会員数



■10月5日(金)【通常例会】-お祝い事・理事会-
  　
■10月12日(金)【休会】10/16に振替

■10月16日(火)【合同例会】
  -第10分区合同例会及びR情報研究会-
  時間：12：00～昼食
  　　　12：30　合同例会点鐘
  　　　13：00～15：00 R情報研究会

■10月19日(金)【休会】10/21に振替

■10月21日(日)【合同例会】-地区大会-
  時間：9：45　本会議点鐘
  会議：森のホール21

■10月26日(金)【通常例会】

10 月の行事予定

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
金子会員

(^^♪
得居ガバナーようこそ柏西へ来て頂きました
増谷信一　会長

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　80.36%

56名

11名

小澤、小阪、後藤、佐藤、東海林、高田

長瀬、富士川、村田、湯浅、広浜　    各会員

ビジター
第10分区ガバナー補佐幹事
山崎 康弘 会員（柏南）

ゲスト

得居　仁（ガバナー）
宮　寛（ガバナー補佐）

誕生日にケーキと花束のサプライズ
（増谷会長、得居ガバナー）

得居ガバナー、宮ガバナー補佐

【クラブ協議会　ガバナー総評】【クラブ協議会　ガバナー総評】
　本日訪問させていただき、柏西ロータリークラブの元気な様子とその要因が良く分かりました。訪問させ
ていただき私も勉強になりました。本当に心強い気持ちになりました。ありがとうございました。



例会日／金曜日　12：30～
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

通常例会

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. 卓　　話　染谷 照夫   会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　本日はお忙しい中、柏南ＲＣ
より小高会長・森幹事、松戸Ｒ
Ｃより小川様、ようこそ柏西ク
ラブの例会にお越し下さいまし
た。
　先週は、得居ガバナーとの懇
談会から始まり、ガバナー公式
訪問例会並びに第2回クラブ協議
会を行いました。柏西クラブの
皆様方の、ご協力により無事に
全行程を終了する事が出来まし
た。

　その中で、得居ガバナーは、
何回も柏西クラブは何も言う事
が無い、本当に素晴らしいクラ
ブです。特に会員拡大の方法は
参考にしたいとも言っておられ
ました。
　又、サプライズで得居ガバ
ナーの誕生日ケーキ・花束には
大変感激をしておられました。
これもひとえに、会員の皆様の
お陰と感謝申し上げます。この
場をお借りしまして御礼申し上
げます。ありがとうございまし
た。
　今日の例会は、染谷照夫〔新
世代育成委員長〕に、卓話をお
願いしております。染谷委員長
は、幼稚園の園長先生もされて
おります。未来のある子供達の
立場を含めての、あらゆる角度
からのお話をして頂ければと思
います。
　そしていよいよ来週は、東京
スカイツリーへの「職場見学
会」です。会員拡大へのチャン
スですので、まだ空きが少しご
ざいますので、今日中に嶋田会
員増強委員長迄、申し出お願い
致します。
　さて今日も何の日特集を行い

ます。今日は、９月２１日で
す。
　◎１９３４年９月２１日（今
から７８年前）室戸台風が大阪
付近に再上陸し、死者行方不明
者3.036人を出し、西日本を中心
に大きな被害をもたらした。
◎１９９９年９月２１日（今か
ら１３年前）柏西クラブと姉妹
クラブの台湾で、大地震が発生
し、死者行方不明者が、4.800人
以上出ました。
◎２００１年９月２１日（今か
ら１１年前）千葉県で、発症し
た乳牛に厚生労働省が狂牛病と
確認し、日本で最初の狂牛病発
症となりました。
　９月２１日を、調べていまし
たら、この日は世界中で災害や
事件・事故の大変多い日でし
た。以上、今日は何の日でし
た。
　それでは、染谷新世代委員
長、今日の卓話宜しくお願い致
します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告

1．ロータリー財団の寄付に対し、認証状･ピンの送付
 飯合幸夫会員 マルチプル・ポール･ハリス･フェロー(５回目)
 小阪博司会員 ポール･ハリス･フェロー

2．10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
 松戸中央RC；10/11(木)は親睦旅行の為、移動例会
              ；10/25(木)は地区大会に振替の為、休会
 松戸東RC；10/12(金)例会場が森のホールに変更
   ；10/19(金)は地区大会に振替の為、休会

幹事　升 谷 庸



次回の例会は9月28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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
東海林 会員
(^^♪
母親無事退院しました
杉山 会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　82.14%

56名

10名

小澤、ゲイビ、後藤、佐藤、髙田、長瀬、

中村（佳）、富士川、松本、村田　    各会員
ビジター

小高 潔（柏南）
森 秀樹（柏南）
小川 一（松戸）

卓話

　新世代育成委員会の染谷です。
　ロータアクトの会員が減少しています。どの
ようにしていったら、会員増強ができるかお聞
かせいただければと思います。
　２月にライラがあります。その時には、ぜひ、
ご協力をお願いします。
　今年の夏、ペルーの世界遺産と南米三大祭、
クスコのインティライミ祭に合わせて行きまし
た。リマ、ナスカの地上絵、インカ帝国の古都
クスコのインティライミ祭、マチュピチュ遺跡、
チチカカ湖という順番で行きました。
　ナスカの地上絵では、パイロットが、よく見
えるようにとセスナ機を横にしての旋回では苦
しみました。
　クスコの町は標高３４００ｍに位置するアン
デス高原の町です。クスコでは、一年に一度、
冬至の日に行われるインカ帝国時代の神事を模
したインティライミ祭で街中がお祭りでにぎわ
い身動きが出来ないほどでした。
　マチュピチュは標高２２８０ｍの位置にあり
ます。断崖絶壁のこの山頂の場所に石組みの集
落ができたのか不思議です。今の技術を持って
も難しいと言われています。

　チチカカ湖に向かう途中ではアンデス山脈の
ラ、ラヤ峠４３００ｍでお土産を売っている行
商の方たちがアルパカの敷物を並べていました。
チチカカ湖では葦でできた浮島で生活をしてい
る人たちのところまで船で行きました。標高４
０００ｍにあるチチカカ湖畔のホテルでは天の
川と南十字星を見ることが出来ました。
　今回の旅では高山症で頭が重く、息も苦しく、
その対処法として暴飲暴食を控え、すべてにお
いてゆっくりした行動と、呼吸法で乗り切りま
した。
　ペルーは一年を通して気温の変化が少なく過
ごしやすいと言われています。

新世代育成委員長　染 谷  照 夫



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1749号、第1750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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1778回通常例会（2012.9.28） 、第1779回通常例会（2012.10.5） 
■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/2012/

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　8：00～
例会場／東京スカイツリー・砂町銀座

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　増 谷 信 一
会長挨拶

1. 会長挨拶　増谷 信一   会長

皆様、おはようございます。
　今日は早朝より、東京スカイ
ツリーへの〔職場見学の移動例
会〕に、一人も遅刻者も無くお
集まりをして頂き、ありがとう
ございました。

　又、お客様に江原様が参加を
して下さいました。ありがとう
ございます。
　今日の移動例会は、私が会長
として、上期のメイン事業の一
つです。今年の初めに、金本さ
んから東京スカイツリーの計画
をして頂きました。そして、今
日に至るまでには、職業奉仕委
員長の森市さん・五十石さんに
は、大変お世話になりました。
　今日は、台風の影響で小雨交
じりの天候になってしまいまし
たが、今話題の東京スカイツ

リーに昇って頂き、東京を一望
して頂きたいと思います。
　そして、その後は美味しい昼
食・有明から船のクルージング
と予定をしております。
　今日一日、けがや迷子になら
ないようにして頂き、楽しく過
ごしたいと思いますので、ご協
力宜しくお願い致します。
　簡単ですが、以上で会長報告
と致します。
ありがとうございました。

東京スカイツリー・砂町銀座 職場見学 湯 浅 千 晶

　スカイツリー・・・この機会に行かなければ、
一生行かないだろうな・・・と考え、参加しまし
た。高い所って気持ちいいですね。大好きです。皆
さんもそうでしょうか。
　４５０メートルの高さから下を覗くと、下界は豆
粒、トミカ、プラレールジオラマの世界です。この
中に、人間がいっぱいつまっていて、それぞれ生活
しているんだなぁと、不思議に思います。エジプト
でピラミッドを見た時と同じ様な、冷静な客観的な
気持ち。私もこの中のひとり、私も生きているんだ
なぁ、今日も明日もどうせ生きるなら元気に明るく
生きよう！って感じです。
　東京湾クルーズも良かったです。
高い所も好きだし、広い所も好きです。海から見る
ビル郡、東京って、日本って元気そうじゃないです
か！それに東京湾って臭くないのですね。いい風で
した。
　バスの中では、森市会員が、職場見学会の説明、
指導をして下さりとても勉強になりました。

　ゆったりした行程で、とても楽しかったです。
企画運営、連れて行って下さった皆様、一緒に歩
いて下さった皆様有難うございました。





例会日／金曜日　12：30～
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

通常例会

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. 卓　　話　 3 分間スピーチ　 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
先週は、職場見学の移動例会
で、東京スカイツリーをメイン
にそらまちや東京ゲートブリッ
ジ、そして徳川家の葵の御紋が
入った観光船に乗り、東京湾を
クルージングしてまいりまし
た。当日は、台風の影響で小雨
まじりの天候でしたが、スカイ
ツリーに昇った時には、曇り空
でしたが東京を一望する事が出

来ました。改めて、当日参加を
して下さいました会員の皆様。
そして、お世話をして下さいま
した職業奉仕委員長の森市さん
並びに五十石さん、本当にあり
がとうございました。
　又、先々週の9月24日には地区
の記念ゴルフ大会が、鷹之台カ
ンツリー倶楽部で行われまし
た。柏西からは8名で参加をして
参りました。そして表彰式で
は、嶋田英明さんが160人中、8
位と言う素晴らしい成績を収め
て来ました。又、森市さんも飛
び賞に入り、後の6人は頑張った
のですが、参加賞のみとなって
しまいました。
　以上が、この2週間でのロータ
リー関係の動きでした。
　さて今日も久しぶりに何の日
特集を行います。今日は、１０
月５日です。
　◎１９６９年１０月５日（今
から４３年前）テレビアニメの
『サザエさん』が放送を開始し
ました。
◎１９８０年１０月５日（今か
ら３２年前）山口百恵の引退コ

ンサートが日本武道館で行われ
ました。
◎１９９９年１０月５日（今か
ら１３年前）同じく歌手で沖縄
県出身のスピード〔ＳＰＥＥ
Ｄ〕が解散を致しました。
　今日は芸能特集にしてみまし
た。そうそう今日は、もう一つ
あります。
◎１９３７年１０月５日（今か
ら７５年前）今日は欠席をして
おりますが、島田宜尚〔しまだ
よしかず〕会員のお誕生日で
す。おめでとうございます、当
日賞を用意しましたが渡せずに
残念です。
　以上、今日は何の日特集でし
た。
　それでは、今日の例会は３分
間スピーチです。今回で３回目
に成りますので、そろそろ皆さ
んなれて来た事と思います。　
今日は誰に当たるかな？
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告

1．ロータリー財団の寄付に対し、ピンの送付
 鈴木桂三会員:マルチプル・ポール･ハリス･フェロー(8回目)
 金本元章会員:マルチプル・ポール･ハリス･フェロー(6回目)

水野晋治会員:マルチプル・ポール･ハリス･フェロー(4回目)

2．2012-13年度国際大会の案内
 日時；2013年6月23日～26日
 会場；ポルトガル(リスボン)

3．柏ローターアクトクラブ10月の例会案内
 　(場所=アミュゼ柏A会議室)
 第一例会　10月11日(木)　19:30点鐘
 第二例会　10月25日(木)　19:30点鐘

4．公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より
 “第23回世界スカウトジャンボリー”開催に伴う
    支援の依頼

5．例会変更のお知らせ
 松戸西RC；10/24(水)は地区大会に振替の為、 
 休会；10/31(水)は休会
 我孫子RC10/16(火)･柏RC10/17(水)；
 第10分区合同例会及びR情報研究会に振替の為、休会
 我孫子RC10/23(火)･柏RC10/24(水)；
 地区大会に振替の為、休会

6. 受信《会報》柏RC

幹事　升 谷 庸



次回の例会は10月16日（火） 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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
水野、金子 会員

結婚記念日
増谷会長、松本、中村 会員

パートナー誕生日
宇田川、榎本、岡島 会員

(^^♪
スカイツリー参加させて頂きました
事務局 片岡
　スカイツリー後、御来店ありがとうございました
会長、幹事様ごちそうさまでした
柳 会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　82.14%

56名

10名

五十石、小澤、小阪、後藤、佐藤、染谷、

高田、長瀬、富士川、村田　　  各会員

東日本大震災義援金（7/1～9/30）８５，０２５円

卓話 3 分間スピーチ

１．水野会員　
　今年は、ソーシャルネットワークを活用した
活動を行っています。フェイスブックで発信し
たり、小野はるかさんと連絡したりしています。
フェイスブックをやっている方は、友達になっ
て下さい。
　また、国際ロータリーのツイッターをフォロー
しています。リアルタイムで情報が見られます。

２．金子会員　

　来週５３歳になります。娘が２０歳大学２年
生で、岐阜国体でテニス競技で３位になりまし
たが、千葉県の予選が大変でした。千葉最終予
選でプロと当たり、大逆転で勝利しました。私
のＤＮＡが子供に伝わったのでしょう！
　子供の成長を見守りながら、仕事と来年の幹
事も頑張ります。

３．金本会員	

　私は、徳井ガバナーの元で、クラブ奉仕委員
会に出向しています。そこでアンケートを取り
ました。その結果、３年未満の退会者が多い。
これ以上退会者を出さないように研修や親睦な
どで退会防止のプログラムを実行していきたい。
今年は、退会者０人、出さない努力をして行き
たいです。



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1751号、第1752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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1780回合同例会（2012.10.16） 、第1781回合同（地区大会）例会（2012.10.21） 
■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/2012/
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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 四つのテスト

2012-2013 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

【情報研究会 ホストクラブ柏南RC】 
　秋晴れの昼、柏南ロータリークラブ例会場である広池学園に
10分区の情報研究会への参加者が続々と集結した。当日は地区
より海寶勘一委員長が参加し、食事の後合同例会を経て情報研
究会が行なわれた。進行はそれぞれのテーブルごとにテーマに
ついて活発な議論が行なわれ、持ち時間を過ぎたところでテー
ブルごとに内容が発表となり、100名を超す盛大な情報研究会と
なった。

柏西クラブ参加者

増谷会長
升谷幹事
中村（博）
榊
塚本
嶋田
岡島
小林

金本
小溝
水野
森市
松本（隆）
杉山
安川
鈴木（桂）

田代（充）
勝田
鈴木（子）
松本（ユミ）
金子　　　　

各会員

宮ガバナー補佐挨拶

海寶地区委員長

情報研究会の様子



次回の例会は10月26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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

国際ロータリー第 2790 地区 2012-13 年度地区大会

11 月の行事予定

【１日目】　　
開催日：２０１２年１０月２０日（土）
開催場所：ホテル　ザ・マンハッタン
１１：００ 資格審査・選挙管理・決議委員会
１２：３０ 登録開始
１３：００ 本会議　点鐘
１７：５０ ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
１９：２５ 閉　会

【２日目】　
開催日：２０１２年１０月２１日（日）
開催場所：森のホール２１
９：００ 登録開始
９：４５ 本会議　点鐘
１１：４５ 昼　食
１２：４５ 午後のプログラム
１６：１０ ＲＩ会長代理を囲む懇親会
１７：１０ 閉　会

＊記念講演（午後のプログラム）
櫻井よしこ氏「日本の進路と誇りある国づくり」

【参加報告】　幹事　升谷　庸　
１０月２０日（土）幕張　ホテル　ザ・マンハッタン
１０月２１日（日）森のホール２１（松戸市文化会館）
　上記の通り本年度の地区大会に参加して参りまし
た。
　初日は増谷会長と本会議に出席致しました。当日は
地区内パストガバナー、ガバナー補佐、各クラブ会長・
幹事、地区委員の参加で指導者育成セミナーを主体と
した会合でした。例年同様、得居仁ガバナーによる点
鐘の後、ガバナー挨拶、韓国からいらした RI 会長代
理の朴柱寅 ( パク・ジュイン）による流暢な日本語で
の挨拶及び「ロータリーの奉仕と平和」と題した講演
が続き、休憩を挟んで各クラブに対する表彰並びに感
謝状の贈呈が行われました。当クラブは会員増強と米
山記念奨学会寄付達成クラブとして表彰を受けまし
た。午後６時からは「RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が
リマト室内合奏団メンバーによる弦楽四重奏の演奏を
挟みながら開催されました。同席した他クラブの皆さ
んとの親睦を深めた一夜となりました。
　本会議二日目は会場を「森のホール２１」に場所を
移し、当クラブからは２１名の会員の出席を頂きまし
た。早朝より地区各地より参集した顔なじみの会員ら
との挨拶がそこかしこで交わされ、賑やかな雰囲気で
した。前日同様、ガバナー挨拶の後、RI 会長代理から
RI 現況報告が有り、その後、１２項目に渡る大会決議
が中村博亘パストガバナーより採択されました。個人
表彰、昼食、松戸四中吹奏楽部のコンサート、ガバナー・
エレクト、ガバナー・ノミニーの挨拶と続き、桜井よ
し子氏による「日本の進路と誇りある国づくり」と題
した記念講演が催されました。大会終了後のレセプ
ションでは、大会の盛会を喜び合う会員達の笑顔に包
まれ充実した二日間を締めくくりました。参加されま
した会員並びに地区委員の皆様方には厚く御礼申し上
げます。

■11 月 2 日 ( 金 ) 【通常例会】
　―　お祝い事・理事会　―
　卓話＝3 分間スピーチ

■11 月 9 日 ( 金 ) 【夜間例会】
　第 1 回インターゴルフ及び夜間例会
　　・ゴルフ 【場所】取手国際ゴルフ倶楽部
 【時間】8：00 集合
　　・夜間例会 【点鐘】19：00
 【会場】ザ･クレストホテル柏

■11 月 16 日 ( 火 ) 【通常例会】
　卓話＝鈴木桂三ロータリー財団委員長

■11 月 23 日 ( 金 ) 【休会】
　祭日 = 勤労感謝の日

■11 月 30 日 ( 金 ) 【通常例会】
　外部卓話＝壱番館社長　平井建三様
　　　　　　　　　　　　　
【その他の行事予定】
■11 月 30 日 ( 金 )；パスト会長懇談会
　(19：00 ～クレストホテル柏 )
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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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1782回通常例会（2012.10.26） 
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　森市 直樹 会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
３週間ぶりに、このクレストホ
テルに戻って参りました。
　２週間前には、第１０分区の
合同例会及びにロータリー情報
研究会が広池学園にて行われま
した。その中の、テーブルディ
スカッションでは、森市職業奉
仕委員長並びに安川研修委員長
が中心となり、活躍をして下さ
いました。
　今日の例会も『職業奉仕月間
に因んで』森市職業奉仕委員長
が、卓話をして下さいます。
　森市さん、どうぞ宜しくお願
い致します。
　そして先週は、地区大会２日
目が森のホール２１で開催され
ました。柏西からは、２１名の
登録をして頂き参加をして参り
ました。今年は、１日目が海浜
幕張にございます、ホテル ザ・
マンハッタンで行なわれ、中村
パストガバナー、そして、私と
升谷幹事で参加をして参りまし

た。大会本会議の中で、各種ク
ラブ表彰が行われ、柏西クラブ
は、RI会員増強・拡大賞とロー
タリー米山記念奨学会寄付達成
クラブ（２,０００万円）の２部
門を表彰されました。これは、
安川会長年度の評価でございま
す。
　来年度、勝田会長の時にも表
彰される様、今年も会員拡大を
中心に頑張りたいと思いますの
で、是非、皆様のご協力をお願
い致します。
　尚、来年度は浦安で11月9日・
10日と開催されます。地区内会
員は、全員登録になっておりま
すので、柏西からも一人でも多
くのご参加をして頂き、勝田年
度を盛り上げて頂ければ幸いで
す。
　さて今日も３週間ぶりに何の
日特集を行います。今日は、１
０月２６日です。
　１０月２２日に、巨人が中日
に３連敗の後に３連勝をし、日
本シリーズに３年ぶりに３３度
目の進出を決めましたので、今
日は野球シリーズで行きます。

　◎１９９８年１０月２６日
（今から１４年前）横浜ベイス
ターズが日本シリーズで西武ラ
イオンズを下し、３８年ぶり２
度目の日本一になりました。
◎２００５年１０月２６日（今
から７年前）千葉ロッテマリン
ズが日本シリーズで阪神タイ
ガーズを４戦全勝で下し、３１
年ぶり３度目の日本一に輝きま
した。
◎２００６年１０月２６日（今
から６年前）北海道日本ハム
ファイターズが日本シリーズで
中日ドラゴンズを４勝１敗で下

し、４４年ぶり２度目の日本一
になりました。
　今日は、誕生日の当日賞がお
ります。
◎１９６１年１０月２６日（今
から５１年前）柏高島屋店長の
村田善郎会員です。
◎１９６７年１０月２１日（今
から４５年前）水野晋治会員
〔会員大会当日〕

　二人共おめでとうございま
す。以上、今日は何の日特集で
した。
　最後に、１１月９日に第１回
インターゴルフ並びに夜間例会
がございます。スポーツの秋到
来です、一人でも多くのご参加
をお待ちしております。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告
幹事　升 谷 庸

1．分区会長・幹事会開催の案内
　 日時；11 月 27 日 ( 火 )　
　          18：00
　 場所；三井ガーデンホテル柏

2．11 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；10/31( 水 ) は
     夜間例会

4．受信《会報》我孫子RC：
　  ホームページにて abiko-rc.jp



職業奉仕委員長　森 市  直 樹卓話







次回の例会は11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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
村田 会員

結婚記念日
広浜、小澤 会員

パートナー誕生日
小澤 会員

写真をありがとう！
増谷会長、金子、中村（佳）、柳
松本（隆）、金本、秋元　各会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　78.57%

56名

12名

岡島、小阪、後藤、小溝、佐藤、杉山、染谷

髙田、中嶋、長瀬、冨士川、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？
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

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
　11月に入り、朝晩がめっきり
寒く感じる季節になりました。
これから、風邪をひきやすい時
期に入りますので、お体には十
分気を付けて頂きたいと思いま
す。

　私ごとになりますが、風邪を
ひいた訳ではないのですが、5 日
前にパソコンにウイルスが入っ
てしまい、パソコンのデータが
一瞬のうちにどんどん消えてし
まい、最後にはハードディスク
が壊れてしまいました。早速、
担当者を呼んで修理に出しまし
た。調べて頂いたらアメリカの
新型ウイルスで、ウィルスバス
ターでは駆除ができないウイル
スでした。残念な事にデータが
全部消えてしまいましたので、
これからあらゆる資料が1 から出
直しです。皆さんも、ウイルス
と風邪には十分注意をして下さ
い。
　さて、早いもので私の年度に
入り1/3 が過ぎました。東京スカ
イツリーの職場見学や、10分区
の合同例会並びに情報研究会、
そして森の21ホールでの地区大
会等、上期の事業がほぼ終わり
ました。その地区大会初日に、
得居ガバナーから表彰がござい
ました。その時の、表彰状が届

いておりますので、この後の幹
事報告でご紹介をさせて頂きま
す。
　来週の例会はインターゴルフ
並びに夜間例会です。この例会
が終われば、いよいよ勝田・金
子年度が動き始めます。是非、
頑張って下さい。
　では恒例の今日は何の日で
す。今日は、11月2日です。
◎1961年11月2日(今から51年前)
柏戸と大鵬がそろって横綱に昇
進。
◎1985年11月2日　今日が阪神タ
イガーズの記念日です。
(今から27年前)プロ野球の日本シ
リーズで阪神タイガースが西武
ライオンズを破り、3 8 年ぶり初
の日本ーになった事を記念し
て。
　以上、簡単ですが今日は何の
日でした。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございまし
た。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．地区大会クラブ表彰状の送付
 2011-12年度RI会員増強・拡大賞（新会員入会） 
 ロータリー米山記念奨学会寄付（弐千万円）
 達成クラブ

2．柏ローターアクトクラブ11月より
 例会日第二・第四の水曜日に変更

3．例会変更のお知らせ
 柏RC：11/14（水）は移動例会



1．髙田 会員　1．髙田 会員　
　税理士会について、千葉県税理士会の会長に
なったことをご報告いたします。税理士らしい税理
士会を作って行きたいと思いますので、何卒よろし
くお願いいたします。

2．飯合 会員2．飯合 会員
昨年より脳梗塞を患い、治療に専念してきまし

た。なかなか例会にも参加出来ない日があったので
すが、順調に回復してきていると医師からも伺って
ます。皆さんも体に異変を感じたらすぐにお医者さ
んへ行くとこを強くオススメします。

3．杉山 会員3．杉山 会員
　私はボケの症状が最近出てきてしまったのかな
と思うことがございました。最近、会長幹事2人で
私のところにいらっしゃった際に、そろそろ年次
大会のことでお話するのだと思って、「来週です
よね」と問いかけた際「昨日で終わりましたよ」
と言われ、ボケてきちゃったのかと思った最近の
出来事でした。

4．塚本 会員4．塚本 会員
　私も脳梗塞になってしまい、ずっとゴルフをす
ることを考えて頑張って参りましたが今度のイン
ターゴルフでようやく参加できることになり練習
しております。皆さんに迷惑をかけないようがん
ばりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

卓話 3 分間スピーチ

髙田 会員 飯合 会員 杉山 会員 塚本　会員

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　75%

56名

14名

五十石、太田、ゲイビ、後藤、佐藤、染谷、中嶋、長瀬、

中村（佳）、馬場、冨士川、水留、村田、湯浅　 各会員

ロータリー定食

秋刀魚焼
えのき、法蓮草、
割ポン酢、一味 

鮪納豆割合
胡瓜、沢庵、浅漬け

ザーサイ
べったら漬け

わかめスープ
白葱、生姜、胡麻

鶏唐揚げ
サラダ、キャベツ千切り

白飯

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
岡島 会員

結婚記念日
髙田、小溝 会員

パートナー誕生日
飯合、小阪、杉山
髙田、秋元 各会員 

写真をありがとう！
嶋田、塚本、田代（健）、飯合、杉山、
勝田、小溝、升谷　各会員

(^^♪
飯合 会員（欠席ごめんなさい）
杉山 会員（ボケがはじまりました）
髙田 会員（千葉県税理士会会長になりました）



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

◯ ①1月11日(金)『家族新年例会』の件

◯ ���□招待者＝名誉会員(秋山浩保柏市長、板倉茂・岡部久人元会員）、財団奨学生

※パートナー・名誉会員のお土産、
◯ アトラクションについては親睦活動委員会に一任（会長）

◯

◯

②報告事項
□ 2012-'13年度7月1日~10月31日決算報告

◯

◯

☓

③その他
◯ □ 飯岡津波　被災地視察（案）

バス日帰り研修

平成25年3月29日（金）
◯

☓ ●次回理事会�2012年12月7日（金）〔例会終了後〕

◯

   小 林 太 時

金 子     正
承認

◯嶋 田 英 明

杉 山�  智

日 暮�  肇

升 谷  �庸

馬 場�  弘

安 川 武 年

森 市 直 樹

鈴 木 桂 三

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�第7回�理事会資料

2012年�11月 2日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

増 谷 信 一
���□18：30~例会��
���□19：00~家族新年会����

勝 田 健 一

金 本 元 章

���□ご案内＝元米山奨学生、柏RAC 



第1  回インターゴルフ及び夜間例会

会長　増 谷 信 一
会長挨拶

1. 会長挨拶　増谷 信一   会長

　皆様、こんばんは。
　今日は、早朝より第1回イン
ターゴルフが、取手国際ゴルフ
倶楽部で開催されました。秋晴
れの中、２０名でプレーをして
参りました。真直ぐに最短距離

でグリーンに向かう人、あちこ
ち寄り道をして行く人、途中バ
ンカーで砂遊びや森林警備隊
等々、様々なプレーをして来た
事と思います。この後、表彰式
がございますので、ドラコン・
ニアピンを含めて結果を楽しみ
にしていて下さい。
　さて、今日は私の年度に入り3
回目の夜間例会になります。7月
の役員交代式・8月の高島屋屋上
でのビアーガーデンそして今日
の例会です。夜間例会はこの
後、もう一回１月１１日の家族
新年例会を予定しておりますの
で、どうぞ楽しみにしていて
下さい。
　では恒例の今日は何の日で
す。今日は、１１月９日金曜日
です。

