
1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様、こんにちは。
　今年度柏西ロータリークラブ第３９代
会長を仰せつかりました勝田健一と
申します。高い席から恐縮ではござい
ますが、一言御挨拶を申し上げます。

　本日は、公務お忙しい中を秋山市長に
ご出席賜りまして、誠に有難うございま
す。日頃よりロータリー活動には御理解
御協力を頂いております。又、前年度は
増谷会長、升谷幹事の素晴らしいご活
躍、本当にお疲れ様でした。きめの細か
い気配り、ウェットに富んだ会長挨拶、
とても楽しく聞かせて頂きました。新入
会員も１１人増と増強して頂き、会の
活性化となっております。
　今期、歴史ある当クラブの会長という
重責を務めさせて頂くことになり、身の
引き締まる思いです。諸先輩の築かれた
功績を守り、名声を落とすことのないよ
うに、誠心誠意金子幹事と共に役職を
全うしたいと思います。これからも皆様
には行き届かない点が多 あ々るかとは思
いますが、ロータリーの友情をもちまして
お許しを頂ければ深甚に存じます。
　本年度RIテーマは「ロータリーを実
践し、みんなに豊かな人生を」です。
私は豊かな人生とは、心と体、財布の

三つのバランスがとれた状態ではない
かと考えています。
　今期も、増谷年度の方針を引き継ぎ、
柏西ロータリークラブの皆様とより一層
の親睦を深めあい、ロータリー活動を
楽しんでいきたいと思います。
　最後になりましたが、今日ご臨席の
皆様の益々のご発展とご健勝を、心より
ご祈念申し上げ、挨拶の言葉とさせて
頂きます。
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四つのテスト

1813回夜間（新旧役員交替式）例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

１. ２０１３-１４年度地区運営の役職に委嘱状
中村博亘会員；地区諮問委員会委員

地区指名委員会委員長
金本元章会員；クラブ奉仕委員会

広報公共イメージ委員会委員

２. 地区大会記念・フェローシップゴルフ大会の案内
日時；１０月７日(月)
会場；舞鶴カントリー倶楽部
登録料；２３,０００円　キャディ付/昼食/パティー、賞品代込み

３. 国際奉仕・ロータリー財団委員会合同セミナー開催の案内
日時；８月３日(土)　１０：３０～１５：３０
場所；京葉銀行文化プラザ
出席対象者；クラブ会長・国際奉仕委員長・財団委員長

４. クラブ奉仕委員会セミナー開催の案内
日時；８月９日(金)　１３：００～１６：００
場所；京葉銀行文化プラザ
出席対象者；会員増強委員長・広報委員長

会報　第1783号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正



柏西 RC 役員交替式・就任式

2013-‘14年度『柏西RC役員交替式』次第
       日時　平成25年７月5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：日暮　　肇（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.柏RAC・財団奨学生･元米山奨学生)
③ 柏西RC旗の引継ぎ
　 升谷　庸前幹事→増谷信一前会長→勝田健一新会長→金子　正新幹事
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―金子　正幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥ SAA・親睦活動委員長　たすき交換
 丸山　真前SAA→中嶋利生新SAA 
 杉山　智前親睦活動委員長→小林太時新親睦活動委員長　
⑦ 歴代会長の紹介―勝田健一会長
⑧ 新会長挨拶―勝田健一会長
⑨ 祝辞―柏市長秋山浩保　　名誉会員板倉　茂
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＝増谷信一前会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 35年＝鈴木子郎・榎本洋史
 30年＝川和弘行・島田宜尚・藤本義昭
 25年＝中村佳弘・鈴木健吾
⑫ 前年度出席優秀者表彰―柳　肇前出席委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　
 金本元章
 鈴木桂三
 日暮肇
 松本隆一郎
 森市直樹
 柳肇

１９：００　第1813回例会―司会：中嶋利生SAA
 1．点鐘―勝田健一会長
 2．会長挨拶―勝田健一会長
 3．幹事報告―金子　正幹事
 4．新入会員　入会式
 5．ニコニコ発表―親睦活動委員会
 6．点鍾―勝田健一会長