◎１９８９年１１月９日（今か
ら２３年前）ベルリンの壁が崩
壊し、東西ドイツの国境検問所
で市民の通行が自由化になりま
した。
◎２００３年１１月９日（今か
ら９年前）衆議院が解散し、第
４３回衆議院議員総選挙が行わ
れ、民主党が４０議席を増やし
躍進をした日でございます。
　もう一つございます。
◎１１月９日　今日は、小溝正
行会員の結婚記念日です。
　おめでとうございます。マス
マスかすてら届きましたでしょ
うか！お幸せに！
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございまし
た。

第 1 回インターゴルフ及び夜間例会

次回の例会は11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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

順位 氏名 グロス HDCP ネット

1位 金本　元章 74 2.0 72.0

2位 増谷　信一 91 19.0 72.0

3位 馬場　弘 86 13.0 73.0

4位 升谷　庸 104 30.0 74.0

5位 松本　ユミ 111 36.0 75.0

6位 塚本　英夫 92 15.0 77.0

7位 湯浅　千晶 86 8.0 78.0

8位 鈴木　子郎 107 25.0 82.0

9位 日暮　肇 108 23.0 85.0

9位 金子　正 88 3.0 85.0

11位 嶋田　英明 94 8.0 86.0

12位 小澤　邦治 102 15.0 87.0

12位 小阪　博司 105 18.0 87.0

12位 森市　直樹 104 17.0 87.0

12位 川和　弘行 98 11.0 87.0

12位 片岡　喜代子 118 31.0 87.0

17位 水留　茂之 110 20.0 90.0

18位 鈴木　健吾 102 11.0 91.0

19位 水野　晋治 118 20.0 98.0

20位 ゲイビ　アデル 150 30.0 120.0

第 1回インターゴルフ集合写真

夜間例会の写真
（増谷会長、金本会員）
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四つのテスト

通常例会

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. 卓　　話　鈴木 桂三 会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　今日はお忙しい中、中村様よ
うこそ柏西ロータリークラブに
お越し下さいました。中村様、
来年の2月の卓話どうぞ宜しくお
願いします。
　先週は、第１回インターゴル
フお疲れ様でした。又、優勝を
されました金本さんおめでとう
ございます。そして担当をして
下さいました、水野副委員長・
杉山親睦委員長並びに委員会の
皆様、夜間例会を含めてご協力
をして頂き大変ありがとうござ
いました。次回の第２回イン
ターゴルフは、６月中旬に親睦

旅行を兼ねて開催したいと考え
ております。ゴルフ組と観光組
とを企画しますので、是非一人
でも多くのご参加をお待ちして
おります。
　さて、おとといの11月14日に
ロータリーの地区大会の行われ
た時と同じ会場の森のホール２
１にて榊さんが柏地区保護司会
会長をされております、千葉県
の大会が行われました。正式に
は、「第５６回千葉県厚生保護
大会」です。その式典で、柏西
ロータリークラブが【千葉県保
護観察所長感謝状】を受賞致し
ました。そして、私が柏西クラ
ブの代表で頂いて参りました。
これは、当クラブが長年に渡り
「社会を明るくする運動」を通
して賛助金を出していたからで
ございます。長期的な支援がこ
こで認められた事になります。
これからも、支援を続けて行き
たいと考えております。榊会長
ありがとうございました。
　さて今日も何の日特集を行い
ます。今日は、１１月１６日金
曜日です。今日は、教育特集で
行きます。
◎１８７４年１１月１６日（今
から１３８年前）ドーラ・E・ス
クーンメーカー氏が学校法人青
山学院の前身である「女子小学
校」を創設しました。又、この
同じ年には。

・１月に東京芝の増上寺が火災
で焼失。　　　
・７月に三宅島の噴火。
・１１月に銚子の犬吠埼灯台が
点燈を始めました。
　１８７４年は、この様な出来
事があった年でした。
◎１８７６年１１月１６日（今
から１３６年前）東京女子師範
学校.付属幼稚園（現お茶の水女
子大学付属幼稚園）が開園。日
本初の官立幼稚園になりまし
た。同じく、この１８７６年に
は。
・２月に東海道線〔大阪→京
都〕間が開通。
・５月に上野動物園が開園。　
等々１８７６年は、この様な出
来事があった年でした。
　今日はもう一つございます。
今日16日、野田内閣の衆議院議
員解散の日です。
　以上、今日は何の日特集でし
た。
　それでは、今日の例会は
「ロータリー財団月間」に因ん
で、鈴木桂三会員(ロータリー財
団委員長)に卓話をお願いしてお
ります。よろしくお願い致しま
す。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございまし
た。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．柏東ロータリークラブより
 会長･幹事へ『クリスマス家族例会』のご案内
 日時；12月23日(日)18:00より
 場所；ザ･クレストホテル柏
 会費；10,000円

2．受信　ポコアポコ通信15号



　こんにちは。ロータリー財団委員会の鈴木で
す。11月はロータリー財団期間ですので、それに
因んだ話をしたいと思います。
　まず最初にロータリー財団の歴史について軽く触
れてみたいと思います、
　1917年、アーチ・クランフの提唱により、1928年
の国際大会でロータリー財団と名付けられました。
アーチ・クランフが財団設立時に述べた言葉「世界
でよいことをしよう。Doing good in the world」が
今でも財団の標語として受け継がれております。
又、その使命は、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
して、世界理解、世界親善、世界平和を達成できる
ようにすることですとあります。
　ロータリー財団の正式名称は、国際ロータリーの
ロータリー財団です。国際ロータリーは世界中の
ロータリークラブの集合体でありますから、私たち
の個別のロータリークラブのロータリー財団である

とも言える訳です。国際ロータリーもロータリ財
団も一体のものです。両者とも奉仕の理想（ロー
タリーでいう奉仕の理想とは、他の人々のことを
思いやり、その人々の役に立つこと）のもとに活
動しております。そしてロータリアンやより良い
世界を築こうというビジョンを共有する財団支援
者の方々から自発的寄付を管理運営するのがロー
タリー財団であります。国際ロータリーのロータ
リー財団と言われる所以でもあります。国際ロー
タリー自体は奉仕活動をするための財源は持って
おりません。又ロータリー財団が国際社会で奉仕
活動をするには、どうしても資金面の援助が必要
です。例えば、米山奨学会に誰も寄付をしなけれ
ば、米山奨学金事業はできません。同様にロータ
リー財団に誰も寄付をしなければ、奉仕の理想を
信奉して活動する国際ロータリーも個々のロータ
リークラブもその存在意義を失ってしまい、ただの
親睦団体になってしまいます。

卓話 ロータリー財団委員長　鈴木 桂三

千葉県保護観察所長感謝状



　次にロータリー財団への寄付について説明して
いきたいと思います。ロータリー財団への寄付に
は、大きく分けて3つの種類があります。第一に年
次基金への寄付です。使途を決めない、ごく一般
的な寄付、今、当クラブでも実施しております「毎
年あなたも100ドルを」の寄付がこれに当たりま
す。
　第二番目に恒久基金への寄付、元金は使わず、投
資された運用益だけを財団プログラムの支援等に使
う寄付です。今現在7億900万ドルになっておりま
す。そして2025年には10億ドルを目指しておりま
す。
　ここでみなさんに御紹介したい手紙があります。
今年の5～6月頃にビル・ボイド財団管理委員長さん
から頂いた手紙です。その中にはこんなことが書か
れておりました。読み上げてみたいと思います。
　1948年の講演でミッチェル元会長がこんなことを
言ったそうです。ユダヤ教聖典の逸話を引用し、
ロータリー財団の未来の種と言える恒久基金の重要
性を如実に物語りました。
　古代の学者ホニ・ハメアゲルは、イナゴ豆の木を
植えている老人に出会いました。その木はいつに
なったら実をつけるのか訪ねると、老人は「70年
後」であると言います。ハメアゲルは「70年も生き
延びて、その実を食べようと思っているのですか」
と問いました。すると老人はこう答えました。「私
がこの世に生まれた時、大地は豊かでした。私の生
まれる前から、先人たちが育ててきてくれたからで
す。だから私も後生のために木を植えるのです。」
　恒久基金の必要性を見事に表現していると思いま
せんか。因みにイナゴ豆とは、地中海地方原産のマ
メ科、10数メートルに成長する常緑高木で、その種
子が重さ20 0mg前後で、これが1カラット＝
200mg=0.2gとして宝石の重量の単位として現在も
用いられています。
　三番目にポリオプラスに代表されます使途指定寄
付です。
　現在、インドがポリオ常在国から外れまして、常
在国はアフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア
の三ケ国だけになりました。今現在、世界ポリオ撲
滅推進計画が進んでおります。世界保健機関
（WHO）、国際ロータリー米国疾病予防管理セン
ター（CDC）、ユニセフが共同して主導する活動
です。
　ロータリーは今までに12億ドル以上をポリオ撲滅
に投入してきました。そして国際ロータリーは世界
ポリオ撲滅推進計画に対して、今後3年間に7500万
ドルを寄付することを誓約しました。ポリオ撲滅活

動には、現在9億4500万ドルという深刻な資金不足
による不安を抱えております。資金不足で予防接
種キャンペーンが中止に追い込まれる事態も発生
しています。今年のポリオ発症数は今まで最も少
ない140件であります。もう少しでポリオ撲滅がで
きる所まで来ております。いくら寄付してもキリ
が無いと感じる方も多いと思いますが、ポリオの
常在国は紛争地帯であったり、僻地だったりしま
す。又、宗教上の理由でワクチン投与を拒む人も
います。更にポリオの収まった地区でもワクチン
の投与を続けなければんりません。ポリオ撲滅は
ロータリーの最優先項目でもあります。少しでも
ポリオ撲滅活動の手を緩めると、今までの努力が
水泡に帰することになってしまいます。ロータ
リーの総力を上げてポリオ撲滅への御協力をお願
いします。
　最後になりますが、来年度からいよいよ未来の
夢計画が実施されます。私達が財団へ寄付した年
次基金寄付の半分と恒久基金寄付の運用益の半分
が三年後に地区へ戻されます。地区に戻される分
はDDF（地区財団活動資金）と呼ばれ、残り半分
はWF(国際財団活動資金)と呼ばれます。来年度か
ら大きく変わるのがDDFの分で、今までは地区の
裁量で全て使うことができましたが、来年度から
はDDFの半分が（全体の寄付の1／4）新地区補助
金と呼ばれ、地区が従来と同様に使うことが出来
る分と残り半分がグローバル補助金と呼ばれま
す。グローバル補助金はロータリーの6つの重点分
野に限られ使うことができます。6つの重点分野と
は、①平和と紛争予防／紛争解決　②疾病予防と
治療　③水と衛生設備　④母子の健康　⑤基本的
教育と識字率の向上　⑥経済と地域社会の発展　
です。そして尚且つ持続可能なプログラムに限ら
れます。よりロータリー財団の使命に沿ったプロ
グラムに限定されたものになってきました。



■12月7日(金)【通常例会】-お祝い事・理事会-
　　　　　　　卓話＝3分間スピーチ

■12月14日(金)【通常例会】
　　□年次総会＝次年度会長　役員・理事の承認
　　□第三回クラブ協議会＝五常任委員長
　　　上期活動報告

■12月21日(金)【通常例会】
　　　　　　　卓話＝双日総研所長　吉崎達彦様

■12月28日(金)【休　　会】任意

12 月の行事予定

出席報告

会員数　
欠席者　

出席率　82.14%

56名
10名

太田、小澤、勝田、金子、後藤、佐藤、
染谷、塚本、長瀬、冨士川　各会員

本人誕生日
木村

結婚記念日
中嶋、田代（充）

写真ありがとう
鈴木（子郎）、森市、馬場、
日暮、湯浅、中嶋

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は11月30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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司
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四つのテスト

通常例会

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. 卓　　話　平井 健三 様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

皆様、こんにちは。
　２週間のご無沙汰でした。
「壱番館社長」の平井建三様、
松戸中央ロータリークラブの藤
井則明様、ようこそお越し下さ
いました。又、藤井様には、外
部卓話をお願いしております。
限られた時間ですが、仕事を通
して今までの人生経験等を含め
てお話をして頂ければ幸いで
す。どうぞ、宜しくお願い致し

ます。
　さて、今週の火曜日に第１０
分区の、第５回会長・幹事会が
三井ガーデンホテルにて行われ
ました。内容としましては、
◎柏ローターアクトについて、
柏・柏南・柏西の３クラブで、
今後の年会費や対応について話
し合いを致しました。結果（１
２月末日の会員数により、１月
末日納入）
◎２月１９日に行います合同例
会並びにI.M.につて、当日は、
『ロータリーと地域社会』を
テーマに、各クラブ１０分の発
表に決まりました。これから、
理事会にて発表者・内容を検討
して行きたいと考えておりま
す。又、懇親会の中で、柏南ク
ラブよりゴルフの西南大会をや
りたいとの申し出がございまし
た、４～５年前迄行われており
ましたが、今は無くなってし
まったので、ここで復活をした
いとの事でした。こちらも理事
会にて、決めて行きたいと思い
ます。又、西南戦争の始まりで
す。等の内容で、会長・幹事会
に出席をして参りました。
　又、いよいよ今日から、次年

度の勝田・金子年度が始まりま
す。今日の午後７時から、この
クレストホテルにて「パスト会
長懇談会」がございます。どう
ぞパスト会長の皆様、勝田・金
子年度に対し、ご支援ご協力宜
しくお願い致します。
　もう一つ報告がございます。
会員増強委員長の嶋田英明会員
が、急遽入院をされました。今
日この後、私と升谷幹事でお見
舞いに行ってきます。皆様も、
お体にはくれぐれもお気を付け
下さい。
　では恒例の今日は何の日で
す。今日は、１１月３０日の金
曜日です。
◎１９１９年１１月３０日（今
から９３年前）マヨネーズで有
名な「キューピー」が創業を開
始。
もう一つございます。
◎１１月３０日　今日は、東海
林康之ご夫妻の結婚記念日でし
た。おめでとうございます。マ
スマスかすてら届きましたで
しょうか！　お幸せに！　
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．ロータリー財団への寄付に対し、ピンの送付
 鈴木康之会：

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（4回）
 中村佳弘会員：

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（1回）

2．クラブ奉仕委員会セミナーのご案内
 日時：1月26日（土）13:00～16:00
 場所：マロウドインターナショナルホテル成田
 出席対象者：会長・クラブ奉仕委員長・
 　　　　　　会員増強委員長
 テーマ：「会員維持の為の魅力あるクラブづくりとは」



コーヒープラザ壱番館の平井 健三様より、当時から
現在までの柏の移り変わりと軽井沢コーヒーショップ
でのジョンレノン、オノ・ヨーコさんの貴重なお話
を聞かせていただきました。

卓話

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　78.57%

56名

12名

岡島、小澤、後藤、佐藤、嶋田、染谷、髙田、田代（健）、

長瀬、中村（佳）、富士川、水野　　　　　　　各会員

本人誕生日
太田 会員

結婚記念日
金本、湯浅、飯合、
水留、金子 会員

写真ありがとう
水留 会員

(^^♪
金本 会員：
ゴルフダイジェストのアマチュアゴルフ選手権関東決勝大会シニアクラス優勝。
来年3月 宮崎県 フェニックスカントリーにて全国大会出場。

飯合 会員：
例会欠席ごめんなさい

後藤 会員：
タオルありがとう

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は12月7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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

コーヒープラザ壱番館　代表取締役　平井健三

3．水留会員よりご提供頂いた、タオル類4箱を
 　 マザーズガーデンに寄贈致しました。
 人間尊重委員長 馬場会員、升谷幹事訪問

4．レイソル後援会会員の集い
 柏レイソル選手激励会のご案内
 平成24年12月8日（土） 19:00
 マリベール柏 4F 「キングの間」
 ¥6,000-　小学生¥3,000-



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1758号、第1759号、第1760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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1787回、第1788回、第1789回通常例会（2012.12.7、12.14、12.21）
■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/2012/

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～
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　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. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　本日はビジターとして、柏
ロータリークラブより稲垣典子
様・浅野富美代様・冨野官様、
ようこそ柏西クラブへお越し下
さいました。
　早いもので、平成２４年度最

後の月、１２月を迎えてしまい
ました。
　先週の、１１月３０日の例会
日の夜に、勝田・金子年度のパ
スト会長懇談会が行われまし
た。この懇談会が始まりますと
同時に、次年度が動き始めま
す。そして、今日の理事会で、
役員・理事の決定。そして、来
週の年次総会にて承認をされる
訳です。勝田次年度会長・金子
次年度幹事、頑張って下さい。
　又、先週の例会でお伝えしま
した。会員増強委員長の嶋田英
明さんのお見舞いに、升谷幹事
と小澤会員とで行って参りまし
た。少し声は、小さかったので
すが、笑顔も見え元気に成りつ
つの感じが致しました。
　入院の原因は、心臓の血管が
詰まったそうです。直ぐに救急
車で運ばれた為に、大事に至ら
なかったと本人が言っておりま
した。柏市立病院で、直ぐに手
首からカテーテルの手術をされ
たそうです。早く、元気になら

れロータリーの例会に参加して
頂きたいと思います。
　では恒例の今日は何の日で
す。今日は、１２月７日の金曜
日です。
◎１８００年１２月７日（今か
ら２１２年前）伊能忠敬が日本
地図の作成を開始。
◎１９４１年１２月７日（今か
ら７１年前）第二次世界大戦に
おいて、真珠湾攻撃。
◎１９５８年１２月７日（今か
ら５４年前）東京タワーの展望
台の公開が開始。尚、完成は３
月３日です。
　以上、今日は何の日でした。
　さて、今日は月初の例会です
ので、３分間スピーチになりま
す。どなたが、当たっても気張
らずに好きな事をお話してみて
下さい。
　又、例会終了後に理事会がご
ざいます。理事の方は宜しくお
願い致します。以上で、会長報
告とさせて頂きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．柏商工会議所　平成25年新年賀詞交歓会の案内
 日時；1月8日(火)　15：30～
 場所；三井ガーデンホテル柏
 会費；5,000円

2．柏市消防出初式の案内
 日時；１月13日(日)　9：30～
 場所；柏市立松葉中学校

3．例会変更のお知らせ
 我孫子RC：12/18(火)は19日(水)親睦移動例会に振替
      　　　12/25(火)は任意休会
   1/8(火)は新年例会の為、夜間移動例会に変更



1．鈴木 子郎 会員　
　孫が来るたび「タバコ」「タバコ」と
言われるのでタバコを吸わなくなったの
ですが、肺気腫になってしまった。

2．柏ロータリークラブ
　浅野様、稲垣様にもお話いただきまし
た。

3．湯浅 会員
　税理士の仕事も年末調整で最近は忙し
く、様々な書類を見ると年収などが分か
り、いろいろな家庭事情を考えてしまい
ます。

4．古田 会員
　最近気になるのは、認知症になったり
孤独死などにならないようにしたいなと
考えます。
ロータリーに出ていろいろなことをやっ
ていれば大丈夫かもしれないけどなかな
か…。

卓話　3 分間スピーチ

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　43%

56名

13名

小阪、後藤、小溝、嶋田、染谷、佐藤、髙田、
田代（健）長瀬、中村（佳）、冨士川、
水留、村田　　　　　　　　　　各会員

本人誕生日
鈴木、松本、湯浅、勝田 会員

パートナー誕生日
馬場 会員

結婚記念日
古田 会員

BOXありがとう！ニコニコ

稲垣 典子（柏RC）

湯浅 富美代（柏RC）

冨野 ツカサ（柏RC）

ビジター

東日本大震災義援金（7/1～11/30現在）
 １２８，５０２円
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例会日／金曜日　12：30～
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

通常例会

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

　
　皆様、こんにちは。
　柏RC落合一美様・柏南RC河合
嘉久様、ようこそ柏西クラブの
例会にお越し下さいました。
　又、会員増強委員長の嶋田英
明さん、退院おめでとうござい
ます。
　さて、先週の１２月度理事会
において、勝田年度の役員・理
事が可決されました。そして、
今日これから始まる年次総会に
て会長・役員・理事が承認され

るわけです。これからは、正式
に勝田年度が動いて行きます。
来年３月の会長エレクト研修セ
ミナーから始まり、地区協議
会・組織（案）・予算（案）・
次年度委員長会議と進む事にな
ります。是非、会員の皆様、勝
田次年度会長にご協力を宜しく
お願い致します。
　又、同じく理事会において金
本会長年度の３５周年に作りま
した、このシングルブレザーを
新入会員を含め作られていない
メンバーの希望者に対し追加作
成をする事に決まりました。こ
れから、高島屋さんと確認をし
ながら進めて行きますので、作
成時期・金額等決まりました
ら、ご案内致しますので、もう
しばらくお待ち下さい。
　ここでお知らせがございま
す、役員・SAAそしてクレスト
ホテル総支配人の田代健一会員
が12月16日付で、移動される事
になりました。来週の例会で、
改めて後任者の丸山総支配人と
ご挨拶をお願い致します。副
SAAの中嶋さん・金子さん、残
された半年どうぞ宜しくお願い
致します。

　では恒例の今日は何の日で
す。今日は、記念日特集で行き
ます。
◎１７０３年１２月１４日（今
から３０９年前）忠臣蔵の日。
赤穂浪士（四十七士）が吉良上
野介邸へ討ち入りをした日にち
なんで命名したそうです。今で
も、赤穂浪士の墓所、泉岳寺で
は義士祭が行われており。又、
東京両国の本所松坂町公園で
は、吉良祭も同時に行われてお
ります。
　もう一つ
◎１９１１年１２月１４日（今
から１０１年前）南極の日。ノ
ルウエーの探検家、ロアール・
アムンセンと４人の隊員が人類
で初めて南極点に到達したこと
に由来。
　以上、今日は何の日でした。
　さて、今日は年次総会の後、
第３回クラブ協議会がございま
す。五常任委員長の皆様、宜し
くお願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございまし
た。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．ガバナー事務所年末年始休業日
 　 12/27（木）～1/6（日）

2．第36回RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）
     セミナー参加の案内
 期日；3月1日(金)～3日（日） 2泊3日
 場所；千葉県立鴨川青年の家
 参加者；ロータリアン　1名以上
 　　　　青少年　20～30歳男女2名以上
 登録料；1名　10,000円

3．例会変更のお知らせ
 松戸中央RC：12/20(木)はクリスマス家族例会
    　　12/27(木)は休会
 柏東RC：12/27(木)は12/23（日・祝日）
    クリスマス家族例会に振替
    1/10(木)は新年夜間例会
 松戸東RC：12/28(金)は12/26(水)チャリティー
    　家族例会に振替

4．台湾台中港東南央輪社公式訪問旅行代金の徴収
本日FAXにて連絡致しますので、宜しくお願い
 致します。



年次総会

2013-2014年度柏西RC役員理事の選出　  勝田健一 会長エレクト2013-2014年度柏西RC役員理事の選出　  勝田健一 会長エレクト
　12月7日の理事会において承認をいただいております。

【役　員】【役　員】
　勝田　健一 （会長）
　金子　正  （幹事）
　日暮　肇  （会長エレクト・副会長）
　広浜　泰之 （会計）
　田代　健一 （SAA）

【理　事】【理　事】
　勝田　健一 （会長）
　金子　正  （幹事）
　日暮　肇  （会長エレクト・副会長）
　水野　晋治 （副幹事）
　金本　元章
　小林　太時
　嶋田　英明
　東海林　康之
　鈴木　桂三
　馬場　弘
　増谷　信一
　森市　直樹
　中嶋　利生　[以上13名]



第 3 回クラブ協議会

【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　日 暮 肇委員長　日 暮 肇

洲

我孫子東高等学校我孫子東高等学校





【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

　ロータリー財団委員会の塚本です。今年度は
ロータリー財団の標語「世界で良いことをしよ
う」のもとに、ロータリー財団への安定した支援を
していく為、その基本になる「毎年あなたも100
＄を」(Every Rotarian.Every Year)という目標を会
員全員で達成しようと活動しております。その結
果、会員の皆様から暖かい御支援をいただき55名の
方から一人100＄以上の財団に貢献を頂きました。
因みに本日迄の金額は400＄です。全員まではもう
少しです。ご理解よろしくお願いします。又、増谷
会長には恒久基金へ1000＄の貢献を頂き、ベネファ
クターになっていただきました。御協力ありがとう
ございました。
 今後も会員のみなさんには、毎年100＄をロータ
リー財団へ貢献して頂き、そのお金の使われ方に関
心を持ってもらい、ロータリー財団の活動により理
解を深めて頂ければと願っております。

【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】
委員長　小 林 太 時委員長　小 林 太 時

　水野委員長のIT雑誌広報委員会と東海林委員長
のクラブ会報委員会の２委員会から成り立っていま
す。
　ペーパーレス化を進めています昨年までの会報活
動を、一度皆さんのご意見を伺い新しいものを取り
入れる目的で、期首に会報についてのアンケートを
実施し、わずかですがアンケートに合わせて新年度
の会報を作成しています。
　今期の特徴の最たるものは、水野委員長により
フェイスブックによる広報活動を他のクラブに先駆
けて行えていることだと思います。さらに、ホーム
ページの更新についても水野委員長にお願いしてい
ますが、費用については業務外のため請求ができな
いということで、この分の費用を他の広報活動に充
てることになりました。
先日の理事会でも少し説明をし次回の理事会で承認
される予定ですが、現在、金本、田代（充）会員が
ボランティアとして行っています、浪江町から避難
されている方への催しをサポートすることになると
思います。
　最後に毎週の会報活動で、当番制ですが原稿収集
されている皆さん、表面には出ませんが校正をして
いただく方、そしてそのお手伝いをしていただいて
います片岡さんに、この場をお借りして御礼を申し
上げます。

【クラブ管理運営兼CLP委員会】【クラブ管理運営兼CLP委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

　増谷年度2012～2013年度上期は会員の皆様の協力
により、毎週の例会を楽しく、充実した内容になっ
ていることと思います。
　下期においてもプログラム委員会、出席委員会、

親睦委員会の方々と話し合いながら、会員の皆様
にアドバイスを頂き、会長方針に沿った会の運営
を、心がけます。
　皆様、上期同様、ご協力を宜しくお願い致しま
す。

■プログラム委員会　委員長　金本元章
　例会が常に充実し、会員の資質向上に役立つ有
益な、そして会員満足度の高プログラムを提供す
る。
上期活動報告
1．会員卓話を取り入れ、ロータリアンが話術を向
上するための実地の機会。毎月の例会の初めに、
三分間スピーチを実施。一定の成果があり会員に
好評である。ロータリー月間に応じた内容を盛り
込む。
2．職場見学では、いち早く東京の新名所、スカイ
ツリー見学を実施し本年度の印象に残る、プログ
ラムとなりました。

■親睦活動委員会　委員長　杉山智
　親睦委員会では増谷会長のテーマ「健康で奉仕
を」を具体的に展開してきました。心身共に健康
であるため、例会に出席すると元気が出るように
と努力しました。例会での親睦情報交換を図りま
した。本年度は例会終了後にホールにての会員同
士の交流の場の提供がなされました。みなさんと
共にロータリーの精神を学ぶ場にもしてきまし
た。コーヒーのお味はいかがだったでしょうか。
さらには、親睦委員は比較的ロータリー歴の短い
メンバーが多数を占めているので、楽しさの中に
もロータリーを体得していく機会にもしてきまし
た。各種行事においては職業奉仕委員会の職場見
学や11月に開催されましたインターゴルフなどに
おいても協力をさせていただきました。下半期に
おきましては更に活動を充実されていく計画をし
ています。親睦委員会の皆様をはじめ全会員の皆
様のご協力をお願い致します。

■出席委員会　委員長　柳肇
　出席率は安定感があり良い方だと思いますが、
今年度に入ってまだ一回も出席されていない会員
の方もいらっしゃいます。出席委員会だけではな
く、当クラブ全体で密に連絡を取り合い、出席率
向上を心がけていきたいと思います。
　毎回の卓話も興味深い内容で感謝しておりま
す。



【会員増強委員会】【会員増強委員会】
委員長　嶋 田 英 明委員長　嶋 田 英 明

代理 増強・分類小委員会委員長　   松本ユミ代理 増強・分類小委員会委員長　   松本ユミ
　皆様こんにちは、嶋田英明委員長は病気入院中の
ため代理で報告を予定しておりましたところ、本日
出席されていますがリハビリ中というなので予定通
り私から報告を致します。
　９月に２０数名の候補者名、交渉人、担当者を記
した｢会員候補一欄表｣をお配りしているところです
が、皆様のご協力のもと２月入会予定者が２名、１