１９：３０　懇親会―司会進行：
　　　　　　小林太時親睦活動委員長
 1．『開会の言葉』―勝田健一会長
 2．乾杯発声―増谷信一前会長
 3．懇親会　アトラクション；サンドアート
 4．中締め―日暮　肇会長エレクト

例会・懇親会次第



キェウィーキ 様

ジョアケン 様

マハルジャン 様

ゲスト

秋山 浩保（柏市長）

板倉 茂（名誉会員）

小野 晴香 様

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
渋谷 会員、後藤 会員、小阪 会員

パートナー誕生日
中村（靖） 会員、勝田 会長

(^^♪
一年間よろしくお願いします
勝田 会長、金子 幹事

板倉 名誉会員、勝田 会長

出席率　　100%

次回の例会は7月12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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

ロータリー旗引継ぎ
（増谷前会長、勝田会長、金子幹事）

親睦委員長引継ぎ
（小林（太）会員、塚本会員）

幹事引継ぎ
（升谷前幹事、金子幹事）

会長引継ぎ
（増谷前会長、勝田会長）

柏市長　秋山 浩保 アトラクション
（サンドアート）



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

○ ①2012-2013年度収支決算の件 承認

○

②会員退会（6/30付の件）
○ 　小澤邦治会員の件（退会届提出あり）

×

○

×

○

○

○

○

×

○

勝 田 健 一

金 本 元 章

金 子     正

　　　柏西ロータリークラブ　2012～2013年　臨時理事会資料

2013年　7月 5日（金）17時00分

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

増 谷 信 一

増　谷　信　一

升　谷   　    庸

   小 林 太 時

鈴 木 桂 三

杉 山　  智

○嶋 田 英 明

升 谷  　庸

馬 場　  弘

安 川 武 年

森 市 直 樹

日 暮　  肇



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①2013-2014年度収支予算の件 承認

×
②2013-2014年度行事予定の件 承認

◯

③2013-2014年度　役員･理事･委員会７/１付け組織表の件 承認

◯

◯
④2013-2014年度名誉会員の件                                                                                 承認

　　 秋山浩保柏市長
板倉茂元会員

◯ ⑤出席率の件
通常例会以外(夜間･移動･合同)は100％とする 承認

出席優秀者は会長･幹事を除く
◯

⑥8月17日(土)移動例会―サッカー(柏レイソル対ベガルタ仙台)観戦―の件
◯ キックオフ；19：00 承認

移動例会；
集合場所；日立台公園入口　6：30

◯

◯ ⑦その他
40周年創立記念式の日程　11／7（金）決定

◯

◯ ●次回理事会　2013年7月12日（金）〔例会終了後〕

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　臨時理事会資料　

2013年　7月　5日　17時30分

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝　田　健　一

金　子　　　正

日 暮　　肇

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹



社名：ライズ・エム コーポレーション株式会社 

住所：東京都港区東麻布1-29-19 麻布よしビル5F 

TEL：03-3560-7350 FAX：03-3560-0121 

医療分野のクライアントが主です。 

学会発表用スライドからiPhoneアプリ、冊子など手がけております。 

■事業内容 

マルチメディア 

Webサイトの企画制作、システム構築、Webアプリケーション開発、iPhone・iPadアプリ開発、動画制作（撮影、編集、

DVDパッケージ制作）、アニメーション制作 

印刷物 

学会記録集、学会用チラシ、座談会冊子、患者さん向けパンフレット制作、ポスター制作など各種印刷物制作 

PowerPoint制作 

学会発表用スライド制作、発表後社内用PowerPoint、社員教育用、ディテーリングツール 

PowerPoint、イラスト等 

動画、アニメーション等 

パンフレット、冊子等 



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　水留 茂之   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　本日はお忙しい中、第１０分区ガバ
ナー補佐風澤俊夫様、ガバナー補佐幹

事の中山浩一様、及び柏ロータリークラ
ブの児玉隆晴様、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。
　又、７月１０日には第１０分区会長幹
事会が、風澤ガバナー補佐の指導の下
で行われました。出席された各クラブ
の新しい会長・幹事は一寸緊張気味で
したが、最後まで熱心にガバナー補佐
の話を聞いておりました。
　柏西クラブの元気の良さと会の活性
について、風澤様よりお褒めの言葉を頂
きました。これもひとえに増谷会長、升
谷幹事、島田会員増強委員長等、多く
の会員の皆様の協力の賜物です。本当
にありがとうございました。又、その席
で柏南クラブ様の服部会長から、８月６
日の納涼例会へのお誘いがございまし
た。会場は廣池学園麗澤キャンパスプ
ラザ１階まんりょうです。出し物として、
ハワイアン演奏＆フラダンスなど、とて