月にｵﾌﾞｻﾞｰｳﾞｧｰで出席予定者が１人います。今年
度最低６人の増強予定でいますので後半に向けて
引き続き会員皆様のご協力をお願いいたします。
　なお、嶋田委員長から今期一名紹介をしていた
だいた馬場会員に、委員長自家生産の１メートル
もある自然薯を贈呈しました。本日は無理を押し
てそのために出席をされたということです。これ
からも紹介者には自家生産の農産物を贈呈される
ということです。

■1月4日(金) 【休    会】任意

■1月11日(金) 【夜間例会】―家族新年例会―
 □時間；18：30～例会
             19：00～家族新年会
 □場所；ザ・クレストホテル柏

■1月18日(金) 【通常例会】
 ―お祝い事・第4回クラブ協議会―
 □クラブ協議会；5常任委員長
 　『下期活動計画発表』

■1月25日(金) 【通常例会】
卓話=墨田屋商店　代表取締役社長　片山真一様
“最高権威の五つ星お米マイスター“

1 月の行事予定

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　75%

56名

14名

秋元、小澤、小阪、後藤、小溝、佐藤、杉山、染谷、髙田、
長瀬、中村（佳）、冨士川、水留、村田　　　　各会員

本人誕生日
広浜 会員

BOXありがとう！ニコニコ

落合 一美（柏RC）

河合 嘉久（柏南RC）

ビジター

田代 会員 増谷 会長、広浜 会員



通常例会

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. 卓　　話　吉崎 達彦      様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
　本日はお忙しい中、「（株）
双日総研所副所長」の吉崎達彦
様を卓話者としてお迎え致しま
した。限られた時間ですが、吉

崎様どうぞ宜しくお願い致しま
す。
　又、クレストホテル総支配人
の田代様が、本日を以ってロー
タリーを退会致します。後任者
の丸山真総支配人が引継ぎでご
出席を頂いておりますので、こ
の後ご紹介をさせて頂きます。
　早いもので、今年もあと10日
で終わりになります。同時に、
私の年度も半分が終わるわけで
す。私は柏西クラブの会長を初
めて経験し、無我夢中の半年間
でした。その中で、会員の皆様
に助けられながら、７月６日の
新旧役員交代式から始まり、ガ
バナー公式訪問例会・東京スカ
イツリーへの職場見学会・10分
区情報研究会・更には、地区大
会等々、大変多くの経験をさせ
て頂きました。残された後半
年、マスマスコンビで頑張りま
すので、会員の皆様のご支援ご

協力宜しくお願い致します。
　では恒例の今日は何の日で
す。先日の１６日に衆議院選挙
があり、この選挙で野田総理が
辞任し国政は大きく変わりまし
た。今日は、この選挙にちなん
で政治家特集に致しました。
◎１９１２年１２月２１日（今
から１００年前）桂太郎が第１
５代内閣総理大臣に就任し、第
３次 桂 内閣が発足しました。
◎１９９９年１２月２１日（今
から１３年前）横山ノック大阪
府知事が大阪地方検察庁から強
制わいせつ罪で起訴されまし
た。同日１２月２１日に大阪府
知事辞職願を提出。
以上、今日は何の日でした。
　吉崎様、この後の卓話宜しく
お願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。　

幹事報告 幹事　升 谷 庸

卓話

1．ガバナー・ノミニー(2015-16年度ガバナー)
　  指名案の提出要請

2．2012-13年度会長賞への参加依頼(締切り3/31)

3．補助金管理セミナー開催のお知らせ
 日時：2月2日(土)14：00点鐘
 場所：千葉商工会議所12F　研修室A
 対象者：本年度会長エレクト、
 　　　　次年度幹事・財団委員長予定者

4．柏青年会議所「2013年度新年例会」開催の案内
 日時：1月11日(金)19：00
 場所：マリアチャペル　マリベール柏

5．例会変更のお知らせ
 松戸西RC：1/16(水)は夜間移動例会
   (RI会長賞受賞記念例会)
 印西RC：12/26(水)は休会
 1/9(水)は新会員歓迎夜間例会
 1/16(水)は1/12(土)

次回の例会は1月11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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

株式会社 双日総合研究所
取締役 副所長　吉崎 達彦

吉崎様より、現在の経済情勢についてお話いただきました。

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　83.93%

56名

9名

小澤、ゲイビ、後藤、小溝、

佐藤、染谷、髙田、長瀬、

富士川　 　各会員

結婚記念日
東海林、村田、安川 会員

パートナー誕生日
東海林 会員

(^^♪
嶋田 会員
三途の川の手前で
戻って来ました

BOXありがとう！ニコニコ
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第2790地区 会報　第1761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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1790回新年家族例会（2012.1.11）
■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/2012/

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～
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

新年家族会

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

 皆様、改めまして新年明けまし
ておめでとうございます。
　本日は大変お忙しい中、名誉
会員でもございます、秋山柏市
長・板倉様、並びに柏ローター
アクト・元米山奨学生の皆様、
会員のご家族の皆様、ようこそ
柏西クラブの新年例会にお越し
を下さいました。
 昨年の７月に会長を受け、新旧
役員交替式から始まり、東京ス
カイツリーへの職場見学会・第
10分区の情報研究会・更には、
地区大会等々、大変多くの経験
をさせて頂きました。皆様方の
ご協力により、年度の半分が無
事に終わる事が出来ました。こ
の場をお借り致しまして改めて
御礼を申し上げます。本当にあ
りがとうございました。
　今年のお正月は、いかがでし
たでしょうか！ご自宅で、ご

ゆっくりされた方・国内外への
旅行へ行かれた方等、色々なお
正月を迎えた事と思います。
　元日には、柏レイソルが国立
で天皇杯優勝「日本一」になっ
た訳です。これで２年連続の
ACL出場が決まりました。この
勢いで、今年も２年前の様に
リーグ優勝をしてほしいもので
す。
　そして、二日～三日と行われ
ました。第８９回箱根駅伝、日
体大が３０年ぶりに１０回目の
総合優勝を致しました。今回の
駅伝では、城西大学と中央大学
が５区で途中棄権というアクシ
デントがありました。
又、千葉県からは、順天堂大学
と中央学院大学の２校が出場を
し２校共シード権を獲得致しま
した。順大が６位・そして中央
学院大学は１０位と頑張りまし
た。どこの大学も優勝をねらう
のは当たり前ですが、レベルが
高くなった為に、まずシード権
獲得が目標になってきておりま
す。
　皆様より、中央学院のシード
権おめでとうという、メールを
頂きありがとうございました。
５年ぶりのシードとなりまし
た。来年は１２年連続１５回目
の箱根駅伝出場になります。
今年と同様、応援お願い致しま
す。
　何回かお話しましたが、柏西
クラブの鈴木健吾さんも、専修
大学で箱根路の９区を走りまし
た。いくつになっても良い思い
出ですよね。

　さて、今日は例会と家族新年
会と二部構成になっておりま
す。
　新年会では、杉山親睦委員長
が企画を致しましたアトラク
ションを用意しております。
又、柏西恒例になっている行事
がございます。榎本洋史さん・
岡島昭信さん７０歳おめでとう
ございます。
通常ですと６０歳で赤いチャン
チャンコですが、柏西では７０
歳で赤いチャンチャンコをプレ
ゼントとをするしきたりだそう
です。楽しみにしていて下さ
い。
　最後に、私達会長・幹事のマ
スマスコンビは、マスマス最中
から始まりました。今日は、縁
起物のますます繁盛の日本酒を
用意致しました。皆様の前のグ
ラスについて有りますので、乾
杯で飲んで頂きたいと思いま
す。そしてそして、来賓・ご婦
人には今回はお土産にマルマル
どら焼きを用意致しました。帰
りにお持ち帰り下さい。
挨拶が長くなりましたので、今
日は何の日をお休み致します。
それでは、最後まで新年例会を
お楽しみ下さい。以上で、会長
報告とさせて頂きます。
　ありがとうございました。



出席報告

会員数　

出席率　100%

56名
本人誕生日
古田 会員

パートナー誕生日
水野、古田 会員

(^^♪
マハルジャン氏、キューイ－キー氏、
柏ローターアクトクラブ
板倉茂名誉会員

BOXありがとう！ニコニコ

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．関口徳雄ガバナーエレクト（2013-14年度）より
 地区委員委嘱の依頼
 金本元章会員　クラブ奉仕委員会　会員増強委員
　
2．日本ロータリー親睦ゴルフ大会の案内
 3月18日(月)　琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）
　
3．分区会長幹事会開催の案内
 1月15日(火)18：00～三井ガーデンホテル柏
 増谷会長、升谷幹事
　
4．国際親善奨学生の小野晴香さんより
 第1回報告書の提出を受けております。
 年末年始（グリーティングカード）の挨拶と
 ＄325寄付(サンダーベイローターアクト会長)のお礼

5．柏西ロータリークラブ
 オリジナルブレザーお仕立て会のご案内
 ①採寸期間）男性：1/11～2/8（金）まで
 　　　　　　女性：1/18（金）のみ
 ②場所）柏タカシマヤ 6F 背広上下販売場
 ③金額）30,000円（税別） 
 　　　　新規会員はロータリー金ボタン込
 　　　　2着目の方はロータリー金ボタン別途負担
 ④納期）約2週間
 ⑤その他）50,000円，70,000円ブレザーも対応

2013-14年度　新年家族会式次第
 司会；杉山　智　親睦活動委員長

■開会の言葉　　　　　　　　　　増谷信一　会長
■乾杯発声　　　　　　　　　　　中村博亘　会員
■祝 70 歳　　　　　　榎本洋史会員･岡島昭信会員
■アトラクション『江戸太神楽　獅子舞･曲芸』
■中締め　　　　　　　　　　　　根来冨士雄会員

次回の例会は1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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

祝 70 歳セーター　岡島会員・増谷会長・榎本会員 被害者 田代会員

市長参加の余興丸山会員入会式ローターアクト援助金授与市長挨拶
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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
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会 長：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1791回通常例会（2012.1.18）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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

　

　皆様、こんにちは。
　先週は、家族新年例会に大変
多くのご参加を頂き、ありがと
うございました。又、アトラク
ションでは、新年例会にふさわ
しい獅子舞やお神楽を見せて頂
き本当に楽しく時間を過ごす事
が出来ました。杉山委員長を始
め親睦委員会の皆様、ありがと
うございました。
　先日の火曜日に、第10分区の
会長・幹事会が三井ガーデンホ
テルで開催されました。当日は
新年会を兼ねてましたので、各

クラブの事務局員さんも参加し
て頂きました。もちろん柏西の
片岡さんも来て頂きました。宮
ガバナー補佐より、何点か報告
を頂きましたのでお伝え致します。
①ガバナーより、年度後半は
　退会者が増えるので、会員増強と
　退会防止をお願いします。
②ライラセミナーへの参加依頼。
③２月１９日の合同例会・IM
　について、柏西からは水野さんに
　「ロータリーとフェイスブック」
　で発表して頂きます。
④４月１６日の10分区の親睦
　ゴルフは、ザ・竜ヶ崎で開催
　致します。夜の合同例会は三井
　ガーデンホテルに決まりました。
　詳細は、後日決まりしだい連絡
　を致しますとの事です。
⑤宮ガバナー補佐が、１月下旬
　から２月上旬に各クラブへ例
　会訪問をしたいとの連絡です。
　柏西クラブには、１月２５日
　来週の例会に出席の予定です。
　以上が、会長・幹事会からの
報告でした。
　さて、今日の例会は「第4回ク
ラブ協議会」です。下期の活動
計画の発表を、五常任委員長に
して頂きます。年度後半におい
ても、各委員会による事業がま
だまだ沢山ございます。台湾へ
の公式訪問や地震の被災地への

職業奉仕、10分区では合同例
会・IMそしてゴルフコンペ等ま
だ残っております。
　そして、宮ガバナー補佐から
も報告が有りましたように、退
会者がここで出ておりますの
で、是非、会員の皆様のご支援
ご協力を頂き６名以上の会員増
強を達成したいと思います。皆
様、宜しくお願い致します。
　それでは、久しぶりに今日は
何の日を致します。
◎１９２４年１月１８日（今か
ら８９年前）東京市で日本初の
バスが運行開始。現在の東京都
の都営バスです。尚、この乗合
バスの営業開始した日に由来し
て、都バスの日の記念日にした
そうです。
◎１９６９年１月１８日（今か
ら４４年前）東大安田講堂事
件。東京大学の安田講堂に学生
が占拠し、火炎瓶等で、暴動を
起こし学生と警視庁の機動隊が
ぶつかり、大勢のけが人や逮捕
者を出した日です。
　話が長くなりましたので、以
上で今日は何の日を終わりにし
ます。それでは、今日の例会・
理事会と最後まで、宜しくお願
い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．献血キャンペーンの協力依頼
　　日時；2月10日(日)13：00～16：00
　　場所；みずほ銀行前(献血車両)



第 4 回クラブ協議会

【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　日 暮 肇委員長　日 暮 肇

　

下期活動計画について発表いたします。
　奉仕プロジェクト委員会には5つの小委員会が有
り、それぞれの活動について、担当する委員会で計
画し、実施してまいります。

■職業奉仕委員会　森市直樹委員長
○3月29日（金）に社会奉仕委員会との合同事業と
して、旭市の飯岡海岸へ行く予定です。
○4月後半頃、職業奉仕委員会で何か計画を立て実
施したいと考えています。今日の理事会にも利一委
員長より提案し、承認されれば、具体的な計画を立
て皆さんにご案内いたします。
○職業奉仕を通じて、地域の児童・生徒に職場体験
の場の提供。10
分区より、我孫子高等学校より職場体験（インター
シップ）の受け入れの申し出があり、これを受け入
れる予定でしたが、今期は見送ることになりまし
た。これを次年度に実施する場合は、今期から準備
をすることになります。検討が必要です。

■社会奉仕委員会　秋元慶一委員長
○3月29日（金）に職業奉仕委員会と合同で、飯岡
海岸へ行く予定です。計画では午前7時にりそな銀
行前を出発、飯岡海岸でゴミ拾いなど清掃活動を
行った後、実際に店を流されてしまったというお店
で食事をとり、多古町道の駅・千葉房総のむらに立
寄、柏に帰着という日程です。今でも仮設住宅に住
まざるを得ない人たちが大勢います。実際に被災し
た飯岡海岸を観て、防災の意識を高めて頂けたらと
思います。皆様には2月に入ってからご案内致しま
す。

■人間尊重委員会　馬場弘委員長
○献血キャンペーンに今年も協力致します。日時は
2月10日（日）午後1時から午後4時までとなってい
ます。集合場所など詳細につきましては別途ご案内
致します。

■新世代育成委員会　染谷照夫委員長
第36回シニアRYLAセミナー参加案内
（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

第36回シニアRYLAセミナーを
①2013年3月1日（金）～3日（日）2白3日
②千葉県鴨川青年の家　鴨川市太海122-1
04-7093-1666
③受付開始時間17時30分より
セミナー開会式21時00分
勤務上遅くなる場合は21時00分までにご来場くだ
さい。
④ロータリアン、各ロータリークラブ1名以上にて
お願い致します。（各クラブ新世代奉仕担当者が
最適）
⑤青少年、各クラブ推薦男子1名以上女子1名以上
合計2名以上（年齢20歳から30歳まで）
⑥登録料　参加者1名につき10,000円
⑦登録申し込　2013年1月31日までになります。
皆さんロータリアンの参加もよろしくお願いしま
す。

■世界親睦活動（姉妹クラブ）委員会　田代充委員長
　今年度の訪台は記念行事の続く次年度以降のこ
とを話し合うことを念頭として、上期に両クラブ
会長間で話し合われた公式訪問が２月２１日～２
３日にかけて行われます。活動計画に掲げた。
１．生活習慣・食文化の違いなどの再認識
・・・台湾の方々は朝昼夜の３食をしっかり摂り
ます。円卓での食事の時間のコミニュケーション
をとても大事にしています。そして、祭りごとが
大好きで変わった乗り物が大好きですし、一緒に
なにかすることも好きなようです。
２．歴史が物語る言葉のコミュニケーション
・・・台中以南の台湾人は中文ではなく口語の台
湾語でコミニュケーションを取っています。統治
国言語であり５０年統治していた日本語がそのま
ま習慣として話されることもあります。
・・・またその時々によってですが、中国語の表
現を嫌います。
・・・大家好（タチャーハオ）は（タケホー）相
槌の　好（ハオ）は（ホー）謝謝　（シェー
シェー）は多謝（トーシャ）や感謝（ガムシャ）
再見（サイチェン）は再会（ザイホエ）という具
合です。
　そのためにも、洗練されロータリークラブの知
識が有り、通訳の仕事に精通した優れた人材が必
要となってきます。
３．贈り物や特定の友人としての価値観など
・・・クラブを離れた特定の友人を大切にします。
そのために、式典での贈り物の交換はセレモニーの
意味だけでなく、同時期の役職を共に歩んだ特別な
友人として大きな意味を持ってきます。それゆえ
きっかけを大事にされています。表現の仕方は人そ



れぞれ違いますが、文化を受け入れていく事も大
切な事です。　　
　歴史と文化の相互理解を一人ひとりがその役目
を認識して、交流を図っていただきたいと思いま
す。緒先輩方が継承された歴史にリスペクトを表
し、また新たな道を築いていく事を再び思い起こし
てください。「私たちは奉仕の理想を目指す兄弟で
す。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。」　訪台の
成果については、委員会を中心に報告会を開催し、
今回訪台できなかった会員を含めて情報伝達等を行
いたいと考えています。また、今後米山奨学生の受
け入れを積極的に考えグローバルな奉仕を展開して
いきたいものです。
　私一人では、既に限界を感じているゆえ、多くの
ロータリアンの協力を更に期待いたします。
３つ目は、ガバナー訪問時に耳にした、グローバル
補助金については財団委員会と共に情報研究を行っ
ておくべきであると付け加えさせていただきます。

【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

　

 こんにちは。ロータリー財団委員会の鈴木です。
当委員会では、年間を通して、ロータリー財団その
ものや、そのものや、そのプログラムと、これを支
援する必要性について、少しでも多くの会員の皆様
にご理解頂けますように活動しております。そして
毎年あなたも100$を（Every Rotarian Every 
Year）を確実に達成し、世界で良いことをしよう
よと云うロータリー財団への安定した支援をしてい
くことを目標に活動しております。
　上期が終わった時点で、当クラブ会員の皆さん全
員の方々からあたたかい御支援、ご協力を頂き、一
人100$以上の寄付をして頂き、当初の目標を達成す
ることができました。ご協力ありがとうございま
す。
　又、下期は、田代健一会員が人事異動で丸山会員
に代わったり新入会員の方も何名かあると聞いてお
ります、新しくロータリークラブに参加する方々に
も同様の活動をし、完全に目標を、完全に目標を達
成したいと思います。

【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】
委員長　小 林 太 時委員長　小 林 太 時

　

 昨年の第三回クラブ協議会において皆さんにご報
告致しましたが、ホームページの更新に充てられ
た予算が、ＩＴ雑誌広報委員会の水野委員長のご
好意により余りましたので、柏西クラブの広報活
動として最大限に活用できるものとして、田代会
員が既に携っている「疎開支援の会のイベント」
に利用させていただきたいと思います。
 昨年の発表以来、最初の理事会が本日ですので、
まだ決定した事項ではありませんが、１月30日に
疎開支援の会のイベントとして行なわれます「鴨
川シーワールドバスツアー」に共催という形で協
力をさせていただく予定ですので、本日の理事会
に議題として出しております。費用としては90,000
円ほどになります。理事の皆さんご理解をお願い
致します。
　当日は千葉日報さんも取材に入るそうですの
で、柏西クラブとしても、１名程度共催の担当者
を出す必要があると思います。
　この他に、今後の各イベントについても既存の
ＨＰへの報告に合せて、フェイスブック等にてリ
アルタイムな広報活動を順次露出して行き、次年
度の活動につなげて行きたいと思います。
　最後に、今年度になり一部の方が会報に掲載し
ます記事を遅れた実績がございますので、改めて
例会の翌日の土曜日ないし、翌週の月曜には原稿
並びに写真の入稿を厳守していただきますようこ
の場をお借りして再度お願い致します。

【クラブ管理運営兼CLP委員会】【クラブ管理運営兼CLP委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

　皆様の協力のお陰で前期は充実したクラブ運営
ができた事と思います。
　増谷会長、升谷幹事両人の努力とお人柄によ
り、例会も毎回、色々な企画やアイディアが出
て、とても和気藹々とした楽しい場になっていま
す。後期においても、会員の皆様の意見をいただ
きながら、クラブ運営が順調にいくようにしてい
きたいと思います。
　会員の皆様、何か気付いたことや改善・提案等、
どんな小さな事でも構いませんので一声、声をかけ
て頂きたいと存じます。ご協力宜しくお願い致しま
す。
　私共の担当小委員会について発表致します。



■プログラム委員会　委員長　金本元章
　下期は、更なる通常例会の充実を目指し、会員
の資質向上に役立つ有益な、そして会員満足度の
高プログラムを提供する。
[活動計画]
1．社会経済、文化、奉仕、芸術、スポーツの各分
野からバランスよく卓話を構成する。
2．会員卓話を取り入れ、ロータリアンが話術を向
上するための実施の機会。
3．ロータリー月間に応じた内容を盛り込む。
4．年間を通じ職場見学、インターゴルフ、移動例
会などを計画する。

■親睦委員会　委員長　杉山智
　下期1回目の例会の江戸大神楽はいかがだったで
しょうか。新春の喜びを演技者で御祝いしたいと考
えました。下期も例会が楽しく行われ、各委員会の
活動に協力し職業奉仕・社会奉仕委員会合同事業で
ある職場見学などです。また、今期最後にはイン
ターゴルフ、親睦旅行などが控えています。具体的
なプランができますまで今しばらくお楽しみにお待
ちください。また、例会終了後におけるサロンは引
き続き行なっていきます。香り豊かなコーヒーをい
ただきならがロータリー活動談義などを進めていき
たいと願っていいます。お時間のある方はご参加く
ださい。
　最後になりますが、親睦委員会として下期もこの
ほかの活動を考えています。福井院長さんをはじめ
委員のみなさんと一緒になって活動していきます。
皆様のご協力をお願い致します。

■出席委員会　委員長　柳肇
　出席率を向上させるために、会員の皆様と連絡
を密に取り合い例会出席を促していきたいと思い
ます。

【会員増強委員会】【会員増強委員会】
委員長　嶋 田 英 明委員長　嶋 田 英 明

　

 まず前期はデータ集めをしました。実質は水留会
員1人でした。私が11月に入院しまして、これから
行動と云う事でしたのに残念です。しかし、入院
先にも会長や小委員長の松本エミさんが来て話さ
れ責任を感じさせられました。
　さて、後期はネタはあるのですから行動のみで
す。もう一度、自分の推薦者を思い起こして下さ
い。現在、私が考えていますのは、当クラブの例
会にオブザーバーで来て頂くことだと思っており
ます。月予定の特に外部卓話をおすすめ致しま
す。まずは例会に来ていただくことだと思いま
す。
　今のところ、入会予定見込者は6名おりますが、
あと4名予定者を作りたく思いますのでご協力をお
願い致します。
　尚、研修に関しましては、最後の方でまとめて行
いたく思っております。

■2月1日（金）【通常例会】－お祝い事・理事会－
 卓話＝3分間スピーチ

■2月8日（金）【通常例会】
 卓話＝田代充　世界親睦活動委員長

■2月15日（金）【通常例会】
 外部卓話＝株式会社春日や
 代表取締役　中村靖 様

■2月19日（火）【合同例会】
－第10分区合同例会及びIntercity Meeting－　
 □場所：れいたくキャンパスプラザ3F
 □時間：12:00～お食事
 　　　　12:30　点鐘 
 　　　　13:30～15:55　IM
 □テーマ：『ロータリーと地域社会』
 　柏西RC発表者：
 　水野晋治IT・雑誌広報委員長
 　「柏西ロータリークラブとfacebook」

■2月22日（金）【休会】2/19（火）に振替

＜その他の行事＞
■2月2日（土）14:00～16:30 
　補助金管理セミナー
　（鈴木桂三R財団委員長予定者）

■2月10日（日）13:00～16:00
　献血キャンペーン（みずほ銀行前）

■2月21日（木）～23日（土）
　国際親善交流台湾旅行
（台中港東南扶輪社公式訪問）
 会員参加　11名
 外部参加　  3名

2 月の行事予定



本人誕生日
川和、柳 会員

東日本大震災義援金(7/1～12/31現在)
141,771円

パートナー誕生日
湯浅 会員

結婚記念日
染谷 会員

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は1月25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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　80%

55名

11名

秋元、小澤、勝田、ゲイビ、小阪、
後藤、佐藤、杉山、中村（佳弘）、
富士川、村田　　各会員
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例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　片山 真一　様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちは。
　今日はお忙しい中、第10分区
宮ガバナー補佐・山崎ガバナー
補佐幹事そして卓話者として、
(株)隅田屋商店 代表取締役 片山
真一様、ようこそ柏西ロータ
リークラブの例会にご出席をし
て頂きました。

　１月１５日に、第10分区の会
長・幹事会が開催され、本日お
越しの宮ガバナー補佐より、得
居ガバナーから年度後半は退会
者が増えるので会員増強と退会
防止をお願いします、との報告
がございました。しかし残念な
事に、先週の理事会において長
瀬慈村さんが一身上の都合によ
り、昨年の１２月３１日をもっ
て退会をしました。下期のス
タート会員数は５４名となりま
した。
　先週のクラブ協議会でも、嶋
田会員増強委員長がお話しまし
た様に、会員の皆様のご協力を
得て６名以上の会員拡大を是非
達成したいと思いますので宜し
くお願い致します。
　さて、今日の例会は「株式会
社隅田屋商店代表取締役片山真
一様」に卓話をお願いしてござ
います。片山様は、〔五つ星お
米マイスター〕と聞いておりま
す。その事を含めましてお話を
して頂ければと思います。限ら

れた時間ですが、片山様どうぞ
宜しくお願い致します。
　又、宮ガバナー補佐にも「卓
話」の前にご挨拶を頂戴したい
と存じます。
　それでは、簡単に今日は何の
日を致します。
◎１９０２年１月２５日（今か
ら１１１年前）北海道旭川市で
最低気温を観測〔マイナス４
１℃〕
※日本の公式観測、最低気温記
録です。いまだにやぶられてい
ない。
　１月１４日の成人の日に、７
年ぶりに大雪が降りましたの
で、今日はこの話題とさせて頂
きました。この後の時間をたっ
ぷりと取りたいので、一つだけ
でにしておきます。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

1．ロータリー財団の寄付に対し、認証記念品の送付
 増谷信一会長　ベネファクター

2. ２月9日(土)柏市青少年健全育成推進大会の参加依頼

3. 《受信》ポコアポコ通信

幹事報告 幹事　升 谷 庸



お米の現状とおいしいご飯のお米の現状とおいしいご飯の
炊き方について炊き方について	

Ⅰ 自己紹介
Ⅱ お米を取り巻く環境の変化と
    今後について
Ⅲ おいしいごはんの炊き方について
Ⅳ ご試食と質疑

【講師プロフィール】
片山真一　（カタヤマ　シンイチ）　様
　1966 年（昭和 41 年）
東京都墨田区生まれ
東京下町、墨田区のお米屋の 5 代目と
して株式会社隅田屋商店代表取締役
　2011 年
お米マイスター 3つ星取得
吟撰隅田屋米すみだ地域ブランド
「すみだモダン」取得
 2012 年
お米マイスター 5つ星取得
代官山蔦屋書店にて吟撰隅田屋米発売開始
伊勢丹新宿店シェフズセレクションに
吟撰隅田屋米がセレクト
 2013 年
有名シェフ、大手百貨店とのコラボ
商品開発中