も素晴らしい企画ですので、ぜひ沢山
の皆様に参加をして下さいとのことで
す。できましたら、柏西クラブからもでき
るだけ多くの人と参加をしたいと考えて
います。服部会長は、この催しの成否に
よって今期の見通しが決められてしまう
と真剣に笑顔で話されました。皆様の
協力を宜しくお願い致します。毎日暑い
日が続いておりますので、皆様、健康に
はくれぐれも気を付けてください。
　本日の例会の「卓話者」は、新入会
員の水溜茂之会員です。宜しくお願い
致します。
　以上で会長報告とさせていただき
ます。ありがとうございました。

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？

第1814回、第1815回通常例会（2013.7.12、7.19）
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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

四つのテスト

1814回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1784号、第1785号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

１. 2013-14年度第10分区ガバナー補佐経費及び手賀沼
エコマラソン広告協賛金の依頼

２. インターアクト年次大会の案内及び東日本大震災
『支援物資提供』の依頼
日時；８月９日(金) １０：００～１５：３０
会場；成田高等学校
テーマ；『あの震災を忘れない～今こそ心の支援を～』

３. 『国際奉仕卓話』依頼の案内

４. 青少年交換『高校生募集』の案内

５. 分区郡Aゾーン（第1+10+12+13分区）職業奉仕セミナー
開催の案内
日時；１１月３０日(土) １４：００～１７：００
会場；松戸商工会議所
参加者；委員長含む2名
テーマ；職業奉仕の精神を学び合いロータリアンの心を

輝かせよう！

６. 2013年規定審議会においてクラブ定款第9条(出席)第5節
(出席の記録)が改正され、出席率の算出方法が7/1より適用

７. 柏南ロータリークラブ納涼例会のご案内
日時；８月６日(火) １８：００～
会場；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



　あらためまして本日卓話をさせて頂きます水留でござ
います。宜しくお願い致します。
　入会させて頂いてからあっという間の一年が経過しま
したが、皆様の寛大な気持ちで接して頂き、一年以上お
世話になっている錯覚をしてしまう程、皆様方には良く
して頂き、誠にありがとうございます。
　それでは今回貴重なお時間の中で、自己紹介を含め会
社紹介をさせて頂きます。
　生まれは、柏東口にある巻石堂病院です。麗澤大学に
近い東中新宿で育ち、高校は茨城の常総学院を卒業し、大
学は北海道の東日本学園大学歯学部に入学致しました。
　父が歯科医師で母も歯科衛生士という家系で育ちまし
たので、迷うこともなく歯科医師の道へと進みました
が、2年経った頃、人生の転機を迎えることになり、千
葉に戻り運送会社に就職しました。そこがディーケイ物
流の原点となります。そこの会社で物流のノウハウを学
び、自分のスキルを磨かせていただきました。その頃
は、引越専門会社ということもあり、北は北海道の奥尻
島、南は鹿児島の小島まで、ほぼ全国制覇しました。
行った先々では、ご当地グルメを堪能し、温泉があると
ころでは寛ぎ、楽しく仕事をさせて頂いた反面、引越
シーズンになると、1週間で1日しか帰れない日々が続き
ました。そこまでしてでも魅力を感じられたのは、どの
方でも引越後には新しい生活が始まり、そこのお手伝い
をさせて頂く充実感があるからだと思います。
　ある時、社長が会社を存続するのが難しいということ
を私に話をしてきました。当時32歳のころで、入社して
10年、任せていただくことも多くなり、ちょうど意欲溢
れているころでしたので、今まで培ってきたことを無駄
にしたくないという点と、20人程度でしたが、職を無く
す点など、他にも様々なことを考えてしまい、よし！自
分が新たに会社を設立し、一部の業務と従業員を受け入
れ、やってしまおうと決断し、今のディーケイ物流が誕
生しました。
　経営は全くの素人でしたので、最初は大変でしたが、
何よりも心強かったのは、力を合わせてきた仲間がつい
てきてくれたことでした。
　今では30人程の従業員に支えて頂いており、車両数は
23台ほどになりました。拠点としては、柏6丁目に本社が
あり、印西、白井、八潮の3カ所に営業所があります。
　主に印西営業所では、引越や家電・家具配送など2人
で作業する業務と、通信機器の輸送や家庭紙などの店舗
配送、学校関連の楽器運搬・柏市からの受託で図書館の
ルート配送・歯医者の診察台やレントゲンなどの運搬な
ど様々な荷物を運ばせて頂いております。
　八潮営業所では、家電量販店から委託されました、エ