卓話 株式会社隅田屋商店　片 山 真 一



結婚記念日
鈴木（健） 会員

BOXありがとう！ニコニコ

山崎康弘ガバナー補佐幹事（柏南RC）

宮 寛ガバナー補佐（柏南RC）

ビジター

次回の例会は2月1日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　80%

55名

11名

大田、小澤、金子、小阪、後藤、佐藤、
杉山、髙田、中村（佳）、冨士川、村田

各会員



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

◯
�������「鴨川シーワールド�バスツアー」の件 承認

◯ �1月18日の第9回理事会において否決をされました、柏西RC共催
の件ですが、共催を後援に変更する事で、再度持回り理事会において

☓

◯

◯

☓

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ●次回理事会�2013年2月1日（金）〔例会終了後〕

��（祝儀として公共イメージ委員会より￥10,000捻出をお願い致します）
���ての、ご承認をお願い致します。

勝 田 健 一

金 本 元 章

杉 山�  智

金 子     正
���イメージアップの為に、小林太時委員長に参加をして頂く事で、重ね

◯嶋 田 英 明

�尚、1月30日当日は新聞社が取材で同行する為に、柏西RCの公共

   小 林 太 時

�※�期日が迫っておりますので、持回り理事会とさせて頂きました。

ご承認をお願い致したく上程をさせて頂きました。

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�持回り理事会資料

2013年�1月 25日�

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

増 谷 信 一 ①疎開支援の会(芦川哲男代表)主催�柏西ロータリークラブ共催

森 市 直 樹

鈴 木 桂 三

日 暮�  肇

升 谷  �庸

馬 場�  弘

安 川 武 年
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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1764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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1793回通常例会（2013.2.1）
■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/2012/

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～
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　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. 卓　　話　3分間スピーチ　各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　
　皆様、こんにちは。
　今日はお忙しい中、柏南RCより河
合嘉久様、ようこそ柏西ロータリー
クラブの例会にご出席をして頂きま
した。
　さて、先週は、隅田屋商店の代表
取締役　片山真一様に、「お米の現
状とおいしいご飯の炊き方につい
て」卓話をして頂きました。お米は
毎日食べているのに、改めてお米に
ついて教えて頂いた様な感じが致し
ました。あれから一週間が過ぎまし
たが、その間外食をするたびに、１.
４の炊き方だなと思いながら食べる
様になりました。皆さんはどうでし
たか？ 
　その例会日の翌日に、2790地区の
「クラブ奉仕セミナー」がマロウド
インターナショナルホテル成田で行
われました。当日は、地区に出向に
ております、金本委員長そして
Facebookでの広報紹介の発表者とし
て、水野委員長・勝田会長エレクト

と私の４人で行って参りました。金
本さんは、地区のクラブ奉仕委員で
したので、なんと先週の例会が終
わって直ぐに成田のホテルまで行っ
たそうです。もちろん泊りがけの準
備だったそうです。
　今日は、少しお時間を頂いて「ク
ラブ奉仕セミナー」について報告を
させて頂きます。
　まず最初に、水野委員長の
Facebookでの広報紹介からお話をさ
せて頂きます。柏西ロータリークラ
ブが地区内で初めてFacebookを導入
した事の事例発表でした。スマホに
よる実演をして頂き、前日の例会の
隅田屋商店のお米の卓話を見せて頂
いたり、カナダに居る財団奨学生の
小野晴香さんのビデオレターを紹
介、そして姉妹提携をしています台
中港東南扶輪社の台湾での様子な
ど、更には、今行っている地区の奉
仕セミナーを瞬時に搭載して見せて
下さいました。会場には、約２５０
人以上の会員が集まっており、あち
こちでスゴイナーの声を聴きまし
た。多分年配者が多かったので、ス
マホについて行けない方々の声だっ
たと思います。
　又、地区クラブ奉仕委員会で作成
しました、「会員増強アンケート調
査結果」を金本さんが発表致しまし
た。その内容をセミナー中、読ませ
て頂きましたので、その一部を紹介
させて頂きます。
　まず最初に、会員誘導アイデアか
ら致します。
①５人のロータリアンが協力し、新
会員を１人勧誘します。
②新会員を推薦することを名誉なこ
ととします。クラブ週報や例会で推
薦者を表彰します。
③有力で地域社会に関心がある人の
氏名を地元の商業機関紙で調べま
す。

以上の内容を含め、１９項目もあり
ました。
　次に、退会防止についてです。
（退会者への質問票からの内容で
す）これは、大変役に立つと思いま
すので、あえて言わせて頂きます。
　ロータリーの各在籍期間別にまと
めた内容です。
①在籍１年未満及び１～２年
最初の１～２年以内に退会する会員
の多くは、入会前に会員の責務につ
いて十分に知らされていない。ある
いは、入会後にロータリーに関する
十分な教育が受けられなかった。
②在籍２～３年
２～３年にクラブを退会する会員の
多くは、クラブの行事や活動への参
加意識が得られないこと。
③在籍３～５年
３～５年でクラブを退会する会員の
多くは、期待した親睦が得られな
かったこと、クラブ指導者に対して
不満を抱いていた等。
④在籍５～１０年
５～１０年でクラブを退会した会員
の場合は、これも３～５年と同じ
で、期待した親睦が得られなかった
こと、およびクラブ指導者に対して
不満を抱いている。
⑤１０年以上
クラブに１０年以上在籍した後に退
会する会員の多くは、クラブの現行
プログラムに関心がないこと。
　この他の理由としては、各在籍年
数に共通して言えるのは、会社の退
職や移動・家庭の事情・財政的制約
や健康上の問題等も退会の理由に有
りました。又、このアンケート調査
資料の中に、８４ロータリークラブ
の比較が有りましたので、参考迄に
報告致します。

　



本人誕生日
日暮、中村（佳）、
中嶋、中村（博）、
五十石、松本（ユ） 
　　　　 各会員

パートナー誕生日
増谷会長、田代（充）会員

結婚記念日
水野、アデル 会員

遅くなりましたが
古希の御祝いセーターのお礼
岡島、榎本 会員

BOXありがとう！ニコニコ

河合 嘉久（柏南）

ビジター

東日本大震災義援金
(７/１～１/３１現在)
１５４，０６５円

次回の例会は2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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　78.18%

55名

12名

太田、小澤、後藤、小溝、佐藤、東海林、杉山、
染谷、髙田、冨士川、村田、湯浅　　各会員

◎RCの会員数
〔最多人数　千葉RC７０名・最少人数
　大多喜RC８名〕
　柏西は上位６番目です。ちなみに
２０名以下は、１５クラブ有りました。
◎入会金
〔最高額 ￥150,000
　冨里RC・最低額 ￥０　鴨川RC〕
　柏西￥100,000は、平均より少し上
でした。同額は16クラブ有りました。
◎年会費
〔最高額 ￥363,000

　千葉西RC・最低額 ￥85,000 銚子東RC〕
　柏西 ￥300,000は、平均よりかなり
上でした。
　この様に、今回のクラブ奉仕セミ
ナーは実りの有る研修となりまし
た。又、もっと詳しい内容を機会が
有りましたら、金本委員長に卓話と
してお願いしたいと思います。
　最後に、残念な事に柏高島屋店長
の村田善郎会員が、本日2月1日付け
で高島屋本部に急に移動されまし
た。来週の例会に、新店長とご一緒

にご挨拶に来て下さるとの連絡が有
りました。
　昨年の12月にクレストホテルの田
代総支配人も急に移動され、続けて2
名も変わる事になりました。移動・
転勤はお勤めされている方の宿命な
ので仕方がないですね。
　今日は、色々と長くお話をしまし
たので、今日は何の日はお休みをさ
せて頂きます。以上で、会長報告と
させて頂きます。
　ありがとうございました。

1．2月のロータリーレートは 1ドル＝88 円
2．2013-14 年度ロータリー米山記念奨学生“世話クラブとカウンセラー引き受け”について連絡がきております
3．例会変更のお知らせ

幹事報告 幹事　升 谷 庸

3 分間スピーチ

1．松本 （ユ） 会員1．松本 （ユ） 会員 2．河合 様（柏南）2．河合 様（柏南） 3．五十石 会員3．五十石 会員 4．中村（佳） 会員4．中村（佳） 会員
 私の若さの秘密。７時過ぎに
は疲れてぐったりしますが、
週に２回はセントラルで汗を
流しています。一番の秘訣は
ダーリンが10歳年下で楽しく
暮らしていることです。

 この会場のすぐ隣り明治安田
生命の支社長をしておりま
す。昔出席率の高い刈谷RCに
おり、出席率で迷惑が掛から
ないようにと今日も西クラブ
さんにお邪魔しております。

　42歳でバツイチで婚活中で
す。娘は24歳と17の二人がい
ます。今月21日～24日にはコ
ンダクターとして台湾へご一
緒させていただきます。

　今年のインフルエンザはA型
が終了で、タミフルは一日２
回の服用ですが、１回で効く
イナビルという名の薬が良く
服用されています。もしイン
フルエンザかなと思ったら外
出はしないことです。



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

◯ ①2013-2014の年度�役員(SAA)交代の件

◯ 臨時総会を来週昼食時中に開催 （承認）

◯

☓

③2013-14年度米山奨学生『世話クラブとカウンセラー』の件
◯ 次年度会長幹事に一任

④新入会員候補者の件

㈱春日や�代表取締役
推薦者＝中嶋利生会員 承認

☓
④報告事項

◯
□ 3/1~3/3RYLA参加者

ロータリアン＝染谷照夫新世代育成委員長
◯         青少年＝後藤   典子様（柏さくら幼稚園)

������� � 勝俣公美子                     勝俣公美子様  (        〃            ）

◯
⑤その他

□ 事務局(3RC)FAXリース(満了日2010年6月23日現在再リース)の
◯ 新商品への取替えの件

承認

◯

◯ ●次回理事会�2013年3月1日（金）〔例会終了後〕

嶋 田 英 明

勝 田 健 一

金 本 元 章

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�第10回�理事会資料

2013年�2月 1日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

�田代健一会員(SAA)退会の為、中嶋利生会員に依頼
増 谷 信 一

金 子     正

（勝田健一会長エレクトより）

□�2012-'13年度7月1日~1月31日決算報告

（前週までに会員へ通知）
���延長を宜しくお願い致します。

②3月第4例会時間延長の件

���ので、通常例会の1時30分終了を15分延長し、1時45分迄の時間に
�3月22日の例会は、卓話者として秋山柏市長を予定いております

���※臨時総会開催の必要について

中村�靖様�(1962年12月11日生�50歳)

日 暮�  肇

   小 林 太 時

升 谷  �庸

馬 場�  弘

安 川 武 年

森 市 直 樹

鈴 木 桂 三

杉 山�  智

◯
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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
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　田代 充 会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　先週の会長報告でお話をしま
した、柏高島屋の村田前店長と
牧野新店長が、本日引継ぎも兼
ねまして、例会にお越しを下さ
いました。村田様・牧野様あり
がとうございます。後で、村田
様より改めて、ご挨拶と牧野様

のご紹介を頂きたいと思います。
　さて、日が立つのも早いもの
で今年に入り、もう一か月以上
が過ぎてしまいました。勝田・
金子年度も理事予定者の会議が
今週の火曜日にございました。
これからは、本年度と次年度が
並行して進む時期になりますの
で、重複をされている理事・役
員の皆様、宜しくお願い致します。
　先週の例会は、地区のクラブ
奉仕セミナーのお話で、会長報
告が終わってしまいまので、今
日はたっぷりと今日は何の日を
したいと思います。
　そこでですが、毎例会、今日
は何の日をして来ましたので、
何人かの人が先に調べて来るよ
うに成り、大変やりづらくなっ
て来ました。今日も調べて来た
方がいても、先に言わないで下
さい。宜しくお願いします。
　それでは、今日は何の日を始
めます。
◎１５６７年２月８日（今から
４４６年前）松平家康が徳川姓
を朝廷から許されて、徳川家康

と改名しました。
◎１９０４年２月８日(今から１
０９年前)ロシア軍艦を日本海軍
が奇襲し、日露戦争が勃発。
◎１９８２年２月８日(今から３
１年前)東京都永田町のホテル
ニュージャパンで火災が発生
し、９時間にわたって燃え続
け、３３人の死者と３４人の負
傷者を出す大惨事となりまし
た。
◎１９２８年２月８日(今から８
５年前)私の父親の生まれた日で
す。亡くなって、もう１２年に
なります。
　以上、今日は何の日でした。
　今日の例会は、田代充（世界
親睦委員長）の卓話です。２月
２１日から台湾へ公式訪問をし
て参りますので、その事も踏ま
えて、お話をして下さると思い
ます。田代委員長、宜しくお願
い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．大多喜ロータリークラブ
 　『五十周年記念例会』開催の案内
 期日；3月5日(火)
 会場；九十九里ヴィラ　そとぼう

2．「第14回ロータリー国際囲碁大会」の案内
 日時：4月12日(金)･14日(土)
 会場；韓国（大邱市）

3．2013-14年度版「ロータリー手帳」の注文依頼
 　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；2月20日(水)15：00～
 場所：日立柏総合グラウンド 体育館2階会議室

5．例会変更のお知らせ
 我孫子RC；2/19(火)第10分区合同例会
               及びIMに変更
 印西ＲＣ；2/13(水)は2/14(木)の第9分区



卓話 田 代 充

　本日は、世界理解月間に因んでという事で卓話の時間がいた
だけましたこと感謝します。
　当柏西ロータリークラブには恒久的プログラムとして台湾の
台中県に姉妹クラブがありますので、このプログラムの歴史と
継承そして発展についての知識伝達を行うべきところですが、
いただける時間内ではとても話しきれる単純な歴史ではありま
せんし、触りに到達できやもわからないものです。さて比較的
入会が若い会員さんには、何の話をしているかの基本知識が伝
わっているとは思えませんので、いち早く当クラブの情報委員
会を行うべきではないでしょうか？当委員会では、上期にファ
イヤーサイドミーティングを呼びかけましたが、反応はいま少
しというところでした。その後、会長の諮問には書面会議を開
催し、活動計画・上期活動計画・上期活動報告・下期活動計
画、の検討をし、プロジェクト委員会主催合同会議に出席方針
を伝えてきました。また今期は会長諮問による台中港東南扶輪
社の創立３４周年式典に参加し、クラブ間の今後のスケジュー
ルの調整に前日より台中県に入り話し合いがもたれます。
　旧正月とランタン祭りの最中、事前打ち合わせと訪問スケ
ジュールにおわれ、２月１日には訪台団結団式が開催され万全
を期して望みたいと思いますが、さすがに疲れも溜まってきて
おります。
では触りまで。
・・・劉先生のご逝去で台湾人の人生観にふれて・・・
　台湾では天空があり神が存在する。人は地上に在り地上を去
ると高齢であれば仙人となり民を見守っている。
　訪問団長の祝辞ですが次の文面を投稿しました。「今日もま
た宇宙は存在し、太陽は輝き地球はゆっくりと自転していま
す。私たちプラチナ色の銀河の微笑みに包まれて，確かに存在
しすこやかに呼吸しています。此の大地で硬く手を繋ぎあった
私たちは、与えられた時間をお互いに慈しみあい、どこまでも
まっすぐに、未来永劫に超我の奉仕を邁進し、世界平和に貢献
して参りましょう。私たちは同じ時間を旅する道連れです。心
を通わせる兄弟です。」宇宙、いわゆる天空は大地を取り込
み、人は存在するという文面を引用しましたが、口語スピーチ
では台湾の文化を尊重し、スピーチにはあまりふさわしく無い
と判断し台湾で伝えられている教えを盛り込んで祝賀してまい
ります。
　咱台湾有一句話講「日頭赤艶艶　隨人願性命」　
不苟・・・太陽は赤く陽陽と人それぞれの願い人生を照らし出
します。しかし・・・・うんぬんという語りだしですが、文化
交流の相互理解という重みのある課題に、文語の祝辞と口語の
スピーチのふたつを用意しました。慎重にかつ綿密に取り組む
ことが必要と考えています。このことは、いわゆる公式訪問期
のセレモニーだけに留まらず常に奉仕で結ばれた兄弟クラブと

しての情報を共有しておくべきものなのでしょう。
　４大奉仕時代の国際奉仕で自分なりに時間を掛けて台中港を
耕し、台湾と日本にチーム田代を組織してきました。ロータ
リークラブのあり方にある程度精通した通訳をし、決して人間
関係に踏み込まない、またその場しのぎの間違った通訳をせ
ず、確かな情報をカバーしてくれ、ボスを守る優れた人材を育
成してきたつもりです。統治国言語を使ってきた台湾の方々は
台湾の中国語をはなしますが、中国語での意思疎通は行ってい
ません。これがこの地域の本当の姿です。中国人の書いた書面
はほとんど理解できません。貿易上の商談には必ず双方の言葉
に精通した通訳が必要となる訳です。もちろん、わたし達姉妹
クラブもそこに本来の交流の意味を見い出していくことが大切
ではないでしょうか。
　下記は、下期活動計画に記載した当委員会の書面会議の一部
です。
１．生活習慣・食文化の違いなどの再認識
・・・台湾の方々は朝昼夜の３食をしっかり摂ります。円卓で
の食事の時間のコミニュケーションをとても大事にしていま
す。そして、祭りごとが大好きで変わった乗り物大好きです
し、一緒になにかすることも大好きなようです。
２．歴史が物語る言葉のコミュニケーション
・・・台中以南の台湾人は中文ではなく口語の台湾語でコミ
ニュケーションを取っています。統治国言語であり５０年統治
していた日本語がそのまま習慣として話されることもあります。
・・・またその時々によってですが、中国語の表現を嫌います。
・・・大家好（タチャーハオ）は（タケホー）相槌の　好（ハ
オ）は（ホー）謝謝（シェーシェー）は多謝（トーシャ）や感
謝（ガムシャ）再見（サイチェン）は再会（ザイホエ）という
具合です。そのためにも、洗練されロータリークラブの知識が
有り、通訳の仕事に精通した優れた人材が必要となってきます。
３．贈り物や特定の友人としての価値観など
・・・クラブを離れた特定の友人を大切にします。そのため
に、式典での贈り物の交換はセレモニーの意味だけでなく、同
時期の役職を共に歩んだ特別な友人として大きな意味を持って
きます。それゆえきっかけを大事にされています。表現の仕方
は人それぞれ違いますが、文化を受け入れていく事も大切な事
です。
　ということで、この卓話に関しては、下期の活動計画の確認
までとし、帰国後に報告会を行い、成果をファイヤーサイド
ミーティングで情報公開をいたしたく思います。是非新しい会
員さんをまじえてミーティングが開催される事を期待いたしま
す。責任者は増谷会長・会長エレクト勝田会員・次期金子幹事
にお願いしております。

結婚記念日
秋元 会員

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は2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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・村田 善郎・小阪 博司

出席報告
会員数　
欠席者　

出席率　78.18%

55名
9名

太田、後藤、佐藤、東海林、杉山、染谷、髙田、冨士川、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？
4. みんなのためになるか？

会 長：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1795回通常例会（2013.2.15）
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　中村 靖 会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　今日はお忙しい中、桝田様・渋谷
様・そして新入会員として本日の卓
話をして頂けます、春日や代表取締
役の中村様、ようこそ柏西クラブへ
お越しを下さいました。中村様に
は、お食事の後に「卓話」をして頂

きますので、宜しくお願い致します。
　又、先週お越し頂きました、柏高
島屋店長の牧野様が、本日出張の為3
月1日の例会日に入会式をさせて頂く
事になりましたのでご了承下さい。
　さて、先週の日曜日に、柏西・南
クラブ合同の「献血キャンペーン」
がございました。柏西クラブから
は、馬場委員長を始め、中村パスト
ガバナー・日暮委員長・中嶋会員・
松本隆一郎会員・水留会員・升谷幹
事そして私の8人で参加をして参りま
した。当日は、晴れておりました
が、まだ冬の寒さが残っておりまし
た。中嶋会員と私は、血の気が大変
多いので４００CCの献血をして来ま
した。このレイソルストラップは、
輸血の御礼に頂きましたので、欲し
い方にプレゼント致します。
　来週の例会は、19日（火）に広池
学園のれいたくキャンパスプラザで
「第１０分区 合同例会及びI,M,」が
開催されます。そのI.M.の時間に、柏
西ロータリークラブを代表して、水
野委員長がフェイスブックをいち早

く、第2790地区において導入した事
について発表をして頂きます。当日
は、全員登録ですので、一人でも多
くのご出席をお願い致します。詳し
い内容は、幹事報告で致します。
　それでは、恒例の今日は何の日を
致します。
◎１８７７年２月１５日（今から１
３６年前）西南戦争が始まる。又
は、西南の役「現在の熊本県・宮崎
県・大分県・鹿児島県」において、
西郷隆盛が起こした武力反乱です。
◎１９５５年２月１５日（今から５
８年前）文部省が、重要無形文化
財・指定制度に基づき、日本初の
「人間国宝」を認定致しました。 
◎１９４７年２月１５日（今から６
６年前）逆井村の大きな畑の中で、
丸々と太った大変健康な赤ちゃんが
生まれました。「日暮 肇」会員です。
お誕生日おめでとうございます。重
ねて当日賞、おめでとうございます。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．ロータリーを通じた人道的奉仕への貢
献を称えることを目的とした「ロー
タリーの配偶者/パートナー奉仕功労
者」推薦の依頼（締切2/22）

2．千葉献血推進協議会より千葉県内
400mlの献血量が不足の状況、ロータ
リアンへの献血協力の依頼

 柏献血ルーム＝柏液東口 榎本ビル5階

3．例会変更のお知らせ
 松戸東RC：2/22（金）は夜間例会
 柏東RC：2/21（木）は2/19（火）
　　　　「第10分区合同例会及びIM」に
　　振替の為休会

　　　　　　  ：2/28（木）は夜間移動例会

4．会長エレクト研修セミナー開催の案内
 日時：3月31日（日）13:30～
 場所：ホテルニューオータニ幕張

入会式

中嶋 会員、中村 靖  新入会員



卓話 中 村 靖

清酒・焼酎蔵元の現在 
　景気低迷を受けた企業の交際費削減・経済のソフト化
に伴う重労働の減少・飲酒以外の娯楽の充実に端を発し
た若者を中心とするアルコール離れといった多様な要因
により、酒類の消費は長期に渡って減少を続けている。
ワインやリキュールに代表される、ライフスタイルの西
洋化による消費量の増加が見られるカテゴリーも中には
あるが、日本の伝統的な酒類（清酒や焼酎といった和
酒）はとりわけ顕著な動きを示す。
　清酒については、課税移出数量が平成８年以降１７年
連続で減少となっている。しかし、震災後のこの２年
で、業界一丸となった「日本酒情報の発信力」は飛躍的
に向上した。流通業者にも消費者にも着実に「日本酒の
魅力」は浸透し評価され、中長期的な消費量の減退に歯
止めがかかった。
　国民に芽生えた復興支援特需や業界が画策する國酒プ
ロジェクトなどのイベントによって高まった注目と関心
をいかに継続し拡大できるか。女性や若年層など新規顧
客開拓を狙った情報発信の一層の進展が求められる。
　もともと、清酒蔵元の経営状況は大変厳しく、欠損企
業が多く存在する。酒造りを始めるに当たって原料とな
る酒米の仕入れは現金であり、多くの蔵元は銀行借り入
れによって資金を手当てしている。また、仕込みに不可
欠な醸造機械の価格は数千万円単位が普通ととても高価
であり、中古品でも高止まりしている状況のため、設備
投資に負担がかかる。
　米の価格であるが、食用米を例にとるとコシヒカリは
１俵60kgとして、18,000円ぐらいから25,000円ぐらいす
るのだが、酒米はキロ18,000円ぐらいから30,000円ぐらい
である。実際にはそれを精米して、大吟醸の場合などは
６割を糠として、捨ててしまうので実質は倍以上の値段
となる。
　酒米が高い理由は、蔵元が予約した分の作付けをせ
ず、間引きをすることにある。例えば、山田錦を１０万
俵注文出すとすると、９万俵しか作付けしないため、価
格が上がる。農家は、食管法で補助金を手にしていなが
ら、値段を釣りあげているのだ。しかし、山田錦は余っ
ているのにもかかわらず、値段が下がらない。市場原理
を超えた恐るべき力が裏で働いているからだ。
　醸造機械の価格も高い。１台当たり数百万円から数千
万円くらいするものを何種類も揃えねばならず、仮に全
自動にしようと思えば、数億から数十億もかかる。とこ
ろが数千万するような機械でも大手重工のエンジニアの

人から見れば、オモチャのように稚拙な出来栄えで、ど
う見ても法外な価格に映るようである。これは、醸造用
の機械を製造するメーカーの数が少なく、技術水準が低
くても通用してしまうからである。
　また清酒産業は、殆どの会社が技術を委託している不
思議な業界である。豆腐屋の主人は豆腐をつくれるし、
ラーメン屋の主人はラーメンを作れる。しかし、小さな
酒蔵は自社に技術を持っていない。それは、杜氏や蔵人
といった季節労働者を雇用して、製造してもらっている
ため、社内に技術が蓄積されないという深刻な問題があ
る。そのため、杜氏が変わったりすると、全く酒質が
違ってしまうという事がよくある。造り酒屋の主人は酒
を造れず、言わば杜氏という季節の契約社員が蔵の運命
を握っているという異常な状態で経営を行っているの
だ。もっとも、最近は小さなメーカーでも、蔵元自ら酒
造りをするところが出てきている。杜氏が減少している
ばかりでなく、杜氏への給料が払えないところまで、経
営が追い詰められていることも理由である。酒蔵の実に
７割以上が赤字欠損企業である。
　２期連続赤字で銀行が金を貸さない世の中で、３年以
上赤字の酒蔵が７割以上なのである。酒米は現金で買わ
ねばならず、余っているのに価格は高止まりして下がら
ない。醸造用機械は中古品も含めて法外に高い。消費者
はますます酒を飲まなくなり、酒は造っても余ってしま
い、貯蔵用タンクがあかない。売れずに前年の酒がまだ
タンクに残っているのに、また新しい酒を造らねばなら
ない。春に酒が出来てもお金に変わっていくのは秋から
である。秋に借金したものが、酒となって、換金される
のに１年ほどかかるのである。売れなければ借金だけが
残る。経済原理から言えば、経営はとうに成り立たず、
本音では閉めたいけれど、歴史ある酒蔵を自分の代で閉
めるわけにはいかず、ずるずると先送りにしている。そ
れが現状である。なぜ、経営が継続しているのか。それ
は、ご先祖の代に築いた多額の個人資産を会社に運転資
金としてつぎ込み続けているからだ。山を売り、土地を
売り、美術品を売り、預金を取り崩して会社を存続させ
ている。自分の代で蔵をつぶすわけにはいかない、その
一念で狂気の経営を続け、破綻を先延ばしにしているの
だ。しかし、こんな事がいつまでも続くはずもない。つ
ぶれるものは、結局つぶれるのである。子孫にババを引
かせるくらいなら、勇気を持って自分の代で自己破産す
べきなのだ。
　焼酎については、更に厳しい状況である。６～７年前
の焼酎ブームの際、芋焼酎を中心としてあらゆるカテゴ



次回の例会は3月1日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

結婚記念日
木村 会員

(^^♪
連休の時、沖縄でクジラに会ってきました   
中村（佳） 会員

BOXありがとう！ニコニコ

渋谷 修

桝田 耕一郎

ゲスト 出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　78.18%

小澤、ゲイビ、後藤、佐藤、杉山、染谷、
髙田、冨士川、水留　　　　　各会員

55名
9名

リーの焼酎が注目を集め、消費量は大きく増大し、全国
に広く流通され、多くの新規の売場を獲得するに至っ
た。まさに一大ブームとなって、中小も含めて焼酎メー
カーは我が世を謳歌したが、栄枯盛衰は世の習い、やが
て時が流れ、需要は次第に収まり、あっという間に過剰
な流通在庫が露出する事態に陥った。在庫が適正基準に
整理されるまでに１～２年を要したが、現在は底打ち
し、横ばいのまま変化の時を待っている状況である。か
つては、米焼酎と麦焼酎が需要の中心であったが、ブー
ム以降、芋焼酎が他原料を圧倒している状況であり、麦
焼酎がそれに続く。芋焼酎では黒霧島や白波がトップブ
ランドとして絶大な需要を半ば独占している状態であ
り、麦焼酎の「いいちこ」や「二階堂」がそれに続く。
しかし、それ以外の中小蔵は、さほどでもなく、まして
や米焼酎・そば焼酎・黒糖焼酎・泡盛は苦戦している。
前述した焼酎ブームの時に、宮崎県や鹿児島県の芋焼酎
メーカーは、周囲に唆されたりもして、気が大きくなっ
て、莫大な設備投資をして工場の近代化をしてしまっ
た。しかし、あえなくブームは終わってしまい、組織小
売業を中心とする流通も移り気な消費者も一斉にソッポ

を向いてしまった。残ったのは巨額の負債である。数年
を経て、これが大きな問題となっている。金融機関から
優良企業に向けてこれらの不振企業の身売り話が持ちか
けられ、M&Aなどの資本系列化が進展している。今後
の需要の推移を考えても長期にわたる低迷が予想され、
中小零細企業を中心にますます淘汰が相次ぐと推察され
る。
　酒類業界の今後を展望した時、新たな需要の創出こそ
が喫緊の課題である。例えば、宮中晩餐会での乾杯の酒
はシャンパーニュであり、海外要人は清酒を飲む機会が
ない。本来は上質な清酒を飲む事を望んでいると推察さ
れる。よって政府主導の國酒プロジェクトとして乾杯推
進運動を推進していただきたい。
　ジャパン・クールという言葉にあるように日本は諸外
国から「かっこいい」と言われるようになった。発端は
日本の漫画やアニメであるが、今や日本食も知的で洗練
されてかっこいい、同じく清酒を飲む事も知的でかっこ
いいという位置づけになってきたのだ。これからは日本
の若者にも、海外事情を理解して頂き、清酒を飲むこと
はかっこいいと感じてもらいたい。

3 月の行事予定

■ 3 月 1日【通常例会】- お祝い事・理事会 -
 卓話＝3分間スピーチ

■ 3 月 8日（金）【通常例会】
 卓話＝RYLA参加者

■ 3 月 15 日（金）【通常例会】
 外部卓話＝手話通訳士　伊丹信子 様

■ 3 月 22 日（金）【通常例会】
 外部卓話＝柏市市長　秋山浩樹保 様
 ※卓話時間：13:00～13:45（例会が 15 分延長となります）

■ 3 月 29 日（金）【移動例会】
　- 職業奉仕・社会奉仕委員会によるバズ視察 -
 ”東日本大震災被災地（飯岡）”
 ※詳細については後日お知らせいたします

《その他の行事》
◆ 3/1（金）～3/3（日）
　RYLAセミナー（染谷照夫会員・柏さくら幼稚園2名参加）

◆ 3/31（日）
　会長エレクト研修セミナー（勝田健一会員）
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四つのテスト

通常例会

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. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちわ
今日は久し振りに、このクレストホテル
での通常例会となりました。
2月19日には、麗澤キャンパスでの第10
分区合同例会及びI.Mが開催され、柏
西ロータリクラブから23名の出席を頂き
ました。又、水野委員長には、クラブの
代表で〔柏西RCとフェイスブック〕と題
して発表をして頂きました。水野委員長
大変ご苦労様でした。
　そしてその2日後には、台湾の台中港
東南扶輪社へ総勢18名で公式訪問をし

て参りました。3泊4日の
台湾訪問でしたが、色 と々珍道中の旅
となりました、しかし全員が無事に日本
へ帰って来る事が出来ました。
　この、山返しを兼ねての報告会を、3
月15日に麗宮飯店で行いたいと思いま
すので、今回台湾へ行かれなかった会
員の皆様も、是非参加をしてみて下さ
い。珍道中を含め楽しかった報告が沢
山有りましたので聞いてみてはいかが
でしょうか。そして合同で、本年度入会
されました、新入会員歓迎会も兼ねて
開催させて頂きます。一人でも多くの会
員のご参加をお待ちしております。
尚、報告会及び新入会員歓迎会のご案
内は、事務局より後程FAXで流します
ので出欠の連絡を宜しくお願い致しま
す。
又、今日1日～3日までの2泊3日で、地区
のライラが鴨川青年の家で始まりまし
た。
染谷新世代委員長と柏さくら幼稚園か
ら2名の参加を頂き、丁度今頃、鴨川に
向かっている最中だと思います。この報
告は来週の例会の卓話者としてお願い
をしてございます。
　改めまして、本日はお忙しい中、柏高
島屋店長の牧野様、ようこそ柏西クラブ
へお越しを下さいました。牧野様には、
のちほど新入会員入会式をしますの
で、宜しくお願い致します。
それでは、恒例の今日は何の日を致しま
す。
◎１９２５年３月１日（今から８８年前）

東京放送局（現在のNHK）がラジオの
試験放送を開始。
◎１９５９年３月１日（今から５４年前）
フジテレビジョン・毎日放送テレビジョ
ン・朝日放送テレビジョンの３局が同日
に開局しました。
◎１９４７年３月１日（今から６６年前）
高田住男会員の誕生日です。
実は、私も今日3月1日が誕生日です。自
分で自分をほめちゃいます。
高田会員当日賞、おめでとうございま
す。【３月１日誕生日の多い訳、２月２９
日は４年に１度の閏年】
　又、２月１９日の10分区合同例会で
も、当日賞がございましたので、今日お
渡しをさせて頂きます。
「中村博亘パスト会長」・「五十石真由
美」会員、おめでとうございます。
　そして、またまた特別に、台湾へ公式
訪問中の２月２４日に誕生日を迎えまし
た、「松本ユミ」会員です。
台湾でも誕生会をしたのですが、その
誕生日当日に災難が有ったので、今日は
特別に当日賞をプレゼント
致します。
私を、含めまして５名の皆様。おめでと
うございます。
　今日の例会は、３分間スピーチです
誰に当たるかな？そして例会後に理事
会がございますので理事の皆様、
宜しくお願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．移動例会（職業奉仕･社会奉仕合同）
 『東日本大震災被災地 ( 飯岡 ) 視察』の件

2．職業分類表　見直しの件
3．新入会員候補者の件
 渋谷　修様　(1950 年 7月27日生　62 歳 ) 
 ㈱ユニホームサービス　代表取締役
 推薦者＝川和弘行･松本隆一郎会員

4. 報告事項
 2012-'13 年度 7月1日～ 2月28日決算報告
 4月16日( 火 )「第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会」について
 　親睦ゴルフ；ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 ( 柏西 RCより5組）
 　合同例会；三井ガーデンホテル柏　点鐘 18：00
5. その他
 レイソル後援会 2013 年度年会費 (10,000 円）の件



1．田代 会員　
台湾旅行について
3日間倒れておりました
事故なく戻ってこれたこと、よかったです

2．勝田 会員
台湾旅行について
忘れ物で皆さんにご迷惑をかけました

3．杉山 会員
幼稚園でノロウィルスが流行っていたのでお休み
していました
台湾旅行について
台湾の夜 スッポンの生き血で地球が回りました

卓話　3 分間スピーチ

第 1796 回合同例会（2013.2.19）
2012～2013 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

増谷会長及び他クラブ会長

IMの発表風景



本人誕生日
宇田川 会員、森市 会員、
増谷 会長、馬場 会員、塚本 会員

結婚記念日
中村（博） 会員

(^^♪
千葉県消防大会にて
千葉県永年勤続功労賞を受賞
森市 会員

IM欠席のため　飯合 会員

お土産への返礼　榎本 会員

BOXありがとう！ニコニコ
出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　82.14%

小澤、ゲイビ、小坂、後藤、佐藤、染谷、
髙田、中村（佳）、冨士川、水留　各会員

56名
10名

歓迎ネコ先生佮訪問団轉来柏市　乎大家對透早就出門　
真歹勢
真辛苦了　日本柏西扶輪社的各位還有社友夫人興咱相関
人員大家好
人站起来　就是欲　乎大家知影　我在咧這　我就喙歯根
　咬手緊　
打拼　呷伊起来　訪問団大家一致団結目的遂行　真感謝
下期活動計画を基に訪問団の皆さんはそれぞれの収穫が
あったことと思います。特に歴史が物語る言葉のコミュ
ニケーションは瞬時に解決できるものではありません
が、ロータリークラブの式典に相応しい人材育成に力を
入れてきました。本来の意図するところを肌で感じてい
ただけたと思います。その中には生活習慣・食文化の違
い、特定の友人としての価値観　また新たな訪問団とし
ての友人等、多く体験された事と存じます。イレギュラー
の訪台の目的と友人との関係については事前に詳細打ち
合わせし、台中港からは｢ねえお母さんねえお父さん｣の
著者　にしうちさとし氏　の招へいまで頼まれました。
台湾人の民族性はお祭りが大好きで大勢の関係者と友人
を歓迎し共に過ごすことです。今年は旧暦のお正月と重
なり気持ちが高揚していたようで大変な盛り上がりが見
られました。私たちは単に式典のセレモニーの顔みせに
行くのではなく、姉妹（ジベエ）から新しく奉仕の理想
を目指す兄弟（ヒャンディ）として、中長期に交流の幅
を広げていく必要があるのではないでしょうか。増谷会
長の台湾語スピーチは式典の中で一際存在感を示しまし
た。会場の視線を受け止め賑わいでいた会場が静寂を取
り戻した瞬間でした。
この後３年間続くいわゆる節目の公式訪問に緒先輩方が
継承された３０年を超える歴史有る姉妹クラブ交流の歴
史を汚すことなく奉仕の理想を目指す兄弟として、そし
てロータリアンとして相応しい情報を身につけていって
欲しいと思います。｢両社的有誼　久久遠遠　應該　継承
　逗陣　来　打拼、呼咱　手牽手　做伙　向前行。｣
最後（ツエアウ）下記は
嶋田・神林年度の訪問団団長を引き受けたときの台中港
東南扶輪社のリン先生の演講（エンゴン）です・・・（こ
のとき私は少し横道に逸れてしまい迷子になりまし
た）・・・紹介します。
感念の話　メディスン
記念式典の前夜祭となる、今夜の歓迎晩餐会において、
先ず、我が台中港東南クラブの為、一生を捧げてくださ

いました、偉大なる先輩 COOPERP．P. を追悼させてい
ただきたいと思います。
　我々を引率し日本まで渡って、日本柏西クラブと姉妹
クラブ締結を結び、現在に至って 28 年間尽して頂き、
我等の恩師にもなるCOOPERP．P.
　COOPERP．P. が旅に立ったときいたとき、まるで晴
天の霹靂のように私たちはショックを受けました。
　当初、COOPERP．P. が体調を崩れて、入院したとき、
私たちは見舞いに参りました。そのとき、COOPERP．
P. は気色よく、話す時にもちから強く流暢でしたので、
そのげんきそうな COOPERP．P．をみて、ホッと安堵
感がわいて、安心しました。
　その後、COOPERP.P. が退院し、私たちは再び見舞い
にご自宅まで訪ねて参りました．その時、入院当時の
COOPERP．P. と一変して、元気が無く虚弱となり、動
きも鈍くなっていました。
　しかし、いくら体調が悪くても、元気が無くても、
COOPERP．P. はいつものように姉妹クラブである日本
柏西クラブが来訪する際に、失礼のないように応接する
ことが大事だとずっと心配そうに細々まではっきりと指
示していました。
　会談中に COOPERP．P. の呼吸がどんどん辛くなり、
気色が悪くなっていました。COOPERP．P. の体調をい
たわって、われわれが慌てて失礼しようとするとき、
COOPERP．P. はすごく心配そうな面持ちで、｢どうか、
日本にいる姉妹クラブ、柏西ロータリークラブをどうか、
よろしく頼みます。｣と何度も何度も私たちに託しまし
た。それから、何日も経っていないうちに、COOPERP．
P. は我々をおいて、旅に立ちました。

台湾には、毎年必ず幾つかの忘れ物をしてくることにし
ました。それを探しにまた、自分は台湾に帰ります。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ニャンコ先生と訪問団　団長
　　　　　　柏西ロータリークラブ　第３１代会長　　

田代　充

移動例会（2013.2.22）
台中港東南扶輪社公式訪問
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通常例会

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. 卓　　話　後藤 典子 様

 勝俣 公美子 様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちわ
本日はお忙しい中、柏ＲＣの根
本健一様、3月1日から3日まで、
地区のライラにご参加をして頂
きました、柏さくら幼稚園にお
勤めの、後藤典子様同じく勝俣
公美子様、ようこそ柏西ロータ
リークラブの例会にお越しを下
さいました。
又、染谷新世代育成委員長、大

変ご苦労様でした。
本日の「卓話」として、後藤
様・勝俣様にはライラ３日間の
体験や経験をお話しして頂けれ
ばと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
　さて早いもので、今年に入り
もう2ヶ月以上が過ぎました。
ロータリー行事も、分区の合同
例会・I.Mそして台湾への公式訪
問も終わりましたが、まだまだ
これからも、柏西クラブとして
は、社会奉仕・職業奉仕合同の
「東日本大震災被災地（飯
岡）」への視察、そして職業奉
仕による家族親睦会、又、１０
分区においては、親睦ゴルフ及
び合同例会がございます。こお
れからも会員の皆様のご協力を
へて進めて行きますので、
ご協力の程、宜しくお願い致し
ます。
　それでは、恒例の今日は何の
日を始めます。
◎１９３５年３月８日（今から
７８年前）忠犬ハチ公が渋谷駅
前で衰弱死する。
　この忠犬ハチ公は飼い主が亡
くなったのも知らずに、何日も

何日も飲まず食わずに、飼い主
の帰りを渋谷駅の前で待ち続け
たと言う内容を、新聞記事とし
て紹介されたところ人々に感銘
を与え、「忠犬ハチ公」と呼ば
れるようになりました。そして
1934年（昭和9年）に渋谷駅前に
銅像が設置され、今でも待ち合
わせ場所としても渋谷のシンボ
ルとしても有名です。
　又、1934年には「純情美談　
忠犬ハチ公」と言うレコードも
発売され、その後、映画やテレ
ビドラマでも放映されました。
現在では書物でも数多く出版さ
れているそうです。
　ちなみに「忠犬ハチ公」につ
いて少し調べてきました。
※ハチ（1923年大正12年11月10
日秋田県の現在の大館市で生ま
れ）犬種は秋田犬、ハチの父犬
（オオシナイ）母犬（ゴマ）当
時価格30円で売られました。
　今日は、ライラの「卓話」時
間をたっぷりと取りたいので、
一つだけにしておきます。
　以上で、会長報告とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 第10分区会長・幹事会開催の案内
 日時　3月12日(火)18：00～
 場所　三井ガーデンホテル柏

2. 勝浦ロータリークラブ『創立50周年記念式典
　並びに記念行事』の案内
 日時　4月21日(日)13：30～
 場所　（式典）国際武道大学
 （祝賀会）勝浦ホテル三日月

3. 第3回　ロータリー国際親善奨学生オリエンテー
　ションの案内
 日時　4月6日（土）15：00～18：30
 場所　ホテルザ・マンハッタン



卓話 第 36 回 RYLA セミナー参加者

本人誕生日

今回、RYLA参加として柏さくら幼稚園の先生、後藤典
子様と勝俣公美子様に感想をいただきました。

本人誕生日
水留 会員、小溝 会員

パートナー誕生日
鈴木（健）会員、金本 会員

結婚記念日
鈴木（子）会員、日暮 会員、勝田 会員

BOXありがとう！ニコニコ

根本 健一  会員（柏）
ビジター

次回の例会は3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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　83.93%

56名

9名

太田、小澤、金子、後藤、杉山、髙田、
冨士川、松本、水野　　各会員

水留 会員 小溝 会員

後藤典子 様 勝俣公美子 様
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第2790地区

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

会 長：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1799回、第1800回通常例会（2013.3.15、3.22）
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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　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. 卓　　話　伊丹 信子   様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
本日はお忙しい中、柏ＲＣ中山浩一様、
渋谷修様・手話通訳士の伊丹信子様・
ようこそ柏西ロータリークラブの例会に
お越しを下さいました。
渋谷様にはこの後、入会式を予定して
おります。
又、伊丹様には本日の「卓話者」として
お迎えをしております。少しでも手話に
触れて頂こうと思い企画をさせて頂きま
した。どうぞ宜しくお願い致します。

　ここ数日は、５月中旬の陽気になり台
風並みの大風が吹き、花粉や黄砂・Ｐ
M２.５等により、大変つらい日 と々なり
ました。
特に花粉は、例年の４倍の量がとんで
いるそうです。マスクをしてメガネをか
けて帽子をかぶり、まるで銀行強盗を
しているようです。早くこの時期が終わ
りたいものです。
　さて今日１５日は、通常例会と夜に行
われます、『新入会員歓迎会及び台中
港東南クラブ訪問報告会』が麗宮飯店
で１９時より予定をしておりますので、一
人でも多くの会員のご出席をお願い致
します。
そして、来週の例会は、秋山柏市長をお
迎えして「市政報告」を含めての卓話を
お願いしてございます。
又、当日は第１８００回の記念例会とな
ります。丸山総支配人にお願いをして
特別な企画を考えております。
楽しみにしていて下さい。
　それでは、恒例の今日は何の日を始
めます。
◎１９１４年３月１５日（今から９９年
前）秋田仙北地震発生。
　午前４時５９分、秋田県を中心に、Ｍ
７.１の地震が発生し、死者９４名・負傷
者３２４名・家屋の全半壊を含め１,２１
５戸の被害が出ました。又、この地震の
別名は「強首地震（こわくびじしん）」
とも言われました。
◎２０１１年３月１５日（今から１年前）

静岡県東部地震発生。
　午後１０時３１分、静岡県東部を震源
とするＭ６.４の地震が発生し、死者は
出ませんでしたが、５２名も負傷してし
まいました。この地震により、静岡県裾
野市は東方向に、富士宮市は西方向
に、それぞれ１Ｃｍから３Ｃｍほど移動
しました。又、富士山の５合目の地面に
も長さ２０ｍの亀裂が起きました。
　この静岡県東部地震は、２年前の３
月１１日に起きました東北地方太平洋
沖地震との関連について「その影響に
よって発生した可能性は否定出来ない」
と結論付けを致しました。
今回の今日は何の日は、２年前の３月１
１日起きました東北地方太平洋沖地震
にちなんで地震特集にしてみました。
死者１５,８８１人、そしてまだ２,６６８人
もの行方不明者がおります、心からご
冥福をお祈りいたします。
◎１９３０年３月１５日（今から８３年
前）藤本義昭会員が誕生致しました。
今日も残念ですがお休みをされており
ます。去年、川和会員とご自宅へお伺い
してきました。柏の葉キャンパス駅の前
の３４階建ての最上階にご自宅が有
り、柏市内の手賀沼方面が一望できま
した。もちろんこのクレストホテルも眼
下に見る事が出来ました。是非、又柏
西ＲＣの例会に出席をしてほしいもの
です。
　以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．柏南ロータリークラブ『観桜例会』開催の案内
 　　日時　4月　2日( 火 )18：00～
　　　場所　廣池学園　れいたくキャンパスプラザ 1F
　　　ビジターフィー　3,000 円

2．米山梅吉記念館秋季例祭の案内
　　　日時　4月27日( 土 )14：00～
　　　場所　米山梅吉記念館ホール

会報　第1769号、第1770号



卓話 手話通訳士　伊 丹 信 子

コミュニケーション支援事業 
　柏市役所障害福祉課で手話通訳をしております
伊丹と申します。今回貴会の会報に掲載していた
だけますことに感謝申し上げます。この機会をお
借りしまして私の業務についてお話しさせていた
だきます。
　通常は柏市役所障害福祉課に常駐し柏市在住の
聞こえない方・聴覚に障害を持つ方に対してのコ
ミュニケーション支援を行っております。
　ここで少し制度の話をさせていただきます。こ
の事業は『障害者自立支援法』の中の〈コミュニ
ケーション支援事業〉に属し平成20年度から当セ
ンターが柏市より委託を受け現在に至っておりま
す。
　柏市役所勤務と言いますと公務員と思われます
が私の業務は「市役所に手話通訳者を設置しなけ
ればならない」（手話通訳設置事業）という市町
村の必須事業ですので、市から委託を受けて市役
所に常駐しております。
  余談ですが、平成25年４月からは『障害者自立支
援法』が廃止され、新たに『障害者総合支援法』
に変わります。〈コミュニケーション支援事業〉
も〈意思疎通支援事業〉と名称が変更します。
　通常、障害福祉課に常駐し聴覚障害者に対して
コミュニケーション支援を行っておりますが、聞
こえない方がすべて手話を使う訳ではありませ
ん。数字で表示しますと、柏市の人口は約40万人
で身体障害者手帳所持者の中で聴覚障害の方は約
750人います。その中で手話を使う方は約１５％と
言われています。ではそれ以外の方のコミュニ
ケーション手段は、筆談・補聴器・口話(唇の動き
を見て話の内容をつかむ)・音声(耳元で大きな声で
話す)・人工内耳(手術をして脳の聴神経に音の信号
を送る)などがあります。このように聞こえない方
は様々な手段を駆使してコミュニケーションを
とっていますので、その方の希望するコミュニ
ケーション方法にできる限り添った応対ができる
よう努力しております。

  コミュニケーション手段で、手話を必要とする方
以外の方法に筆談とありますが、聴覚障害の方全
体数で比較しますと、文字を書いて伝えるという
方法が一番多いと思います。例えば今突然聞こえ
なくなったとします、だからといってすぐに手話
を覚えることも難しいでしょう、（残存聴力のあ
る方に対しては大きな声で話すことも可能ですが
‥）そうなるとまずは書いて伝えてほしいと思う
のではないでしょうか。そして特別な訓練を行わ
なくとも筆談で伝えることは日本語が書ければ誰
にでもできると思われるかも知れません。確かに
メモ書きや結果のみ伝えることは可能かと思いま
す。しかしコミュニケーション支援事業に位置付
けられています「要約筆記派遣事業」という制度
があります。これは筆談とは違い、音声（声）で
の情報を正しく要約し文字で伝えるといった専門
的な訓練を積んだ者が要約筆記者として聞こえな
い方の派遣依頼に応じて現場に出向いています。
同じように手話通訳者も「手話通訳派遣事業」の
担い手として活動しております。現在柏市登録手
話通訳者・要約筆記者は共に１４名ずつおりま
す。
　平成２３年度の依頼件数ですが、手話通訳は約
６２０件、要約筆記は約１３０件でした。
　聞こえない方のニーズとして書いて伝える事が
一番多いと前述したのにも関わらず依頼件数が少
ないと疑問を持たれたかと思います。これはひと
つには手話通訳と要約筆記を比較しても認知度の
差があります。柏市でも手話通訳派遣事業は３０
年前からスタートしていますが、要約筆記派遣事
業はようやく１０年が経ったところです。
　市民の方々でも手話通訳者の存在はテレビなど
で見たことがあると思いますが、要約筆記者の存
在は知らない方のほうが多いと思われます。ま
た、日本語を書く筆談やメモ書きなどは周りの方
に協力していただけることから、聴覚障害の手帳
を所有されている方の中でも要約筆記派遣制度を
利用することにつながりにくい要因であると思い
ます。



　様々な状況はありますが、コミュニケーション支援事

業の委託内容は「手話通訳設置事業」「手話通訳派遣事

業」「要約筆記派遣事業」、その他手話通訳者・要約筆

記者の養成事業も受託しております。

　障害福祉課での手話通訳設置業務は、市役所に来庁し

た聞こえない方の通訳や、手話通訳・要約筆記を派遣し

てほしいとの通訳派遣依頼を受け、その派遣のコーディ

ネート業務も行います。手話通訳や要約筆記が利用でき

る方は原則、市内在住の身体障害者手帳（聴覚障害）所

有者、または聴覚障害者団体です。（柏市には２団体あ

ります）費用は無料です。しかし柏市の無料の派遣範囲

では許可されない場所や内容などがあります。その場合

は当センターが必要に応じて派遣することも可能です。

このことは民間の事業所を立ち上げたメリットの一つで

もあります。　

　また当法人の事業で、昨年新たに「訪問介護ステー

ションこみせん」という介護事業所を立ち上げました。

すでに柏市には１００件以上もの訪問介護事業所がある

中、もちろん他事業所と同じように高齢者対象の訪問介

護も行いますが、聞こえない方からの依頼に応じて手話

や要約筆記ができるホームヘルパーを派遣いたしますと

いう特色を持った事業所でもあります。全てはコミュニ

ケーションから信頼関係が生まれ、安心が生まれると思

います。相手のコミュニケーションを重視するというこ

とは相手の存在を尊重することにつながると思います。

「聞こえない」ことは聞こえる人には計り知れない想い

があると思います。「聞こえない」分野のことは聞こえ

ない人に教えていただきながら、その中で失敗も重ねな

がら何とか業務を遂行しております。

　柏の地域でいきいきと楽しい人生を送れるように微力

ながら少しでもお手伝いができることが当法人の存在意

義であると日々業務に励んでおります。

　以上が概要となります、まとまりのない文章になって

しまいましたことお許し願います。この度はありがとう

ございました。

(^^♪
田代 会員
長男・長女が獣医師国家試験合格しました

金子 会員
長女結婚式

BOXありがとう！ニコニコ

中山 浩一 様 （柏ロータリー）

ビジター

出席報告

欠席者

出席率　78.95%

57名

12名

岡島、小澤、小坂、後藤、佐藤、東海林、
染谷、髙田、中村（佳）、冨士川、水留、
牧野　　　　　　　　　　各会員

会員数

入会式

渋谷修氏新入会員

手話通訳士　伊丹信子



例会日／金曜日　12：30～
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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通常例会

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. 卓　　話　秋山 浩保 様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちは
本日はお忙しい中、柏市長 秋山浩保
様、行田さくらロータリークラブよ
り田中利幸様、司法書士の小林正直
様、柏ローターアクトＯＢの秋谷
様、ようこそ柏西ロータリークラブ
の例会にお越しを下さいました。
今日は、大変多くの会員並びにビジ
ターのご出席を頂きありがとうござ

います。
秋山市長は、私達柏西ＲＣの名誉会
員でもございます。そして本日の
「卓話者」でもございます。
このセレモニーの後、秋山市長には
市政報告も含めてのお話をして頂け
ると思います。
　又、田中利幸様には、５月２４日
の例会の「卓話者」としてお願いを
してございます。そして田中様は、
声楽家でもございます。一言挨拶を
含めまして美声をお聞かせ下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
　さて先週の例会の後、麗宮飯店で
『新入会員歓迎会及び台中港東南ク
ラブ公式訪問報告会」を開催致しま
した。当日は５名の新入会員がご出
席をして頂き、総勢２５名で行う事
が出来ました。２時間と言う限られ
た
時間でしたが、閉会時間を忘れる
程、話が盛り上がりました。先週入
会致しました渋谷会員を含めて、後
数人の会員拡大を考えておりますの
で、６月ぎりぎりまで会員の皆様、
どうぞ宜しくお願い致します。
　毎例会、今日は何の日をしてきま
したが、それこそ今日は柏西ＲＣが
３８年前の１１月７日に創立され、

通算、１８００回の例会日となりま
した。この後「卓話」の前に、丸山
総支配人のご配慮で大変大きな記念
ケーキを用意致しましたので、皆様
と一緒にお祝いをしたいと思いま
す。
　それでは、恒例の今日は何の日を
始めます。
本日は、秋山柏市長がお越しですの
で、柏市特集にしてみました。
◎２００６年３月２２日（今から７
年前）柏市農業振興審議会が開催さ
れ、新たに審議会会長に木村多喜雄
委員・副会長に女性連合会副会長の
倉持和代委員が決まった日です。
◎２０１１年３月２２日（今から２
年前）東北地方太平洋沖地震によ
り、福島第１原発事故にともない、
柏北部中央地区画整理区域内におい
て局所的に高い空間放射線量が測定
されました。
毎時１マイクロシーベルトを超える
放射線量が測定されました。
この事が、マスコミで大きく報道さ
れ、柏市がホットスポットで有名に
なりました。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 地区協議会開催の案内
 日時　4月29日(月•祝)10：00～16：00
 場所　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

2. 第１回ジュニアRYLAセミナー参加案内
 日時　6月15日(土)13：00～16日(日)12：00
 場所　幕張セミナーハウス
 テーマ　『自分の言葉で自分を語ろう』
 年齢制限　14～19歳まで
 登録料　1名　1,500円

3. 流山ロータリークラブ　創立50周年記念式典及び
　祝賀会の案内
 日時　5月12日（日）14：00
 場所　マリベール柏

4.『Ｗe Love Kashiwaキャンペーン』キックオフ　
　  パーティーの開催の案内並びに協賛金の依頼
 『Ｗe Love Kashiwaキャンペーン』とは放射線
　　　被害による柏のマイナスイメージを払拭「活
　　　気あるまち柏を」を全国に発信する

5. 例会変更のお知らせ
 松戸西RC；4/3(水)は観桜夜間移動例会

6. ロータリー財団への寄付
 馬場弘会員　マルチプルPHF 1回

■ 3/29(金)【移動例会】
 東日本大震災視察(旭市飯岡区)
 集合時間　6：45
 集合場所　りそな銀行前(柏駅西口)



卓話 柏市長　秋 山 浩 保

　柏西ロータリークラブの皆様には，常日頃よ
り，柏市政の運営に対しまして温かい御理解と御
協力を賜り，深く感謝を申し上げます。
さて，昨年まで，柏市では，東日本大震災の際の原
発事故による放射能問題に力を注いでまいりました
が，昨今では，市民の皆様の間にも安心感が戻って