アコンやテレビアンテナなどの工事や、賃貸物件のエア
コンの交換や店舗・倉庫・事務所などのＬＥＤ交換工事
など電気工事業を主として営業しております。白井営業
所では、500坪の倉庫でお客様から商品を預かり、棚卸か
ら仕分け、発送までのすべての商品管理をしています。
中でも、9月から家庭紙の配送業務を請負うことが決定し
ており、千葉県で約2000店舗あり、一日の平均で約300件
のお店に配送する作業でして、準備に追われております。
　以上で簡単ですが会社のご概要を紹介させて頂きまし
たが、なぜここまで多様な運送や工事などをさせて頂い
ているかと申しますと、やはり原点が引越業務というこ
とで、いわゆるただの運送会社ではないと言う事です。
一概には決して言い切れませんが、一般的な運送会社で
は、ある程度決められた形のものを決まった納品場所へ
配達し、受領書に印鑑を頂き会社に戻り完了をする流れ
ですが、引越作業とは、直接お客様がお金を払う、いわ
ゆる権限を持ったオーナー様または社長様と同様な方々
の支持のもと作業をすることで、初めのご挨拶から始ま
り最後のご挨拶までの間、満足していただく為にどのよ
うな荷物の扱い方をすべきか、形が決まっていない荷物
をどのようにトラックに積み込むか、どのようなコミュ
ニケーションをするかまですべて現場での判断で作業す
ることでスキルの高い人材が育ち、逆に一般貨物を運ば
せて頂く際には、荷物の扱い方から番頭様とのコミュニ
ケーションまで行き届いたサービスができ高い評価を頂
いる結果、現在小さいながら継続できていると確信して
おります。
　最後になりますが、今景気回復が期待せれている中、
我々運送業界では、輸送数量の落ち込み、燃料価格の高
値止まりや運賃の下落、少子高齢化に伴う若年労働者不
足により厳しい状況にあります。このような状況の中
で、トラック運送事業の健全な発展を図る為、月1回の事
故防止安全教育を行い未然に労働災害を防ぐ取り組み
や、省燃費運転や日常点検を徹底し環境問題でもありま
すＣＯ2の排出量を削減する取り組みを行っております。
少々遡りますが、東日本大震災の時には、物資を運ぶト
ラックが不足しているとなった際、真先に手を上げ運ば
せて頂きました。
　このような緊急時などやあらゆる状況の中、大手企業
に打ち勝つ為にも、我々にしかできない柔軟性を持ち、皆
様方に物流効率化によるコストダウンの提示など、物流側
からのご提案などをさせていただければと思います。又、
お客様・取引先はもちろん、社会・従業員・家族全てから
期待される存在でありたいと思っております。
　皆様方の生活に必要不可欠であるライフラインを崩さ
ぬよう努めて参りますので、宜しくお願い致します。

卓話 水 留 茂 之　会員



出席報告

欠席者

出席率　73.68%

57名
15名

小坂、後藤、渉谷、東海林、杉山、助川
染谷、高田、田代、中嶋、中村（佳）、馬場
富士川、牧野、小林（正）　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
丸山会員、鈴木（健）会員、金本会員

パートナー誕生日
川和会員、太田会員

ビジター 風沢 俊夫　ガバナー補佐
中山 浩一　柏RC

児玉 隆晴　柏RC

写真ありがとう！
鈴木（康）会員、水留会員、鈴木会員、松本会員、金本会員
秋元会員、ゲイビ会員、勝田会員、五十石会員、増谷会員
榊会員、松本（隆）会員、塚本会員、嶋田会員
1年間宜しくお願い致します
風沢ガバナー補佐