きたと実感できるようになって参りました。今後
は，放射能問題による柏のネガティブなイメージを
払拭することにも力を注いで参ります。
本年は，We Love Kashiwaキャンペーンと題し
て，市民の皆様と協働で各種イベントを企画する
ほか，手賀沼花火大会も３年ぶりに開催する運び
となっております。元気な柏を，市民の皆様に，
そして日本全国にアピールしてまいりますので，
皆様におかれましても，御理解と御協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
結びにあたり，柏西ロータリークラブの益々の御
発展と，会員の皆様の更なる御活躍を祈念いたし
まして，ご挨拶の言葉とさせていただきます。

4 月の行事予定

■ 4 月 5日（金）【通常例会】- お祝い事・理事会 -
 卓話＝3分間スピーチ
　
■ 4 月 12 日（金）【通常例会】
 卓話＝水野晋治　IT・雑誌広報委員長
　
■ 4 月 16 日（火）【合同例会】
　- 第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会 -
 □ ゴルフ：ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎　8：30 集合
 □ 合同例会：18：00～三井ガーデンホテル柏
　

■ 4 月 19 日（金）【休会】4月 16 日に振替

■ 4 月 20 日（土）
　【職業奉仕・親睦活動委員会家族旅行】
　
■ 4 月 26 日（金）【通常例会】
 卓話＝池松武之亮記念クリニック院長　菊池恭三 様
 「いびき」は死の危険信号
　
《その他の行事》
◆ 4/29（祝・月）10：00～地区協議会
 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

出席報告

欠席者

出席率　85.96%

57名

8名

岡島、ゲイビ、後藤、小溝、佐藤、染谷、髙田、
冨士川　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

次回の例会は4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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

(^^♪
杉山 会員
幼稚園、無事に一年が終了いたしました

行田さくらRC　田中利幸 様
5月24日の卓話打合わせのため

BOXありがとう！ニコニコ

田中 利幸 様 （行田さくらRC会員）

小林 正直 様 （オブザーバー）

秋谷 陽一郎 様 （柏ローターアクトOB）

ビジター



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

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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1801回移動例会、第1802回、第1803回通常例会（2013.3.29、2013.4.5、2013.4.12）

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
立 年立 年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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

会報　第1771号、第1772号、第1773号

■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/2012/

1801回移動例会

会長　増 谷 信 一
会長挨拶

1. 会長挨拶　増谷 信一   会長

　

　皆様、おはようございます。
　早朝より社会奉仕・職業奉仕合同
の移動例会にご参加をして頂きあり
がとうございます。
今日の、移動例会の為に秋元委員長
が、被災地の飯岡迄何回も足を運ん
で頂き、行政の方々と打ち合わせを
して頂きました。今日の移動例会の目
的は、２年前の東日本大震災により、
東北から千葉県にかけて被災をしまし

た。昨年、安川年度には東北を中心
に、義援金を出させて頂きましたの
で、本年度は千葉県の飯岡も大きな
被害を受けた場所ですので、是非こ
の飯岡に義援金を渡したく、今日は
クレストの例会場をはなれ移動例会
とさせて頂きました。皆様方に毎例
会、義援箱を回させて頂きました。
その集まりました義援金をお渡しさ
せて頂きます。
　又、被災地の視察の後は、鹿島港
や鹿島神宮等をまわり、会員の親睦
の場とさせて頂きますので、楽しみ
にしていて下さい。
　先週の例会は、第１８００回記念例
会でした。久しぶりに大変多くの会員
が出席をして頂きました。テーブルも
２つも増やし例会場が狭く感じる程

でした、柳出席委員長に確認をして
頂きましたら、ビジターを含めて４
８名の出席者でした。その一週間前
の、手話通訳の伊丹信子さんの例会
でも、４６名の出席でしたので、２
週続けて出席率がアップ致しまし
た。これからも、毎例会宜しくお願
い致します。
　今日は、移動例会ですので、今日は
何の日をお休みさせて頂きます。
　最後に、秋元社会奉仕委員長・森
市職業奉仕委員長、お世話になりま
す。
　それでは今日一日、けがや事故の無
いように宜しくお願い致します。
　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。

　3月29日、会員19名にて飯岡・あさひを視察してきまし
た。100人が避難できるという螺旋状の建物がつくられた
飯岡体育館が、県・市の職員の方々との待ち合わせ場所
だった。
101人目の人は「どうするのかな？」とふと考えてしまっ
た。飯岡津波はまた来るのだろうか！！普段でもあまり
人が歩いていない海沿いの町並みは、土地はきれいに
なってはいたけれど、5件に2件位しか家は建っていな
かった。未だに100人以上の人が住む仮設住宅。なぜかそ
こだけはきれいに碁盤の目の様に建っているが、それが
やけに不自然に思えた。
　最後に飯岡・あさひを一望できる飯岡刑部（ぎょう
ぶ）岬に行った。
第一の津波は、銚子の犬吠埼をぐるりと回り、九十九里
の最南端、太東岬にぶつかって戻ってきたと言う。そこ

に第二の津波がきて2つが合わさり、8メートルの巨大な
津波となり、あさひに方向転換し街を飲み込んだと言
う。
　その瞬間を避難して刑部岬から見ていた人がたくさん
いたそうだ。どういう気持ちで見ていたのだろうか。そ
の中には子供もいたのだろうか。
　未だに行方不明者が一人いるという。死亡届が出せな
いでいるらしい。そして我々は亡くなった13人の方々に
心からご冥福を祈りながら鹿島へと向かった。
　最後にこの訪問に際して御世話になった県・市の職員
の方々、またお昼ご飯をいただいた刑部岬にある地魚料
理「海辺里」の方々に感謝致します。ありがとうござい
ました。
　※会員の皆様からいただいた義援金20万円は刑部岬に
て、増谷会長から旭市に寄附させていただきました。

被災地　あさひを訪ねて



感謝状

3月29日の被災地訪問に伴う当クラブからの寄付に対して

旭市長よりお礼状を頂戴しました。

一日でも早い復興をこれからも支援したいと思います。

柏南 RC　観桜例会 廣池学園　まんりょう　‘13.4.2

毎年ご招待頂く柏南クラブの「観桜例会」へ今年も参加
させて頂きました。
　例年なかなか満開のさくらには当たらないのですが、
今年は開花してから涼しい日が続き、当日は本当に満開
の桜の中例会が行われました。（感謝）
　柏南クラブの小高会長、宮GB補佐、の挨拶のあと、今
期でロータリーをご勇退される廣池、田中両会員の丁寧
なご挨拶も頂戴しました。
　当クラブからは増谷会長、升谷幹事のほか、川和、水
野、岡島、馬場、小林、松本（ユミ）、森市、日暮、田
代、勝田、各会員が参加。元奨学生のキュウさんも駆け
つけてくれ、美味しい食事とお酒を満喫しました。

柏南 RC 小髙 会長 柏南 RC 宮 GB 補佐 柏南 RC 田中先生、廣池先生

東日本大震災義援金（7/1～3/22）
２０３，１５５円
3/29移動例会(被災地(旭市飯岡区視察）
義援金２０万円を贈る

出席報告

出席率　100.00%



例会日／金曜日　12：30～
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

1802回通常例会

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. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちは。
　先週は、社会奉仕・職業奉仕合同
の移動例会でした。
当日は、朝から一日曇り空でした。
19名の参加を頂き、無事に全員が柏
の地に帰って参りました。
　第一目的の東日本大震災により、被
災をしました旭市・飯岡へ、義援金を
お渡しする事が出来ました。行政の
方々が、わざわざ被災地の説明に来て
頂き、この冊子は、震災当日の様子を、
記録した物です。

地震により、壊れた家並みやその後
に起こった、津波の様子を分単位で
載せてございました。お話による
と、津波の第一波より第三波によ
り、多くの死者・不明者が出たそう
です。現状を見てきましたが、所ど
ころに、津波の爪跡がいまだに残っ
ておりました。
　又、前日完成した避難やぐらや、
仮設住宅も、見学をさせて頂き、被
災地の復旧・復興は、国や県・そし
て私達ロータリーも含めて、長期に
渡り支援活動をして行く事が必要で
はないかと感じました。
　気持ちを変えて、午後からは鹿島
港や鹿島神宮をまわり、会員の親睦
の場とさせて頂きました。改めて、
秋元社会奉仕委員長・森市職業奉仕
委員長、大変お世話になりました。
ご苦労様でした。
　そして、４月２日には、柏南ＲＣ
の観桜例会に、柏西より１２名で参
加をして来ました。広大な、広池学
園の敷地には、沢山の桜が綺麗に咲き
ほこっており、今年は、例年より早く
開花したので、丁度満開の桜を見る事
が出来ました。
　移動例会そして観桜例会にご出席を
して下さいました。会員の皆様、本当に
ありがとうございました。この場をお
借り致しまして、御礼申し上げま
す。

　今日は、もう一つ感謝を申し上げま
す。３週間前の例会と、２週前の第１８
００回の記念例会には、大変多くの会員
のご出席をして頂きました。２週続け
てビジターを含めて４５名以上の出席
を頂きました。私の年度も、残り後３
カ月となりました。これからも出席率
を含めて、どうぞ宜しくお願い致しま
す。
　それでは、久しぶりに今日は何の
日を始めます。
◎１９４７年４月５日（今から６６年
前）第1回統一地方選挙が初めて実施。
日本国憲法施行を前に首長・議会議
員選挙が実施されたことが始まりで
ある。
◎１９５８年４月５日（今から５５年
前）読売巨人軍の長嶋茂雄が開幕戦に
デビューをし、その対戦相手、国鉄の
エース金田正一（まさいち）投手に４
打席連続空振り三振をしました。
丁度、長嶋茂雄氏と松井秀喜氏が子
弟関係で、同時に国民栄誉賞を授与
する事が決まりました。大変喜ばし
い事です。ちなみにプロ野球界から
は、王貞治氏・衣笠祥雄氏に次ぐ受
賞です。表彰式は５月に行う予定だ
そうです。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 4月のロータリーレートは1ドル=94円

2. 柏ロータリークラブ創立記念日移動例会の案内
 日時　5月28日(火)　13：30～16：00
 会場　アミュゼ柏
 内容　福島県双葉町民避難生活ドキュメンタ　
　　　　　リー映画『フタバから遠く離れて』
 参加費　無料
 懇親会　17：00～三井ガーデンホテル柏
　　　　　　(会費5,000円)

3. 地区ローターアクト年次大会の案内
 日時　4月27日(土)　13：00～
 場所　フローラ西船

4. 愛の献血かしわ推進協議会総会の案内
 日時　4月26日(金)　9：30～
 場所　柏市役所別館

5. 我孫子ロータリークラブ外部卓話のお知らせ
 日時　4月9日(火)　12：30点鐘
　　（場所；ホテルマークワン我孫子）
 卓話者　日本ウエイトリフティング教会
　　　　　　 常務理事　三宅義行様

6. 例会変更のお知らせ
 印西RC；4/10(水)は新入会員歓迎例会
 　　　　 4/17(水)は親睦旅行のため、移動例会
 我孫子RC；4/16(火)は第10分区親睦ゴルフ及び 
 　　　　　 合同例会



本人誕生日

秋元 会員

新会員

渋谷 新会員

出席報告

欠席者

出席率　78.95%

57名
12名

太田、小澤、後藤、佐藤、東海林、染谷、髙田、中嶋、
中村（佳）、広浜、冨士川、牧野　　　　　  各会員

会員数

(^^♪
古田 会員
飯岡旭のために￥10,000

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
秋元 会員

結婚記念日
馬場 会員、塚本 会員、榎本 会員

1．1．小溝 会員小溝 会員　
税制改正について話します。
祖父母から孫への１５００万円の贈与の非課税は、孫名
義で預金口座を作り、そこから学校等に振り込む。３０
歳で残った金額に課税します。
住宅ローン控除は、消費税の増税に合わせて、控除額が
変更されます。
相続税も増税されます。皆さんは相続税が課税されると
思いますので、有利になるようにご検討下さい。

2．2．湯浅 会員湯浅 会員
確定申告が終わってから、春休みで、ゴルフ休憩ゴルフ
休憩ゴルフです。
　昨日は、野田のすみれで、税理士会のコンペ。マスター
ズウイークで１２フィートの高速グリーンでした。アプ
ローチをすると、つるつる出て行ってしまい、キャリーで
パーオンすると、奥へつつーーっと出てしまいます。
競技ゴルファーは嬉しいですが９９パーセントの一般ゴ
ルファーには、苦情が出るそうです。
私が未熟なのです・・・努力します。

卓話　3 分間スピーチ

神林聖光さん墓参について

亡くなって２年が経ちますが、神林さんのお墓が近くに
あることが分かりました。
お時間ある方は一度お参りでもいかがでしょうか。

住所：柏市布施 700（新利根有料への道路沿い・左側です）
※地図参照
墓地：かしわ青光苑　内　れんげ堂（共同墓地です）
＊お花やお線香は霊園事務所でも販売しています。





例会日／金曜日　12：30～
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

1803回通常例会

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. 卓　　話　水野 晋司   会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちは。
　本日はお忙しい中、斉藤敏文様、
小林正直様、ようこそ柏西ロータ
リークラブの例会にお越しを下さい
ました。
　又、小林様におきましては、この後
のセレモニーで入会式をさせて頂きま
すので、宜しくお願い致します。

　さて、４月８日の月曜日に、マリ
ベール柏におきまして、We　Love
　kashiwa　キャンペーンキックオ
フパーティが開催されました。柏西
クラブを代表して、私と勝田会長エ
レクトとで参加をして参りました。
もちろん柏西の会員からも多数参加
をしておりました。
国会・県議・市議・企業・団体を含
めて、約２００名以上の方が出席を
しておりました。
　この、We　Love　kashiwaキック
オフパーティとは何かと申しますと。
「元気な柏を全国にアピールするイ
メージアップ事業です」これだけで
は、分かりませんよね？
商工業・農業・教育・スポーツ・地
域活動団体、柏市などでWe　Love
　kashiwa　キャンペーン実行委員
会を設立し、２０１３年４月から２
０１４年３月に市内で開催される
様々なイベントと連携し、多くの皆
様と共にオール柏で「活力があり元
気なまち柏」を全国に向けて発信し
て行く事業です。
　たとえば、７月に開催されます柏
まつりや、８月の手賀沼花火大会で

全国にアピールをするそうです。
手賀沼花火大会では、今までの３か
所での打ち上げに、プラスしてあと
３か所を増やし、６か所同時刻に同
時打ち上げをし、「同時打ち上げ日
本一」を目指すそうです。
　柏は、放射能・レイソルに続い
て、有名になると思います。
　それでは、恒例の今日は何の日を
始めます。
◎１８７７年４月１２日（今から１
３６年前）帝国大学（現在の東京大
学）が設立されました。
　当時の帝国大学は、明治政府によっ
て設立された日本最初の大学です。
◎１８８３年４月１２日（今から１
３０年前）陸軍大学校が開校。
　陸軍大学校は、大日本帝国陸軍に設
けられた参謀将校の養成機関です。
　日本海軍にも、同じく海軍大学校
が設置されました。
丁度、この時期は小学校から大学迄
の入学式が行われましたので、今日
は学校特集にしてみました。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 2013-14年度第10分区「第1回会長・幹事会」開催の案内
 日時　4月17日(水)　18：00～
 場所　麗宮飯店

2. 例会変更のお知らせ
 松戸RC；4/17(水)は健康診断のため、移動例会
 柏東RC；4/18(木)は第10分区親睦ゴルフ及び
 　　　　合同例会のため、休会
 　　　　4/25(木)は4/24(水)の家族親睦移動例会に変更
 　　　　5/2・30(木)は休会
 　　　　6/20(木)は6/23・24移動例会(親睦旅行)に
 　　　　変更のため、休会

入会式

勝田 会員（推薦者）　　増谷 会長　　小林 新会員



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
鈴木（桂三） 会員

パートナー誕生日
中嶋 会員

(^^♪
杉山 会員
入園式（昨日） 51名

金本 会員
取手国際ゴルフクラブ
代表になりました結婚記念日

小阪（博司） 会員

斉藤 敏文 様 （オブザーバー）

ビジター

出席報告

欠席者

出席率　44.00%

58名

14名

秋元、岡島、小澤、後藤、小溝、佐藤、東海林、
染谷、髙田、田代、中村（佳）、広浜、冨士川、
湯浅 　 　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

次回の例会は4月26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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

　今日の卓話は、水野会員にお話いただきました。

卓話 IT・雑誌広報委員長　水 野  晋 治

鈴木（桂三） 会員

本人誕生日



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

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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1804回合同例会、第1805回通常例会（2013.4.16、4.26）

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
立 年立 年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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/2012/

　夕方６時に点鐘ではじまった恒例の10分区合同例会。ゴ
ルフ組はザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎で激戦を繰り広げたあと
に集合し、他のメンバーも集った。
　合同例会に続き、親睦会がスタート。２部構成で、マ
ジックショーと居合の演武がどちらも迫力満点で観衆を魅
了した。
　ゴルフの成績は新ぺリアで公正に行われ、当クラブから
はトビ賞で森市、嶋田会員、ドラコンで馬場会員、各会長
賞には川和、嶋田両会員がはまった。そんな中やはり実力
を見せたのは、ベスグロ＆準優勝に輝いた中嶋会員、体調
の思わしくない中この成績を残したことに賞賛をしたい。
優勝は我孫子RC丸田会長でした。

会報　第1774号、第1775号

1804 回　10 分区　親睦ゴルフ及び合同例会 三井ガーデンホテル　13.4.16

準優勝（ベスグロ）　中嶋会員

■ 5 月 3日（金）【休会】祭日（憲法記念日）
　
■ 5 月 10 日（金）【通常例会】- お祝い事・理事会 -
 卓話＝3分間スピーチ
　
■ 5 月 17 日（金）【休会】任意

■ 5 月 24 日（金）【通常例会】
 卓話＝イタリア料理教室主宰・声楽家　田中利幸 様

■ 5 月 31 日（金）【通常例会】
 卓話＝金子　正　副幹事

《その他の行事》
◆ 5/11（土）『次年度委員長会議』
 19：00～　ザ・クレストホテル柏
◆ 5/14（火）『第 10 分区会長・幹事会』
 18：00～　麗宮飯店
◆ 5/21（火）『柏南・柏西インターゴルフ』
 千葉 CC川間コース
◆ 5/26（日）『ゴミゼロ運動』
◆ 5/28（火）
　『柏ロータリークラブ創立記念日移動例会』
 13：30～　アミュゼ柏

5 月の行事予定

ドラコン　馬場会員 柏南会長賞　川和会員

準優勝：中嶋会員
ベスグロ：中嶋会員
トビ賞：森市会員、嶋田会員

ドラコン：馬場会員
柏西会長賞：嶋田会員
柏南会長賞：川和会員

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット
2位 中嶋　利生 37 42 73.0
3位 塚本　英夫 49 45 73.6
4位 川和　弘行 50 47 74.2
11位 増谷　信一 47 49 75.6
12位 金子　正 38 48 76.4
21位 鈴木　健吾 50 51 78.2
23位 日暮　肇 50 56 78.4
27位 馬場　弘 49 47 79.2
30位 嶋田　英明 49 54 80.2
34位 水留　茂之 48 58 82.0
35位 飯合　幸夫 50 49 82.2
40位 森市　直樹 53 52 83.4
41位 升谷　庸 53 63 83.6
43位 鈴木　子郎 54 61 86.2

79
94
97
96
86
101
106
96
103
106
99
105
116
115

6.0
20.4
22.8
20.4
9.6
22.8
27.6
16.8
22.8
24.0
16.8
21.6
32.4
28.8

出席率 100%



例会日／金曜日　12：30～
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

1805回通常例会

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. 卓　　話　菊池 恭三 様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは。
　本日はお忙しい中、「池松記念ク
リニック」菊池恭三様、ディエゴの
両親でございますティト様・ケケー
ラ様、又、通訳をしております交換
学生の影山様、「三井住友海上 千葉
北支店長」水本 誉様、柏ＲＣ 神野美
明様、ようこそ柏西ロータリークラ
ブの例会にお越しを下さいました。
菊池先生におきましては、この後の卓話
で『いびきについて』お話をして頂きま
す。どうぞ宜しくお願い致します。
只今、食事中に臨時総会を開かせて

頂きました、無事に議案をご承認し
て頂きありがとうございました。
これで入会金が免除となる為に、家族
での入会が入りやすくなりました。
是非、御子息様とご一緒にロータリー
活動をしてみてはいかがでしょうか。
さて、４月１２日の例会以来の通常
例会となりました。
この2週間の間に、第10分区の親睦ゴ
ルフ並びに合同例会が行われました。
親睦ゴルフにおいて、柏西クラブは
大変優秀な成績を残しました。準優
勝に中嶋利生会員・3位に塚本英夫会
員・4位に川和弘行会員と上位を独占
致しました。又、とび賞も30位嶋田
会員・35位飯合会員・40位森市会員
と頂く事が出来ました。おめでとう
ございます。
この次は、ゴルフの西南戦争が5月21
日火曜日に千葉カン（川間コース）
にて行われます、又柏西クラブが圧
勝で勝ちましょう。
　又、４月１３日には、安川研修委員
長のもと、ロータリー情報研修会が行
われました。本年度入会者を始め、
入会５年未満の会員が、お集まりを
して頂きました。根来パスト会長・
鈴木子郎パスト会長から西クラブの
生い立ちや流れを聞かせて頂き、３
８年の重みを感じる事が出来まし
た。ありがとうございました。
　そして、４月２０日には職業奉
仕・親睦委員会合同の家族日帰り旅

行をして参りました。
当日は、家族や米山奨学生の王ちゃ
んも参加をして頂き、楽しい親睦会
になりました。残念な事に朝から曇
り空でお昼からは本降りの雨になっ
てしまいました。カチカチ山の観光
から始まり、西湖いやしの里・本栖
湖（芝桜まつり）・朝霧高原・最後
には富士山本宮浅間大社等、盛り沢
山の観光をして無事に柏の地に着く
事が出来ました。
森市委員長・杉山委員長、お疲れ様
でした。
　それでは、今日は簡単に今日は何
の日を始めます。
◎１９８６年４月２６日（今から２
７年前）ソ連・ウクライナ共和国の
チェルノブイリ原子力発電所で大規
模事故が発生。
　４月２６日１時２３分チェルノブイ
リ原子力発電所（４号炉）で起きた原
子力事故、最悪のレベル７（深刻な事
故）に分類される事故でした。
　２０００年の追悼式典で、ロシア
の事故処理従事者を含め〔約５５,０
００人の死亡〕、いまだに周辺住民
や小児等の甲状腺癌の発生が高く
なっている。
　　福島の第１電発事故も、早く終
止符を打ちたいものです。
　以上で、会長報告とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 世界平和フォーラムの広島開催記念『緑の遺産』
　被爆樹木植樹のお願い

2. 5月のロータリーレートは1ドル＝98円

3. 2013年国際大会信任状提出

4. 例会変更のお知らせ
 柏RC；5/1(水)  ⇒ 休会
 　　　 5/29(水) ⇒ 5/28(火)創立記念日移動例会
 印西RC；5/1(水)  ⇒ 休会
　　　　　　 5/22(水) ⇒ 5/19(日)
　　　　　　　　　　　 市民ウォークラリーに振替
 松戸西RC；5/1(水)  ⇒ 休会
　　　　　　　 5/15(水) ⇒ 国会見学移動例会
　　　　　　　 5/22(水) ⇒ 第12分区ゴルフ大会
　　　　　　　　　　　　  移動例会
 松戸中央RC；5/2(木)  ⇒ 休会



　今日の卓話は、菊池 恭三会員にお話いただきました。

卓話 東京西南ロータリークラブ

池松記念クリニック　院長　菊池 恭三





BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
広沢 会員、小溝 会員

(^^♪
森市 会員　職業奉仕、親睦活動合同家族旅行
楽しく過ごせてありがとうございました。

飯合 会員　ゴルフ1年ぶりのとび賞

結婚記念日
榊 会員

神野 美明 様 （柏RC）

ビジター

出席報告

欠席者

出席率 79.31%

58名

12名

太田、小澤、金本、後藤、佐藤、東海林、染谷
髙田、田代、冨士川、水野、小林（正）
 各会員

会員数

次回の例会は5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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司



開催�日時 会�長 増�谷�信�一

開催�場所 幹�事 升�谷   �    庸

理���事 出欠

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

森 市 直 樹

鈴 木 桂 三

日 暮�  肇

升 谷  �庸

馬 場�  弘

安 川 武 年

　　�柏西ロータリークラブ�2012~2013年�持回り理事会資料

2013年�4月 26日�

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

増 谷 信 一 ①新入会員候補者の件

杉 山�  智

金 子     正

○嶋 田 英 明

���������������������������承認

   小 林 太 時

勝 田 健 一

金 本 元 章

                          勤務先；株式会社エイム�代表取締役

                          推薦者；鈴木子郎会員�嶋田英明会員

�����齋藤敏文様（昭和29年9月24日生れ58歳）

                          勤務先住所；柏市松葉町3-15-1
                          職業分類；小売業



第6条　入会金および会費 第6条　入会金および会費

　第1節　入会金は10万円とし、入会承認に 　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、 　　　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 　　　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 　　　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並びに 　　　異動に伴い後任者が入会する場合は、

　　　家族が入会をする場合は、入会金は免除 　　　入会金は免除とする。

　　　とする。

第17条　附則 第17条　附則

　第8条、 第9条については、2011年12月16日 　第6条 　第1節、 第8条、 第9条については、

　　から施行する。 　　2011年12月16日から施行する。

   第6条　第1節については、2013年4月26日

　　から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　≪改正後≫　     (柏西ロータリークラブ新旧対照表）　≪改正前≫

                         【日　時】 平成２５年４月26日(金)    通常例会時(食事中予定)

                         【議　題】 柏西ロータリークラブ細則改正(案)の採決

臨 時 総 会



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

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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1806回、第1807回通常例会（2013.5.10、5.24）
■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/2012/
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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

1806回通常例会

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. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
　本日はお忙しい中、柏南ＲＣ熊井　
毅様、ようこそ柏西ロータリークラブの
例会にお越しを下さいました。
　又、本日入会予定でした斉藤敏文様は

急病により静養中の為、５月２４日の例会
日に改めて入会式をさせて頂きます。
 さて５月に入り私の年度も、後２ヶ月と
なってしまいました。
やっと会長職がなれて来まして、勝田エ
レクトには、申し訳ございませんが、後
１年続けて会長をやらせて頂きたいと
思います。【うそです】
 勝田年度の動きも始まり。４月２９日に
地区協議会が東京ベイ幕張でございま
した。
この時の資料をもとに、次年度委員長
会議が開催される訳です。これからは、
本年度・次年度と委員長は重複して動
く事になります。大変でしょうが、宜し
くお願い致します。
　それでは、今日は何の日を始めます。
◎１９８４年５月１０日（今から２９年
前）グリコ・森永事件が発生。
　報道機関に「かい人２１面相」から、
グリコ製品に毒物を混入したとの脅迫
状が送られてきました。
この脅迫状には『グリコの製品に青酸ソー
ダ入れた』と書かれていたそうです。

この事態を受けて、全国の大手スー
パーはグリコの製品をすべて撤去しま
した。犯人は、いまだに捕まっていない
そうです。（似顔絵　キツネ目の男）
◎１９８７年５月１０日（今から２６年
前）帝銀事件の平沢定通（ひらさわ
さだみち）が獄中で病死しました。
 　※八王子医療刑務所で肺炎により９
５歳で病死。（３９年間留置）
　この「帝銀事件」は１９４８年（昭和
２３年）帝国銀行〔後の三井銀行・現在
の三井住友銀行〕椎名町支店で毒物
殺人事件（銀行の近くの家で赤痢が発
生したと言い、銀行関係者の家族１６
人に、８歳～４９歳　青酸混合物を飲
ませ１２人が死亡）が発生しました。
　５月１０日は、あまり良い日ではな
かったみたいですね。
　今日の例会は、月初ですので「卓話」
では無く３分間スピーチを行います。誰
に当たるかな？
そして、例会終了後に理事会を行います。
　以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1．飯合幸夫会員へ 2013 年地区協議会で表彰
　（職業奉仕委員会委員として感謝状）

2．古田穰治会員へロータリー財団への寄付に対し、ピンの送付
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー（2回目）

3．例会変更のお知らせ
我孫子RC；5/14(火) ⇒ 5/18(土)

 社会奉仕活動『れんげ祭り』振替

会報　第1776号、第1777号



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
鈴木（康之） 会員

結婚記念日
中村佳弘 会員、柳 会員、川和 会員
岡島 会員、小林（太） 会員

熊井  毅 会員（柏南RC）

ビジター

出席報告

欠席者

出席率　82.76%

58名

10名

五十石、太田、小澤、小阪、後藤、佐藤、染谷、
髙田、冨士川、小林（正） 　 　　　　各会員

会員数
パートナー誕生日
柳 会員

(^^♪
アデル 会員
例会、インターゴルフ欠席のため

鈴木 康之 会員
昔の貴重な体験談をお話いただきました。

ゲイビ・アデル 会員
6月の親睦（打ち上げ）旅行の軽井沢ではゴルフを
一緒にやらせていただきたいと思います。
突然で何を話せばいいかわからないけど、いろい
ろとよろしくお願いします。

柳 会員
居酒屋経営してますが、自分でも毎日四合瓶は欠
かさず呑んでいますが、いたって健康です。
皆さん、健康に気をつけてください。

小林 会員
先週高校時代の恩師が、遠征先で宴席後そのままホテ

ルで亡くなっていたことを聞き本当に驚きました。
人間、いつ亡くなるか分からないので、やりたい
ことをやっておこうと思い、森市さんのように沖
縄などに行ってみたいと思いました。
さて、私の会社で扱っている出口みえたくんは見
通しの悪い箇所に取り付けると見通せるようにな
る物ですが、最近は通販生活などからもアプロー
チが来ておりましてまだ決定というわけではござ
いませんが、今後良いお話ができるようにがんば
りたいと思います。

柏南クラブ　熊井 様
私の会社はクレストホテルのとなりなので、柏西
クラブの方が近く　私の前任者が100％の出席率を
出せたのはこちらがあったからではないかと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

卓話　3 分間スピーチ

鈴木 康之 会員 ゲイビ・アデル 会員 小林（太） 会員



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

○

　　  □　参加費；２５，０００円(ゴルフプレー代は個人負担) 程度化する
○

　　　　※１０，０００円(懇親会のみ）　  　　 ※１０，０００円(懇親会のみ)
□　ゴルフ；軽井沢72北コース(プレー代185,000円)

○ □   観光組；鬼押し出し・白糸の滝・星野リゾート

○ □ 7月5日(金)　18：00より

ご案内＝柏RAC・元米山奨学生(会費3,000円) 承認
○

酒類販売を追加致します
中村　靖会員(小売業→酒類販売に変更） 承認

○

④報告事項
× □　2012-'13年度7月1日～4月30日決算報告 承認

□ 台中港東南クラブ公式訪問決算報告
□ 新入会員候補者齋藤敏文様 持回り理事会(4/26　11名)にて承認

○ 職業分類＝小売業
推薦者＝鈴木子郎･嶋田英明会員

○
⑤その他

□ クールビズ(夏服)時期の件 ノーネクタイ、ジャケットの着用不必要

○ 5月1日～10月末まで （襟付きは着用）

×

○ ●次回理事会　2013年6月7日（金）〔例会終了後〕

①移動例会(打上げ親睦旅行及び第2回インターゴルフ)進捗状況

勝 田 健 一

金 本 元 章

金 子     正

②新旧役員交替式の件

③職業分類変更の件

　　　　　　　※２０，０００円(懇親会･宿泊のみ）

招待者＝名誉会員・パートナー・R財団国際親善奨学生候補者（

升 谷  　庸

馬 場　  弘

安 川 武 年

森 市 直 樹

日 暮　  肇

　　柏西ロータリークラブ　2012～2013年　第13回　理事会資料

2013年　5月 10日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

増　谷　信　一

升　谷   　    庸

）

○嶋 田 英 明

   小 林 太 時

鈴 木 桂 三

杉 山　  智

増 谷 信 一
□　期   日；6月13日(木)～14日(金)



例会日／金曜日　12：30～
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

1807回通常例会

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. 卓　　話　田中 利幸 様

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
　本日はお忙しい中、行田さくらＲ
Ｃの職業奉仕委員長でも有り、イタ
リア料理研究家・声楽家と言う、い
くつもの顔を持っていらっしゃる、
田中利幸様・奥様の淳子様、南ＲＣ
の猫田岳治様。そして本日当クラブ
へ入会を致します斉藤敏文様。
ようこそ柏西ロータリークラブの例
会にお越しを下さいました。
斉藤敏文様は5月10日の例会日の朝に
急病により出席が出来なくなりまし
たので、本日改めて入会式をさせて
頂きます。又、本日の卓話者でもご
ざいます田中利幸様は、昨日から柏に

お越しを頂いております。昨日は、イ
タリアン料理教室から始まり、そして
今日は例会の「卓話者」。又、例会終
了後には、この場所で「歌のコンサー
ト」をお願いしております。田中様、
どうぞ宜しくお願い致します。
さて5月11日に、クレストホテルにお
きまして、次年度委員長会議が行われ
ました。本格的に、勝田年度が動き始
めました。確か「委員会活動報告書」
の原稿〆切が今日迄でしたよね。
忘れずに、次年度委員長の皆さんお
願いいたします。勝田エレクトに代
わりお願い致します。
　そして、今週の火曜日に、南クラブ
とのゴルフ対抗戦「西南戦争」が、千
葉カントリー（川間コース）で行われ
ました。柏西からは、１４名がゴルフ
参加をして参りました。当日は、快晴
で暑いくらいのお天気の中、全員が無
事に戦争を終えてきました。
表彰式は、麗宮飯店で午後６時より、
南クラブの例会が行われ、そこに西ク
ラブからゴルフ参加者を含めまして１
７名で出席をして来ました。
今回の勝敗は、全員のスコアーの平均
で決める事に成り、（0,4）西が多く、南
クラブの勝利に終わりました。しか
し、個人表彰では、なんと私が優勝を
してしまいました。これは決してゴル
フが上手いのではなく、単に「隠し
ホール」が全部入っただけの事です。
確か７年前に、田代会長の時に私が幹
事で、今回と同じ様にゴルフの西南戦
争が行われました。その時の成績は、

恥ずかしい話ブービーメーカーでし
た。この７年間の間に、天国と地獄を
見てしまいました。
　又、３位に金子次年度幹事、９位
の小阪さんに私からの会長賞・１０
位に塚本さん・１４位に鈴木健吾さ
ん・１５位に馬場さん・２０位に升
谷幹事。２１位当日賞のキャディー
バックが鈴木子郎さん・ＢＭに松本
隆一郎さんと、賞品（１２個中・９
個）を西クラブが頂いて来ました。
　来年は、西クラブが幹事で西南戦争
を行いますが、早くも勝田会長は、南
の服部会長とほぼ日程等を、決めて来
たみたいです。是非、来年も一人でも
多くの参加をお願い致します。
　それでは、時間の都合上簡単に今
日は何の日を始めます。
◎１９０３年５月２４日（今から１
１０年前）日本初のゴルフ場（神戸
ゴルフ倶楽部）が開業。神戸ゴルフ
倶楽部は、イギリス人貿易商によっ
て神戸の六甲山上に造られました。
　当時、六甲山には外国人の別荘が
建ち並んでおり、レジャーと社交の
場としての利用が目的でした。
　開業当時は、４ホールでしたが、
その後１８ホール迄増やし、パー６
１のゴルフ場でした。
　関西の政財界では、「神戸ゴルフ
倶楽部」「廣野ゴルフ倶楽部」「鳴
尾ゴルフ倶楽部」が、ゴルフ場（御
三家）と呼んでいるそうです。
　以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 国際ロータリー日本事務局　2013年5月27日より
　事務所移転のお知らせ
　　東京都港区三田1丁目4-28三田国際ビル24F

2. 社会を明るくする運動柏市推進委員会総会開催の案内
　　日時　5月31日(金)13：30～15：00
　　場所　柏市役所別館

3. 受信；地域活動支援センターポコアポコ通信



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
染谷 会員

(^^♪
鈴木　子郎 会員
柏西南ゴルフコンペ当日賞

森市 会員
奉仕プロジェクト参加ありがとうございます

増谷 会長
西南戦争優勝

金子 会員
3位入賞、ベスグロ

杉山 会員
田中さん卓話ありがとうございます

出席報告

欠席者

出席率　81.36%

59名

11名

五十石、小澤、ゲイビ、小阪、後藤、佐藤、東海林、
髙田、冨士川、湯浅、小林（正） 　 　　　各会員

会員数

田中  利幸 会員（行田RC）

ビジター

猫田  岳治 会員（柏南RC）

ゲスト

中学卒業式の日、校庭で音楽大学受験を決意。見
事音楽大学オペラ科へ合格したがスランプに陥り
留年と退学を経験する。その後夢を捨て切れず、
有名テノール歌手に会い今度はイタリアへ留学、
恩師と出会うが思い通りの声が出せずに苦しみの
どん底に陥る。あるとき大切な方から、「君が苦
しんでいるのは、永久に君の思う理想の声がでな
いのではないかと自分が勝手に心配していること
からくる不安が原因である。自分ができると思え
ばすべてに明るく良い方向に進んで行くものだ」
と声をかけられ、心に太陽を見つけ日本に帰国。
毎月20数万円を捻出して仕送りしてもらっていた
父親の死を乗越えると待望の『心の声』が出る。
凡事徹底し自分を知り「丸ごとひとつ」の言霊と
同化した生きた心の声に向かい、明るく明朗な心

で常に前を見ていくにスイッチが入った。現在は
声楽家とイタリア料理研究家の二足のわらじを履
いて活躍中。

卓話 イタリア料理教室主宰　声楽家　田 中  利 幸

次回の例会は5月31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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

嶋田 会員（推薦者）　　齋藤 敏文 新会員　　増谷 会長

入会式



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

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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1808回通常例会（2013.5.31）
■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/2012/

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
立 年立 年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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

1808回通常例会

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. 卓　　話　勝田 健一   会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
　この１週間の間に、ロータリーの行事
が２件ほどございました。
１件目は、５月２６日の日曜日に、柏市
の行事でございますゴミゼロ運動が柏
市内一斉に行われ、柏西クラブから、６
名の参加を頂きました。（中村博亘パス

ト会長・中村佳弘パスト会長・秋元委
員長・杉山委員長・小林太時委員長・
升谷幹事）本当に、ご苦労様でした。
そして２件目は、柏ロータリークラブ創立
記念移動例会です。５月２８日の火曜日に
アミュゼ柏にて、「フタバから遠く離れて」
の映画上映。又、秋山柏市長による「柏市
内の除染」の現状報告もございました。
こちらも、柏西クラブから（会長・幹
事・勝田会長エレクト・金子副幹事・小
林太時委員長）の５名で参加をして参
りました。
　この映画は、福島第一原発の５号機
と６号機が立地している福島県双葉町
のドキュメンタリーでした。
この双葉町全体が丸ごと移住という前
代未聞の事態に直面した様子が、被災
者の目線で描かれておりました。
その中で、印象に残った言葉がござい
ました。
『双葉町町長が、原発を受け入れなけ
れば良かった、環境よりも財を選んでし
まった』と言っておりました。
双葉町は、原発のおかげで税収が入
り、町が大変うるおったという事です。
でもこの東北沖地震の大津波により、

町全体が今では廃墟同然です。そして
舩橋監督が、２作目を今作成中とのこ
とでした。
それでは、今日は何の日を始めます。
◎１９４５年５月３１日（今から６８年
前）第二次世界大戦。台北大空襲第二
次世界大戦中の１９４５年（昭和２０
年）連合国軍の爆撃機により、日本統
治時代の台湾台北州台北市に対して行
われた無差別爆撃です。
　この空撃で、台湾市民約３,０００人
が死亡、重軽傷者や家屋を失った人
は、数万人以上に上った。
◎１９７０年５月３１日（今から４２年
前）南米ペルー北部アンカシュ県の高
原地帯で、Ｍ７.９の地震が発生し死者
は約７０,０００人以上に上った。
このアンカシュ地震は、現在に至るまで記
録上ペルーで最も大きかった地震です。
今日は、勝田会長エレクトの「卓話」です。
次年度に向けての抱負や思い等をふま
えて、お話をして頂けると思います。
勝田エレクト宜しくお願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

幹事報告 幹事　升 谷 庸

会報　第1778号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

1. 6月のロータリーレートは１ドル100円

2. 柏RAC『望月久美子会員卒業例会』の案内
　日時；6月9日(日)　14:00点鐘
　場所；卒業式　Cluster  

3. 柏市社会福祉協議会評議委員候補者の推薦の依頼
　任期；平成25年6月26日より平成27年6月25日まで

4. 『柏まつり』協力金（30,000円）の依頼

5. 社会を明るくする運動柏市推進委員会協力金(昨年
20,000円)の依頼

6. 例会変更のお知らせ
柏RC；6/26(水)最終夜間例会

7. 受信；《会報》印西RC



　皆様こんにちは。2013～2014年度会長エレクトの
勝田健一でございます。本日卓話の機会を頂きまし
てありがとうございます。時がたつのは早いもの
で、ロータリー歴は16年と４ヶ月になります。
　鈴木子郎さんの会長の年度に入会いたしまし
た。あっという間の16年間でした。思い出を振り
返ってみますと、旅行に行った事や、その後の２
次会での楽しいひと時等々、数え上げればきりが
ありません。
　今年度会長就任につき、会長エレクト研修や、
地区協議会などに参加して、色々な学びを得る事
ができました。
特にロータリーの誕生と、その成長の過程につい
て、改めて感動を思いお起しました。ロータリーの
誕生のきっかけの話ですが、アメリカのシカゴで、
一人の青年弁護士ポール・ハリスが友人３人と語
らってお互いに信頼の出来る公正な取引をし、仕事
上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するよ
うな仲間を増やしたいという趣旨で、ロータリーク
ラブという会合を考えた、という事についての下り
です。私の今年度のテーマは「奉仕を通じて豊かな
人生を」と掲げさせて頂きました。幸いに柏西クラ
ブには、たくさんの職種の職業人がいらっしゃいま
す。ロータリーを通じて、友情を深め、又例会を通
じて友情と親睦を深め、楽しく意義のあるクラブラ
イフになるよう、皆様に積極的に参加し、協力をお
願いしたいと存じます。
話は変わりますが、一昨年は、1000年に一度という
大災害に日本は襲われました。又、それに伴い原発
の放射能汚染の被害にも見舞われ、柏市内において
もその影響を受け続けています。まさに国難だと思

います。このような非常事態の時こそロータリーの
精神が必要とされるものと思います。
　一生のうちには、何事も無く、毎日良い事や面白
い事、楽しい事ばかりがあるという事は少ないと思
います。例えば、日常の天気の事で考えてみるとよ
く分かります。寒くもなく、暑くも無い、風も無
い、快適な日は一年を通してもとても少ないもので
はないでしょうか。人は一人では生きて行けないと
言われています。多くの人に支えられ、励まされ、
生きているのではないでしょうか。
　豊かな人生とは、只、金銭的、物理的に恵まれ
ているというのだけでなく、暖かな家庭、気の合
う友人などがその人の周りにいる人ではないで
しょうか。私は心と、身体、お財布の三つのバラ
ンスが取れている状態が、幸せなのではないかと
思っています。
７月からの一年間ではありますが、少しでも皆様
と一緒に楽しいクラブライフが過ごせます様、一
所懸命に金子幹事と共にクラブ運営に努力をして
参りたいと存じます。二人とも、未熟者でござい
ますが、会員のみなさまのご協力、御鞭撻の程宜
しくお願い申し上げます。感謝。

卓話 会長エレクト　勝 田  健 一

次回の例会は5月31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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
飯合 会員

(^^♪
秋元 会員
社会奉仕委員会ゴミゼロで終了御礼

飯合 会員
柏市商連で感謝状拝受

出席報告

欠席者

出席率　77.97%

59名

13名

五十石、太田、小澤、金子、小阪、後藤、佐藤、杉山、
染谷、髙田、中嶋、冨士川、小林（正） 　 　各会員

会員数
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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

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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1809回通常例会（2013.6.7）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2012/

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
立 年立 年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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

1809回通常例会

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. 卓　　話　金子 正　   会員

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
　本日はお忙しい中、助川昌弘様・浅
野　肇様・住田みゆき様・柏ＲＣより、
長谷川会長・浅野社会奉仕委員長よう
こそ柏西ロータリークラブの例会にお
越し下さいました。　
　今日のお客様、助川様・浅野様・住田様
は、ご入会を前提に例会にご出席を頂きま
した。６月２１日の例会日に、入会式を予定
しておりますので、是非、又お時間を作って
頂きご出席の程、宜しくお願い致します。
　又、浅野様におかれましては、親子で
のロータリー会員が誕生する事になり
ます。お父様は、飯合幸夫会員です。

これも４月の臨時総会にて家族が入会
する場合には、入会金は免除とする。
細則の改正をさせて頂きました。
　これからは、飯合家族・第１号に続い
て少しずつですが家族の入会が増える
事を期待しております。
　先週の、金曜日の例会後に私と升谷
幹事で、藤本義昭会員のお見舞いに
行って参りました。その日は、おおたか
の森病院を退院しており、自宅の方へ
お伺いを致しました。柏の葉駅前の３５
階建ての高層ビルの３４階に住んでお
られ、丁度手賀沼やこのクレストホテル
が一望できる素晴らしい眺めでした。
その窓側に、藤本さんが座っており、退
院間もなくでしたので、少し色白でした
がお声も大きく大変元気にされておりま
した。帰り際に皆様に宜しくとのお言葉
を頂いて来ました。
　いよいよ、私の年度も最終月になって
しまいました。例会も、今日の例会を含め
まして後４回となりました。来週は、移動
例会です（１泊２日の親睦旅行・第２回イ
ンターゴルフ）を予定しております。今回
は軽井沢方面に行って参ります、ゴルフ
場は軽井沢７２でプレイを致します。今日
現在２３名のご参加を頂いております。
今年度も思い出になる様、升谷幹事・
杉山親睦委員長が先月軽井沢迄、下見
をして参りました。食事や、観光など吟味
してコースを選んだそうです。どうぞ楽しみ
にしていて下さい。

　それでは、今日は何の日を始めます。
今までは、地震や原発・災害・事故等を
多く取り上げて来ましたが、今月は最終
月ですので、出来るだけ明るい話題を
選んできました。
◎１９３６年６月７日（今から７７年前）
多摩川スピードウェイにて、第１回全国
自動車競走大会が開催。この多摩川
サーキットは、同年１９３６年に開業し
た日本初のサーキット場です。
　この第１回全国自動車競走大会で、
優勝したのは無名の町工場の「オオタ自
動車工業」でした。手作業で組み上げた
「オオタ号」と言う車で出場しました。
　このレースには、後の本田技研工業
を創設する、本田宗一郎も自作の「浜
松号」で参加をしたが、事故によりリタ
イアをしました。又、当日スタンドには、
当時の日産の社長やトヨタの社長も観
戦していたそうです。
◎１９８６年６月７日（今から２７年前）
広島カープの衣笠祥雄が日本プロ野球
史上初の２,０００試合連続出場を達
成。衣笠選手は、中学校入学時には、
柔道部に入りたかったが柔道部がな
かった為に、しかたなく野球部に入部し
たそうです。
　今日の例会の「卓話者」は、次年度
幹事の金子正副幹事です。どうぞ宜し
くお願い致します。
　以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。　　　　　

会報　第1779号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 柏RAC最終例会の案内
　日時；6月16日(日)　14:00点鐘
　場所；サルバトーレ　クモオ
　登録料；一人5,500円

2. 例会変更のお知らせ
　松戸西RC；6/19(水)移動例会(親睦旅行)に変更
　　　　　　 6/26(水)夜間例会に変更



　次年度幹事を仰せつかりました金子です。私が柏
西クラブに入会しましたのが平成１２年の１２月で
すから早いもので、今年で１３年目になります。
　私の仕事は、今現在はルﾋﾟﾅｽﾊｳｽ㈱と言う建築、
不動産を主に行っている会社ですが。私が親の仕
事を手伝いだした２９年前は材木屋でした。それ
から売上を上げる為に建築資材の販売を広げ、新
建材、設備機器、ｱﾙﾐｻｯｼ、そして、ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、ﾕﾆｯ
ﾄﾊﾞｽ、給湯器の取付工事、またｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ、屋根工
事と付加価値を付けた会社へと変化させ、仕舞に
は大工さんまで派遣するようになり、建築工事を
請け負う事の出来る会社にして来ました。そして
工務店様のお役に立てる会社に成ったのですが、
そこで落とし穴に嵌ってしまいました。それは、
新規の工務店に材料を売ったら、あっという間に
２カ月で１000万円の売り上げに成ってしまい、集
金に行った時、「お宅に払うお金は無い」よ、と
言われ、どうにか成りませんかと聞くと、「売っ
たお前が悪いんだ」から諦めろと言われました。
その時は、その社長を殺してやろうか思いました
が、良く考えると私が、支払い能力が有る会社か
も調査しないで売ったのが悪いのだから当たり前
だなと思い、その気持ちを収めました。そして次
の日から私は、資材会社は従業員に任せ、建築と
不動産の会社を造り地域密着の逃げも隠れもしな
い、ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰの出来る会社にするぞと心に決め今
の会社のルﾋﾟﾅｽﾊｳｽ㈱を創業しました。
　始めたのは良いですが仕事が有りませんので、
不動産屋さん廻りをしていた時、同友会という勉
強会で知り合った次期会長の勝田さんが不動産屋
さんだったので会社を訪問した所、気持ちの良い
社長さんなので、この人だったら「私を裏切らな
い人だな」と思いお付会いを始めさせていただき
ました。そのうち色々な仕事もさせていただき自
宅を建てる話が出た時の話ですが、「自宅は他の

会社の工法で建てたいんだ」と言われたので、「ﾁ
ｮｯﾄ待った」当社の建てる工法も負けないからどう
にか当社でお願いしますと強い気持ちで伝えたと
ころ、しょうが無いなという事で自宅を建築させ
ていただきました。
　それからは、勝田さんらお願いされた事は一つ
返事で「ﾊｲ」と言う癖が付、今度、倫理の会長を
受けるから三役の事務長をお願いしますと言われ
た時も「ﾊｲ」、そして今度は良い会が有ると言わ
れ、柏西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの入会を誘われたのですが、私
もその前に、ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞに入った経験から奉仕団
体の会に入っても仕事に全然ﾌﾟﾗｽにならない会だ
と思いましたので、さすがにその時は、お断りを
したのですが、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはそんな事はなく、逆に
どんどん自社の宣伝をして仕事につなげられる会
だから是非入会してくださいと言われたので、そ
れではと、また一つ返事で「ﾊｲ」とすぐに入会を
決めたのでした。このような切っ掛けでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
に入らせてもらいました。それから、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの
事もまだ良く理解していないまま、１３年目を迎
えましたが、何故ここまで続けてこられたかと思
いますと、柏西ｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰがとても素晴らしい
し、またこの例会の会場、そして料理も美味しく
他ｸﾗﾌﾞから比べると恵まれている所が沢山あるか
らだったと思います。是非共、新しいﾒﾝﾊﾞｰの方も
多くのすばらしい仲間を造って、また、家族の方
にも参加して頂き柏西ｸﾗﾌﾞの良さを広めていただ
きたいと思います。それがまたﾛｰﾀﾘｰの基本の職業
奉仕につながって行く事だと思います。
　私は、柏西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入ってとても良かったと
思います。そして柏西ｸﾗﾌﾞに推選してくださった
勝田さんに今、とても感謝をしています。そし
て、その感謝を込めまして次年度の幹事を務めさ
せて頂きますので皆さんも協力を宜しくお願いし
ます｡

卓話 副幹事　金 子  正

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
嶋田 会員、小林（太） 会員、升谷 会員、榎本 会員

パートナー誕生日
日暮 会員、小林 会員、榊 会員（5月）、鈴木（康） 会員（11月）

オブザーバー ゲスト

出席報告

欠席者

出席率　79.66%

59名

12名

五十石、岡島、小澤、ゲイビ、後藤、
佐藤、染谷、髙田、冨士川、水留、金本、
小林（正） 　　　　　　　　　各会員

会員数

結婚記念日
嶋田 会員、斎藤 会員、太田 会員

浅野  肇 様

助川  昌弘 様

住田  みゆき 様

浅野  富美代 会員（柏RC）

長谷川  秀夫 会員（柏RC）





次回の例会は6月21日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司
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承 認：1975年11月24日

第2790地区

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

会 長：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1810回移動例会、第1811回通常例会（2013.6.14、6.21）
■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/2012/
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
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柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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
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1810回　第2回インターゴルフ及び移動例会 軽井沢72ゴルフ　北コース　13.6.14

　今回の旅行は増谷会長より会員誰でもが途中から参加
できたり、早めに帰れる所が好ましいとの要望があった
ことと併せて、御自身の思いから新幹線の便もある軽井
沢を選択致しました。今回の旅のコンセプトは「非日常
との出会い、ゆったり、ノンビリ、優雅に！」でした。
　初日の訪問先も世界遺産登録が待たれる群馬県にある
「富岡製糸場」のみに止めました。近代日本を象徴する
木骨煉瓦造りの繰糸場を始めとした明治初期の歴史的建
造物を見学しました。一方、旅は「食とお酒」が大切と
の理由で軽井沢での昼食は万平ホテル内にある京都たん
熊北店の「熊魚庵」で会席と鉄板焼きとの好みに分かれ
ていただきました。朝から飲酒を解禁したものの予想を
上回る酒量となり会員相互の親睦に弾みをつけました。
食後は増谷会長から提供して頂いた「万平ホテル特製ド
レッシング」を手に乗車し、「ミステリーツアー」へと
向かいました。軽井沢と云えば国内でも有数の別荘地で
各界の名士の別荘を垣間見るのも一興かと思い、現地の
別荘管理会社に案内役をお願いしました。軽井沢別荘地
の中でも古くから拓けた鳩山通り、鹿島の森をしばし散

策しました。また、管理会社所有のシェアタイムヴィラ
ではシャンパンにカナッペを用意して俄か別荘オーナー
気分を味わいました。その後ホテルへ向かう途中でマイ
クロソフトのビル・ゲイツが軽井沢に建築中の豪奢な別
荘を車中より眺めました。夕食は別荘族からの評判も良
いフレンチレストラン「シェ草間」を休業日にも拘わら
ず貸切とさせて頂き、地元の食材をふんだんに使ったフ
ルコースを堪能致しました。翌14日はゴルフ組と観光組
とに分かれてそれぞれ楽しい､思い出深い一日を過ごし
ました。唯残念なことに、事前に下見して頂いた杉山親
睦委員長がお仕事の都合により急遽参加できなくなり、
食事の合間や車中での皆様方との更なる親睦を計る試み
が実行されませんでした事が心残りとなりました。今回
ご参加頂きました会員の皆様方、またお仕事の都合上参
加出来なかった会員の多くの方々から差入やお餞別を頂
戴致しましたことに厚く御礼申し上げます。ありがとう
ございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　升谷　庸　記

夕食会「ショエ草間」さんにて

富岡製紙工場視察 軽井沢の別荘地散策

トップバッター鈴木会員



　当日スタート直後は小雨が降っておりましたが、直後か
ら薄日が差し、高原のさわやかな気候と新緑の美しい中で
楽しく第２回のインターゴルフが開催されました。

ドラコン
9 番：金本会員
14 番：湯浅会員

出席率 100%

順位 氏名 北OUT 北IN グロス ハンディ

1位 塚本　英夫 44 46
2位 増谷　信一 46 51
3位 金本　元章 44 39
4位 金子　正 43 41
5位 松本 隆一郎 56 51
6位 湯浅　千晶 43 47
7位 中嶋　利夫 43 46
8位 鈴木　子郎 54 54
9位 嶋田　英明 53 46
10位 水野　晋治 57 56
11位 升谷　庸 56 63
12位 片岡 喜代子 65 76

90
97
83
84
107
90
89
108
99
113
119
141

13
19
2
3
26
8
6
25
8
20
26
36

ニアピン
3 番：増谷会長
8 番：松本会員
12 番：嶋田会員
17 番：中嶋会員
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1811回通常例会

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. 卓　　話　升谷 庸　   幹事

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　

　皆様、こんにちは
　本日はお忙しい中、助川昌弘様・
浅野　肇様・住田みゆき様・又、第10
分区宮ガバナー補佐並びに山崎補佐
幹事、国際親善奨学生 小野晴香様。
ようこそ柏西ロータリークラブの例
会にお越しを下さいました。　
 本日のお客様でございます、助川
様・浅野様・住田様は、この後入会
式をさせて頂きます。
 宮ガバナー補佐・山崎補佐幹事が、
柏西クラブの例会に出席される時
は、いつも会員拡大の担当の例会日