次回の例会は7月19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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



　

　皆様こんにちは
　本日は、第一回クラブ協議会が開催さ
れます。5大常任委員会の委員長さんに

は、後程ご登場願いまして、各委員長の
今年度の運営方針を詳しく発表して頂き
ます。
　今年度の委員長は、熱意にあふれた
素晴らしい方になってもらいました。既に、
各委員長を始め各委員の方 と々は、今期
の方針や活動計画について、活発な話し
合いが、私と金子幹事を交えて行われま
した。その内容は、会の活性化や例会の
充実等々、とても沢山の事柄についてで
す。ロータリークラブは各委員会が、それ
ぞれしっかりと役割を果たしてもらえまし
たなら、きっと実りあるクラブ運営が、機能
していくものと期待しています。
　それでは、まず始めに、会長方針を発
表させて頂きます。今年度、国際ロータ
リークラブ、ロンＤ・バートン会長は「ロータ
リーを実践し豊かな人生を」をテーマに
掲げました。それを受けて「奉仕を通じて
豊かな人生を」を今期のテーマとさせて
頂きます。ロータリークラブの奉仕の哲学
にある「もっともよく奉仕する者、最も多く

報いられる」という実践的な倫理原則に
も相通じています。豊かな人生とは、私
は、3つが整った状態であり、家族が仲良
く、良き友人が周りにいる方なのではと考
えています。3つの健康とは、
　
　1つは、心の健康
　2つは、体の健康
　3つは、財の健康

この3つの健康です。
　ロータリーの例会は、奉仕の理想を追
求する為に、又会員の交遊を深め親睦を
図る場としてとても重要です。今年度、皆
様との協力の元に、例会が楽しく有益に
なるように、又豊かな人生を築く一助にな
るよう努力して参ります。
今期一年間　勝田、金子幹事両名で精
一杯頑張りますので、皆様ご協力の程宜
しくお願い致します。

1815回通常例会

会長　勝 田 健 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

【【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　森市委員長　森市 直樹直樹

　

　

　超我の奉仕は、ロータリーの第一の標語です。
すべてのロータリアンには、地元地域や世界中の地
域社会において、奉仕を通じて人々の生活の質を安
定させるよう努める責務があります。奉仕プロジェ
クト委員会の役割は、クラブ奉仕活動を主導し、地
元や海外の地域初回の人々を援助する、教育的・人
道的・職業的プロジェクトの計画と実施を支援す
る委員会です。

超我の奉仕　Service Above Self
　自己のために利益を得ようとする欲望、および他
人に奉仕をしようとする義務感それぞれがあり、そ
の心の争いを調和させようとするロータリーの根
本的な理想を効果的に表現している標語

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる
One Profits Most Who Serves Best 
　奉仕は報償の基本であるという根本的な心理と
理想を示唆した標語

奉仕とは
　ロータリーの使命の中で最も重要なものであり、
ここのクラブの計画と活動実践を通じて、奉仕する
ものに無償の喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を
創り出しています。

第 1 回クラブ協議会 上期活動報告

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 米山記念奨学会委員長セミナーの案内
 日時；８月25日(日)14：00～17：00
 場所；幕張テクノガーデンA棟クロスウエーブ幕張　　
　　　　　　　　　　　

2. 例会変更のお知らせ
 柏RC ；7/24(水)18：30～納涼例会
 ８/14(水)休会
 松戸西RC；７/31(水)･8/14(水)休会



　奉仕活動への参加を通じて、会員間のネットワー
クが広がり、親睦を楽しむことができます。また、奉
仕プロジェクトに全会員に参加してもらうことが、
会員に維持にもつながります。

　前年度に、勝田年度、奉仕プロジェクト委員会の 2
時間会議を 2 回開催し奉仕プロジェクト委員会の
年次目標を立て、調査・計画・評価のプロセスを含
めた奉仕活動を実施し地域社会でのクラブの認知
度工場に、つながるようなクラブの代表的なプロ
ジェクトを実施する機会を検討しました。