でございました。今日も3名の入会が
ございます。
 柏南クラブには、イヤミに聞こえる
かもしれませんが、今日で11名の拡
大をしてしまいました。
 入会式で宮ガバナー補佐・山崎補佐
幹事には、新入会員へロータリーバッ
チの贈呈をお願いしたいと思います。
又、この後一言ご挨拶もお願い致し
ます。
　さて、先週の13日～14日と、軽井沢
方面へ親睦旅行並びに第2回インター
ゴルフへ２２名で行って参りました。
 今回、升谷幹事に私の年度の親睦旅
行は、ゆったりと豪華で優雅な旅行に
したいとお願いをしておりました。
　昼食は、軽井沢万平ホテルの、ス
テーキの洋食料理と和食の懐石料理
と選んで頂き食べて頂きました。
　夕食も、「シェ草間」と言う、フ
ランス料理のレストランへ行き、お
酒類も全種類用意をして頂き、限ら
れた時間でしたが、ワンランク上の
豪華食事を堪能して頂きました。
　初日は、台風の影響もまだ残って
おり、雨模様の中の旅行になってし
まいました。
　翌日の朝は、少し霧雨でしたが、
ゴルフ組と観光組に分かれて行動を
しました。
　私は、ゴルフ組に参加し軽井沢72
ゴルフ(北コース)で、プレーをして来
ました。このゴルフ場は大変有名で、

今年も女子プロのトーナメントが開催
されるそうです。浅間山を背にし、済
んだ空気の中でプレーを満喫する事が
出来ました。成績発表は帰りのバスの
中でしましたが賞品の授与を改めて、
今日させて頂きます。
　升谷幹事が、私に似て来まして
ユーモアを交え、ゴルフのドラコン
賞がこのドライバーセット、ニアピ
ン賞がこのヘアピンでした。これは
複勝ですので、それぞれの賞品を
ちゃんと用意してございますので楽
しみにしていて下さい。
　それでは、後２回と成りましたが、
恒例の今日は何の日を始めます。
◎１５８２年６月２１日（今から４
３１年前）本能寺の変。
　本能寺の変は、織田信長の家臣
（明智光秀）が謀反を越こし、京
都・本能寺に宿泊していた主君信長
と後継者の信忠を襲い、自殺をさせ
たクーデターです。
　この「本能寺の変」は、暗殺事件
との解釈もなされる。
　今日は、入会式やゴルフの表彰式
も有りますので、これで今日は何の
日を終わりに致します。
　今日の例会の「卓話者」は、私の女
房役でも有り外妻の、（升谷　庸）幹
事です。宜しくお願い致します。
以上で、会長報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。　　　　
　　　　　　　　　

幹事報告 幹事　升 谷 庸

1. 例会変更のお知らせ
 松戸東RC；6/21(金)休会
 　　　　　 6/28(金)最終家族夜間例会
 松戸RC；6/26(水)は6/23(日)移動例会に変更



　2011年3月11日午後2時46分、私達（増谷会長ノミニー
と私）は柏そごう1階のコーヒーショップにいました。
そこで「東日本大震災」に遭遇したのですが、思い起こ
せば増谷年度がスタートする1年3カ月前から既に私達は
自分達が担当する年度に対しての話し合いを定期的に持
ち、例会や行事に付いてのアイディアを出し合っており
ました。しかし、この一年を振り返ってみますと、私達
が話し合い考えた事の全てが実行できた訳ではございま
せんでした。全体で約7割の実施となりました。皆さん
ご存じの通り、1年間を通して見ると既存の行事も結構
多く、単年度としての独自色を打ち出すということはな
かなか難しいものでした。また、増谷会長の今年度の方
針として「気張らず、無理せず、過不足なく」と云うス
タンスでしたので、私もそれに従いました。メンバーの
中には例年と比較して物足りない（特にノミニケーショ
ン関連行事が少ない）と感じた方もいらしたのではない
でしょうか。
　幹事をお引き受けしたことにより、私の日常生活はこ
の一年とても忙しいものとなりました。ロータリーに関
する全ての行事に会長か私のどちらか、あるいは二人
揃って参加致しました。土日に出席を強いられることも
しばしばありました。ロータリー活動を仕事やプライ
ベートより最優先致しましたので、私自身にとり、通常
の年の3割増しの行動量であったと思っております。その
お陰で、この一年は私の人生に取りましてとても充実し
た一年となりました。これまであまり接触の無かった会
員の皆様ともコミュニケーションが取れるようになりま
した。幅広い職業の皆様方とのお付き合いが私の拙い見
聞をも広げて頂きました。会員の皆様には深く感謝し、
御礼申し上げます。また一方、皆様方のほんの一部の方
ですが、熱心に苦言、忠告を言って下さる方がいること
をも知りました。お陰様で増谷会長も私も随分勉強させ
て頂きました。世の中には色々な考え方をする人の存在
を知り、大変参考になりました。会員全ての方のご意見
をそのままクラブ活動に反映させることもできませんの
で、調整役としての役割の重要性を痛感致しました。今
後幹事未経験の会員の皆様には会長予定者から幹事就任
を依頼されましたなら、喜んで引き受けて頂きたいと思
います。メンバーの方々の個性が良く理解できます。さ
て、今年度のガバナー方針として、「職業奉仕の重要性
を認識し、実践すること」を上げておられました。私な
りにロータリーにおける職業奉仕とは、個々人の一番得
意とする自らの職業知識や技術、ノウハウを所属クラブ
の皆の為に無償奉仕する。それによってクラブ運営や活

動、延いてはメンバー各位の知識、経験に資すること、
互いの仕事をより良く理解し合うことだと思います。
　私に当てはめて言うならば、世界経済や金融情勢を平易
に解説し、個人、法人の資産運用や活用に供することなの
ですが、余りにも抽象的過ぎるので表現する努力を怠って
いた感があり、とても反省しております。また、優れた製
品・技術を広く世に送り出す仕事もしておりますので、今
後皆様方のお役に立てる様努力して参ります。
　この様に自身の知識・経験を皆の為に役立てることに
よって、信用・信頼を得て、次のビジネスチャンスに結
び付けていくことが理想と考えております。以上、感想
を述べさせて頂きましたが、私が曲がりなりにも幹事を
やってこれたのも偏に増谷会長、事務局の片岡さんのお
陰でございます。お二人は経験豊富で年間を通してい
つ、何をどうすべきかを熟知されておられました。特に
増谷会長は全て事前に準備されておられました。本来幹
事である私がやるべきことも用意して下さいました。そ
のお陰で私はただ単にそれを忠実に皆様方にお伝えした
に過ぎませんでした。元より幹事はクラブ運営の一切合
切を取り仕切る重要な役割を担う組織の要であります。
実はこのことを知ったのはごく最近なのですが、如何に
私が至らなかった所を増谷会長がカバーしてくれたか反
省しきりであります。今年度、増谷会長が我々を総称し
「マスマスシンヨウ」とのフレーズは掲げましたが、そ
の恩恵の大半を私が得ました。増谷会長からは正に「お
んぶにダッコ、乳まで飲ませて」頂きました。本当に有
難く感謝に堪えません。今年度一年を振り返しまして
「マスマス年度」とは実質的には「増谷信一会長、増谷
信一幹事」の一人二役によって成り立ちました。私は単
に語呂合わせを狙った増谷会長のギャグとシャレのため
の「刺身のツマ」であったと認識しております。
　皆様方の一年間のご協力と本日のご清聴に深く感謝申
し上げます。

卓話 幹事　升 谷 庸



出席報告

欠席者

出席率 85.48%

62名

9名

小澤、ゲイビ、佐藤、染谷、髙田、中嶋、
冨士川、後藤、小林（正）　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
水留 会員

(^^♪
柳 会員　打上げ旅行おつかれさまでした
　　　　 バスを止め過ぎてすいませんでした

杉山 会員　バス旅行欠席すみません

事務局 片岡様　打上げ旅行ありがとうございました

お客様

宮 ガバナー補佐（柏南RC）

山崎 補佐幹事（柏南RC）

次回の例会は6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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

浅野 新会員　　宮 ガバナー補佐　　増谷 会長 住田 新会員　　山崎 ガバナー補佐幹事　　増谷 会長

助川 新会員　　増谷 会長

入会式
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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：増 谷 信 一　　幹 事：升 谷 庸 第1812回通常例会（2013.6.28）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2012/

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
立 年立 年

柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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
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1812回通常例会

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. 卓　　話　増谷 信一   会長

1. 点　　鐘　増谷 信一   会長

　皆様、こんにちは
　いよいよ最終例会となってしまいまし
た。今日の例会は、私が会長としての

「１年間の思い出」の卓話と「第５回ク
ラブ協議会」です。
　今年１年、会長報告を冗談も言わず
にして参りました。その為に、事前に会
長報告の原稿を作り、ただただ読んで
来ました。聞いている皆様も本当につま
らなかった事と思います。今日で、つま
らない会長報告が最後に成ります。つま
らないついでに、今日は何の日も最終日
までやらせて頂きます。
◎１９４８年６月２８日（今から６５年
前）福井大地震が発生。
　昭和２３年６月２８日午後４時１３分２
９秒（嶋田英明会員が福井で生まれた
のが、昭和２７年６月６日ですので、丁度
生まれる４年前の出来事です）福井県
を中心に北陸から北近畿を襲い、震源
地は（現在の坂井市丸岡町付近）で、Ｍ
７.１の直下型地震でした。死者・行方不
明者合せて３,７６９人にのぼりました。

　ちなみに、この福井大地震は２年前
の東北地方太平洋沖地震・１８年前の
阪神・淡路大震災に続く、戦後３番目
の規模の大地震でした。
　以上で、最後の今日は何の日を終わ
ります。１年間、今日は何の日特集に、
お付き合いをして頂き本当に、ありがと
うございました。　
　この後、私の「卓話」と、クラブ協議
会が有りますので、以上で簡単に会長
報告を終わらせていただきます。
　ありがとうございました。
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幹事報告 幹事　升 谷 庸

１. ７月のロータリーレートは1ドル９９円

２. 日本初の国際ロータリー会長東ヶ崎潔記念ダイア
ログハウス（ロータリー平和センター）募金に対し、
感謝状送付

３. 例会場変更のお知らせ
柏東RC；２０１３年７月より藤ヶ谷カントリークラブ



　今日は「１年間の思い出」の演題で卓話をさせて
頂きます。
　まず最初に、今日の日を迎えられたのも、愛人で
有り・女房でも有り・外妻でも有りました、升谷　
庸幹事に改めてお礼を申し上げたいと思います。
　よく我慢をして、今日まで私を助けて下さいま
した。感謝を申し上げます。
　そして、柏西ＲＣの全会員の皆様にも、重ねてお礼
を申し上げます。本当にありがとうございました。
　歴代会長がして来ました様に、２年前の１１月の
「パスト会長会議」から始まり、「次年度委員長会議」
そして組織や予算等の準備を重ね、去年の７月より
〔マスマス年度〕がスタート致しました。
　私が、会長就任にあたり「健康で奉仕を」を
テーマに、【クラブ計画・活動方針】を掲げて参り
ました。その計画方針の８つについて反省を含め
報告をさせて頂きます。
①会員の増強・純増６名以上の入会
・嶋田会員増強委員長を中心に会員のご協力によ
　り、１１名の入会（会社移動３名・１名退会）
　純増７名
②通常例会を活性化し、親睦・情報交換を行う
〔月初めの例会は会員による３分間スピーチの開催〕
・月初の例会は、升谷幹事が司会をし３名～４名
　の会員に３分間スピーチをして頂きました。
　事前の案内も無く、即席でお話をするので通常
　の「卓話」とは一味違う、お話が聞けたのでは
　ないでしょうか？
③職業奉仕を通じて、地域の児童・生徒に職場体験
の場の提供
・森市職業委員長にお願いをしておりましたが、
　職場体験の受け入れの依頼がありました「我孫
　子東高校」の責任者が転勤をしてしまい、連絡
　調整が出来ず中止となりました。
④親睦活動の一環として、例会終了後にホールにて
会員同士の交流の場の提供
・クレストホテル丸山総支配人・そして、前田代
　総支配人のご協力により、例会終了後だけでは
　なく、例会前にもホールにおいてワンコインの
　コーヒーが受けられ、限られた時間ですが色々
　な会員との交流が出来たと思います。勝田年度
　も継続を致しますので、更なる交流が出来ると
　思います。
⑤台中港東南ロータリークラブとの姉妹交流、並
びにＷＣＳ事業の継続実施
・今年の２月２１日～２４日の３泊４日の日程で、公式

　訪問として会員１１名で台湾へ行って参りました。
初日は、台中港東南ＲＣの晩餐会に出席をしまし
た。２日目には、創立３４周年記念式典に、ご招待
をして頂き台湾語で会長スピーチをして来ました。
　ワン アン  ギンニードエ  シャディユン  ジン 　
　コック シン イッ（こんにちは、今年度会長の増
　谷信一です）
　又、勝田年度・そして４０周年の日暮年度につ
　いても情報交換をする事が出来たと思います。
⑥２０１２-２０１３年度ロータリー世界平和フォーラムへ
の参加〔２０１３年５月１７日～１８日　日本　広島〕
・第２７９０地区からは３０名の枠により、地区役員の
みの参加に限られ、各クラブの会長・幹事は参加
出来ませんでした。
⑦長期計画の策定〔組織全体を通じて継続性と一貫性
を保つために、クラブの長期計画の立案実施〕
・組織全体の継続性等については、勝田年度に引き
継ぐ事が出来たと思います。
⑧地元地域社会において、ロータリーの公共イメージ
と認知度の向上
・水野ＩＴ・雑誌広報委員長を中心に、柏西クラブ
のフェイスブックの作成・発信をし、第２７９０地区
の「クラブ奉仕委員会セミナー」や第１０分区のＩ.Ｍ
においても、水野委員長がフェイスブックのＰＲ
をして来ました。
以上が【クラブ計画・活動方針】の報告でした。
　それ以外に、クラブの行事や各委員会の事業
を、月別にまとめてみました。
【７月】柏まつりへの参加。
【９月】「東京スカイツリー」への見学。

地区大会記念ゴルフへの参加。
【９月】柏西ＲＣ「ガバナー公式訪問例会」の開催。

当日は、得居ガバナーの誕生日でした。
【１０月】地区大会（１日目　千葉幕張）

（２日目松戸　森のホール２１）で開催。
【１１月】柏西ＲＣ、第１回インターゴルフの開催。

〔金本元章会員が優勝致しました〕
【３月】地区主催「ライラ」への参加。鴨川青年の     

家において２泊３日のライラへ、染谷新世代
委員長を始め、柏さくら幼稚園の保母さん
２名の参加をして参りました。

【３月】柏西ＲＣ〔第１８００回例会］の開催。卓話者
として「秋山浩保柏市長」をお呼びし記念
例会を開催致しました。又、当日の例会出
席者はビジターを含め約５０名の出席が有
りました。

卓話 会長　増 谷  信 一



【３月】社会奉仕・職業奉仕合同の被災地「飯岡」へ
移動例会を行い、義援金をお渡して来ました。

【４月】職業奉仕・親睦委員会合同の「家族小旅行」
を富士山方面へ日帰りで行って参りました。

【５月】柏西・柏南クラブの「西南戦争」のゴルフ
大会を5年ぶりに開催致しました。〔今年の西
南戦争は柏南クラブの勝利となりました〕

【６月】１泊２日の親睦旅行を「軽井沢」方面へ２２名
で行って来ました。
翌日は、第２回インターゴルフと観光組に
分かれ懇親を深めて参りました。
 又、第２回インターゴルフの優勝者は、塚本
英夫会員でした。おめでとうございます。

 その他にも、老人ホームへの慰問激励・献血や
ゴミゼロ運動等々。まだまだ、１年間を通すと地区
や分区を始め、色々な事業・行事が有りました。
 限られた時間に、すべてをお話しする事が出来ま
せんが、今日の日を迎えられたのも柏西ＲＣすべて
の会員の皆様。並びに、事務局の片岡さんのお蔭
と感謝申し上げ、会長としての「卓話」を終わり
に致します。
１年間本当に、ありがとうございました。

【【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　日 暮 肇委員長　日 暮 肇

　

　

下期活動計画について発表いたします。
　奉仕プロジェクト委員会には５つの小委員会が有
り、それぞれの活動について、担当する委員会で
計画し、実施してまいりました。
｠　■職業奉仕委員会　委員長  森市直樹
○３月２９日（金）に社会奉仕委員会との合同事業と
して、旭市の飯岡海岸へ行ってきました。旭市の
被災地や仮設住宅、そして避難のため建てられた
櫓等を見学。午後は職場見学として、鹿島港で港
湾船に乗り説明を聞きながら、船上から工場や、
大型の輸送船等を見学しました。
○４月２０日（土）、職業奉仕委員会と親睦委員会合同
で、富士山周辺を巡る家族も参加してのバス旅行を
実施いたしました。このときは、天井山カチカチ山・
西湖 癒しの里 根場・富士本栖湖リゾート富士芝桜
まつり・富士浅間大社等を見学してまいりました。
○職業奉仕を通じて、地域の児童・生徒に職場体験
の場を提供。１０分区より、我孫子東高等学校の職場
体験（インターシップ）の受け入れの申出がありま
したが、今年度は前回報告した通り中止となりま

した。次年度に向け、森市委員長が、２月・３月と
高校担当教師と受け入れ準備の打ち合わせをして
きましたが、次年度も中止となりました。
○６月９日（木）森市委員長がローターアクト例会に
出席（空手例会）意見交換をしてきました。
　■社会奉仕委員会　委員長  秋本慶一
○３月２９日（金）に職業奉仕委員会と合同で、飯岡
海岸へ行ってきました。この時、皆様から頂いた義援
金２０万円を増谷会長から旭市に渡してきました。
　■人間尊重委員会　委員長  馬場弘
○２月１０日（日）午後１時から午後４時まで、柏南RC
と合同で献血キャンペーンに参加、馬場委員長をは
じめ、８名が参加し献血のお手伝いをしてきました。
■新世代育成委員会　委員長  染谷照夫
○３月１日（金）～３日（日）まで２泊３日で地区のラ
イラが鴨川青年の家で実施されました。染谷委員長
と柏さくら幼稚園から後藤紀子さん、勝俣久美子
さん２名の先生が参加、３月８日の例会でこの時の
感想を卓話して頂きました。
　■世界親睦活動（姉妹クラブ）委員会   委員長 田代充
○２月２１日～２４日の日程で台中港東南扶輸社を
訪問し、交流を深めて参りました。帰国後、新入
会員の歓迎会と併せて、報告会を行いました。

第５回クラブ協議会 下期活動報告



■親睦活動委員会　委員長  杉山智
　下期も例会が楽しく行われるよう委員の皆様と
頑張りました。特に新入会員の皆様には積極的に
例会前の準備等にご参加頂きありがとうございま
した。大きな行事としては職業奉仕・社会奉仕委員
会合同事業である職場見学で世界遺産に登録された
富士山に出かけました。また、今季最後には親睦
旅行で今後世界遺産に登録されそうな富岡製糸工
場群の見学に始まり軽井沢方面で有意義な活動を
展開できました。升谷幹事には大変お世話になり
ました。また、例会終了後におけるサロンは楽し
い語らいの場となりロータリー談義に花が咲きま
した。香り豊かなコーヒーも今日が最後です。皆
様、お楽しみください。最後になりますが、親睦
委員長としては当初の構想がなかなか実現できず、
反省することがいっぱいです。

■世界親睦活動委員会　委員長  田代充
　下期活動計画で発表しました三つの事項につい
て報告致します。
○記念行事の続く次年度以降の打ち合わせと交流
の意義、又異文化・食文化・生活習慣のコミュニ
ケーションを通じての相互理解についてですが、
２０１３年２月２１日～２３日台中港南扶輸社に訪問団
を派遣、それぞれの立場で意識を持って交流を
深めて参りました。
　帰国後は新入会員との歓迎会と併せて報告会と
情報の開示を行い訪台の成果について報告して
おります。その後も台中港では情報が錯綜して
おりますが６月２１日現在の状況につきまして当
委員会が把握しているものとして、次年度社長
さんは台中港中央クラブからの短期移籍者（私の
中では記憶に有る方ではありません）、秘書は再び
グローブとなり、ベルト・バリー・シモンズ・
フィルムが休会に入りました。今後３年間の公式
記念行事を控え、人事面では舵取りの難しい年度
に入ります。そのための訪問でしたので経験を生
かして決して間違いの無いように対応される事を
心より祈っています。
　訪問団の詳細については、随筆として６０ページ
あまりにまとめ会長さん幹事さんに閲覧をお願い
しておりますが、上手く連絡が付かず、委員会独断
ですが、テーブルに置かせていただきました。深
く読み込んでいただければ下期計画で掲げた活動
を理解していただけると思います。そしてこれを
報告とさせていただければ幸いです。
○奨学生を積極的に受け入れグローバルな奉仕活
動を展開していくことですが、ロータリーでは卒
後もカウンセラーが奨学生と連絡を取り合い国際

間の架け橋になりうるよう見守っていく事が推奨
されます。この点において今年度 歴代の各カウン
セラーさんがよく理解していただいておりまして、
スムーズに継承されております。一言付け加え
させていただければ奨学生は卒後は私たちと同じ
社会人であります。決してクラブの持ち物ではあり
ませんので、接し方等を誤らないでください。
○グローバル補助金についてですが委員会ではよ
く理解する事ができませんでした。当クラブは台
湾の３４６０地区との間でWCSを成立させました。
ぜひ財団委員会と共に今後の世界親睦活動内で
活用可能であるかの検討を次年度も研究される事
を希望します。

【会員増強委員会】【会員増強委員会】
委員長　嶋 田 英 明委員長　嶋 田 英 明

　

　

　本年度、増谷会長の１番のテーマでありました、
会員増強純増６名を言い渡されまして、最初は大変
だなあと感じました。年初は半分達成出来ればと
思っておりました。前期に４名が入っていただき、
勢いが付きこれなら行けるという気持ちになりまし
た。又、私の賞品とした自然薯がねばり強く効いた
のか最終月に３名を拡大し純増６名にする事が出来
ました。又、大台の６０名になる事が出来ました。
　松本ユミ小委員長は、例会のたびによろしくお願
いしますと頼って来られたので、現況報告を順次
致しまして安心していただきました。
　もう１つの情報研究の安川小委員長は１回の
情報研究会でしたが、これは来年度の増谷小委員長
に持ち越しです。自分の年度の新人教育宜しくお願
い致します。
　終わり良ければ全て良し、皆様には無理とプレッ
シャーをお掛け致しましたが、無事１年を終える
事が出来ました。ありがとうございました。



【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】
委員長　小 林 太 時委員長　小 林 太 時

　

　

 昨年よりネーミングが変わりました公共イメージ
委員会です。前年までは、クラブ内部のコミュニ
ケーションを重視しつつ外部への情報訴求をして
いましたが、外部への比重がより重くなった委員
会になります。そのため、ＩＴ雑誌広報委員会と
クラブ会報の両委員会においても、その色合いの
活動が如実に活発になっております。
　ＩＴ雑誌広報委員会では水野委員長におんぶに
抱っこの状態で色々とお願いしております。中で
も柏西ＲＣでは、他のクラブに先駆けてソーシャル
ネットワークへいち早く着手し、フェイスブック
を利用した広報活動を行っております。独自に
柏西ＲＣのフェイスブックページを立てて、例会
中にリアルタイムで食事内容や卓話の内容が紹介
され、現在の他クラブではあまり見られないコミュ
ニケーションツールが存在しています。
　クラブ内ではまだ登録自体は多くはありません
が、即座に他クラブへ配信され、双方向のコミュ
ニケーションが得られることから、他クラブから
のアクセスも増えています。
　クラブ会報委員会では、同様に東海林委員長による
ところが多く、原稿の収集や紙面の校正については
当番制でお願いしているものの、入稿の問題から若干
発行が遅れた経緯こそありますが、委員長の活躍に
よって一年間運営できたことは周知の事実です。
　また期首の目標でもありましたメールによる配信
を促進していく課題についても、委員長をはじめ各
委員の働きかけにより、当初１５名であったメール
配信の数は既に３０名を超えており、ある程度合格
ラインに到達できたのではないかと思います。
　次年度も翌月すぐに交代式や柏まつりから始ま
りますが、東海林委員長の発案でそれぞれの企業
ＰＲも毎号会報で展開されていくようですので楽
しみにしてください。
　また４月５日の例会開催号に元会員の神林さんの
お墓の案内が掲載されておりますので、お近くを
通るおりにはぜひお線香をあげてきてください。
　最後に、翌年度の課題として、皆さんにフェイ
スブックに積極的に参加して頂くため、再度この

レクチャーが早い時期に行われることを期待いた
します。
　水野、東海林両委員長並びに委員会の皆さま、
合せて会員の皆さまに一年間の感謝の意をお伝え
致します。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

　

　

　こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です。
当委員会は塚本副委員長と飯合委員と私で活動
してまいりました。特に塚本副委員長には大車輪
の活躍をして頂き、又飯合委員には財団セミナー
等への出席などベテランらしいいぶし銀のような
活躍をして頂きありがとうございました。そして、
今年度の活動目標としましたロータリー財団の
教育的、人道的プログラムとこれを支援する必要性
について少しでもご理解頂けるよう活動すると
同時に、毎年あなたも１００$をに全会員の皆様にご
協力をして頂き、その結果ロータリー財団へ￥７４
５,８００を送金することができました。因みに、恒久
基金へ１,０００$（増谷会長より）年次基金におよそ
７,０００$です。
　又、一つだけお詫び申し上げます。今年入会され
ました数名の新会員の皆様にはロータリー財団の
充分な説明もできないままロータリー財団に一人
１００$の貢献をして頂きました。本当にご協力
ありがとうございました。

【クラブ管理運営兼CLP委員会】【クラブ管理運営兼CLP委員会】
委員長　勝 田 健 一委員長　勝 田 健 一

　

　

■プログラム委員会 金本元章委員長
　２４年度２月～６月迄の主な活動としましては、



出席報告

欠席者

出席率　83.87%

62名

10名

太田、小澤、小阪、後藤、佐藤、冨士川、杉山、
染谷、髙田、小林（正） 　　　　　　各会員

会員数

ニコニコ BOXありがとう！

本人誕生日
ゲイビ 会員

パートナー誕生日
ゲイビ 会員

写真ありがとう！
飯合 会員

(^^♪
増谷 会長　1年間ありがとうございました

次回の例会は7月5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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／東海林 康之・湯浅 千晶・小阪 博司

２月１９日に行われた１０分区合同例会及びI.Mです。
（会場：広池学園にて）
３月２９日に職業奉仕、社会奉仕と合同での千葉県
震災の被災地飯岡への移動例会が行われました。
地元市の職員による当時の生々しい実状を聞かせ
てもらいとても感激しました。
　他６月１３、１４日の親睦旅行が行われました。
親睦旅行の皆様の事前の素晴らしい企画と準備、
升谷幹事の協力のおかげで、増谷年度とても良い
思い出が作れた事と思います。優雅でゆったりと
したとても良い旅行でした。『感謝』

■出席委員会 柳肇委員長
　本年度は、卓話の内容も充実しており、皆様の
協力で例会の出席率も向上致しました。その為、
急遽テーブルを追加する事もありました。何人か
の会員には迷惑をおかけ致しました。申し訳あり
ませんでした。
　今年度の成績優秀者を６名表彰したいと思います。
　会員数も現時点で６２名となりました。来期も皆様
と協力し合いながら、ロータリー活動をしたいと思
います。



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

○
藤本義昭会員(病気療養中の為、口頭にて届出）
佐藤尚文会員(退会届提出有り） 承認

○

○ 　　□4月20日(土)職業奉仕・親睦合同家族例会決算報告 承認

　　□6月13日(木)～14日(金)打上げ親睦旅行･第2回インターゴルフ決算報告
○ 承認

　　□We　Love　Kashiwa　協賛金　3万円 承認

○

③その他

×

○

○

○

○

×

○

勝 田 健 一

金 本 元 章

②報告事項

増　谷　信　一

升　谷   　    庸

杉 山　  智

金 子     正

○嶋 田 英 明

   小 林 太 時

　　　柏西ロータリークラブ　2012～2013年　持回り理事会資料

2013年　6月 28日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

増 谷 信 一 ①会員の退会(6/30付)の件

森 市 直 樹

鈴 木 桂 三

日 暮　  肇

升 谷  　庸

馬 場　  弘

安 川 武 年


	1738
	1740
	1742
	1743
	1745
	1746
	1747
	1749
	1751
	1753
	1754
	1756
	1757
	1758_1759_1760_2
	1761
	1762
	1763
	1764
	1765
	1766
	1767_1768
	1767_01
	1767_02
	1767_03
	1767_04
	1767_05

	1769_1770
	1771_1772_1773
	1774
	1776
	1778
	1779
	1780
	1782