　各委員長、委員の方々と協議しながら、有意義な
時間を過ごすことができました。

7月
奉仕活動服の製作
10 月 27 日（日）
手賀沼マラソンに参加

■職業奉仕委員会　委員長　嶋田英明
高い倫理水準を実施し、職業上の知識やスキルを人
のために生かすことを、ロータリアンに推奨する活
動
10 月 10 日（木）11 日（金）職場見学　信越方面
11 月 30 日（土）職業奉仕セミナーに参加　松戸商工
会議所
1・10・12・13 分区合同 21 クラブ森市、嶋田
我孫子東高校インターシップ

■社会奉仕委員会　委員長　中村佳弘　秋元・宇
田川
地元地域社会のニーズに取り組むプロジェクト
7月 28 日（日）かしわ祭り参加　花火・うちわ配布
地域への奉仕活動　ごみゼロ・大堀川清掃等
社会を明るくする会　2万円　福祉協議会　1万円

■人間尊重委員会　委員長　岡島昭信　松本・木
村・渋谷
7月 27 日（金）　八幡苑　慰問
10 月 13 日（日）献血キャンペーン　ららぽーと柏の
葉
福祉施設等　慰問計画中

■青少年奉仕（RAC・RYLA）
青少年に、奉仕・国際理解・世界平和・リーダーシッ
プスキルの育成

8月 30 日（金）柏ロータリーアクト合同例会
10 月　親子ラグビー教室
子育て後援会等

■国際奉仕委員会　委員長　榊隆夫　五十石・川
和・健吾
複数の国のロータリアンが協力して行うプロジェ
クト
FVP（未来の夢計画）グローバル補助金
8月 3日（土）　国際奉仕・ロータリー財団合同セミ
ナー
台中港東南RC交流

【【会員増強委員会会員増強委員会】
委員長　馬場　弘委員長　馬場　弘

　

　

　上期　活動計画は、３名の拡大、又、退会防止は、
変更になり会員の維持と変更
小委員会は、増強、分類、升谷会員、榎本会員、田代会
員、島田会員、以上４名で
構成しております。
　まずは、沢山の候補者を挙げて頂くことが私委員
長の目標でございます。本日皆様方に会員推薦カー
ドをお配りしました。８月２日の私の卓話までの宿
題です。
　是非、沢山の推薦者を候補して頂き、厳選な協議
をし、良きメンバーとなる候補者を推薦していきた
いと思います。
　又、会員の維持については、メンバーの協力なし
では、防ぐことは出来ません。
一人ひとりの、相談事や、長期欠席者への訪問、いろ
いろな、検討をしてまいりたいと思います。
　上期の活動計画について、他の委員会と合同、協
力をして頂き、情報交換、多数の会議に参加してま
いりたいと思います。
　一年間どうぞよろしくお願いいたします。

【公共イメージ委員長公共イメージ委員長】
委員長　東海林委員長　東海林 康之康之

原稿代読原稿代読 クラブ会報委員長　松本クラブ会報委員長　松本 ユミユミ
　



【会員増強委員会】
委員長　馬場　弘

【公共イメージ委員長】
委員長　東海林 康之

原稿代読 クラブ解放委員長　松本 ユミ

　

　当委員会の基本としては、昨年度の小林太時会員
も仰ってましたが、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先週松本委員長が先頭に
立ち招集し、会報の原稿や写真の扱いや校正につい
て委員持ち回り制度等々についての会議を行ない
ました。
　IT・雑誌広報委員会については、水野委員長をは
じめ、昨年同様フェイスブックについて 継続して配
信を行うようにしたいと思いますので、皆様もご協
力のほどよろしくお願いいたします。
　クラブ会報では、全会員の会社 PR を載せる予定
ですので、声をかけさせてもらいますのでご協力よ
ろしくお願いいたします。

【ロータリー財団委員会ロータリー財団委員会】
委員長　　鈴木委員長　　鈴木 桂三桂三

　

　

　こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です。
今年度も引き続き委員長を務めさせて頂きます。前
年度は会長幹事会員増強委員会の強力な活動が実
を結び、たくさんの新会員の皆さんを新たなメン
バーとして迎えることができました。しかし多くの
方はロータリーの目的とか使命とかについて詳し
く説明は聞いてないと思われます。ましてや奉仕の
理想を実践する原動力となるロータリー財団につ
いては全く聞いてないと思います。そこで今年度は
新会員さんに重点を置いて、国際ロータリー及び
ロータリー財団の活動について、より多く御理解を
頂けますよう活動して参りたいと思います。又、勝
田会長の活動方針では①引き続きロータリー財団
を支援する。②毎年あなたも 100 ＄寄付に協力する
とあります。当委員会としても心強い限りです。そ

して当委員会からの要望としまして新入会員の教
育という面からも、例会の会長報告では何度かロー
タリー財団への支援の必要性についてお話して頂
き、ロータリー財団委員会の活動を強力にサポート
して頂ければと考えております。

【クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会】
委員長　　日暮　肇委員長　　日暮　肇

　

　

　この委員会は、クラブの効果的な運営に関する活
動を実施するものである。と定義されています。ま
た、この委員会には、プログラム・親睦活動・出席・
研修の四つの小委員会が設置されており、各小委員
会ごとに、委員長を中心として活動してまいりま
す。

■プログラム委員会　金本元章　委員長
例会はロータリークラブに於いて最重要であると
いう認識を持ち、会員の資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できる
ように努めます。
昨年度の増谷信一会長のもとで１１名の新入会員
増強が達成されました。プログラム委員会といたし
まして、新入会員の方々に早速卓話をお願い申し上
げ、会員同士の交友を深め、例会が楽しく有意義に
なるような場を提供したく思っております。新入会
員の皆様には、どうぞ宜しくお願いいたします。

■親睦活動委員会　小林太時　委員長
　親睦活動委員会はクラブの活動を支える重要な
委員会であると考えています。各種行事をスムーズ
に実行する為にも、会員相互の親睦が図られ、信頼
関係が築かれていることが大切と考えるからです。
　当委員会では上記に予定されています、8 月の
サッカー観戦・9 月のディナーコンサート・10 月
職業奉仕委員会との合同で職場見学・そして第 1
回インターゴルフ等の各種活動を楽しいものにで
きるよう委員一同努力してまいります。又、すでに
実施済みのものでは、役員交代式におけるアトラク
ションとしてサンドアートを楽しんで頂きました。
　その他、例年通り例会の受付を担当致します。当
委員会には入会間もない会員が多くいます。受付に



いて早く会員の顔と名前を覚えて頂きたいという
目的があります。特に新入会員に皆様には積極的に
受付をお手伝いして頂きたいと思います。ご協力を
お願いします。
　今日決まったばかりですが、受付で会員の名前を
呼んで挨拶することと致しました。

■出席委員会　小溝正行　委員長
　例会に参加することがロータリー活動の原点で
あり、例会は奉仕の理想を探求するために会員同士
が切磋琢磨する自己研鑚と、奉仕の実践の源となる
会員の親睦を図る場であるとされています。例会の
出席率の向上を図るため次の目標を掲げて取り組
んでいきます。
１．欠席の多い会員へのメッセージの送付
２．メークアップの推奨
３．出席１００％会員の表彰
４．出席規定の周知、徹底

■研修委員会　増谷信一　委員長
研修委員会は、上期において昨年度入会をして頂き
ました新入会員１１名を対象に、９月中旬に１回
目・１１月下旬に２回目の研修会を予定しており
ます。
１回目は、入門コース
◎ロータリーとは？
①組織について。
　国際ロータリー：ＲＩ会長・ＲＩ理事・事務総長
　地区組織：地区ガバナー・エレクト・ノミニー

　ガバナー補佐・諮問委員会・各種委員会
　クラブ：会長・幹事・理事・ＳＡＡ・各種委員会
　②奉仕とは。
　　奉仕の理想とは？　　超我の奉仕とは？
　③ロータリーの目的。
　④他団体との違い。
◎クラブ活動
　①例会（出席規定、メイクアップ）
　②親睦活動
　③ロータリーソングは、何故歌うのか？
　④ニコニコボックスについて
２回目は、中級コース
　◎ロータリーの基本的な考え（基本理念）
　◎五大奉仕部門について
　◎ロータリー財団について
　◎米山記念奨学会について
以上の予定で研修会を考えておりますので、宜しく
お願い致します。

出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

岡島、金本、小坂、小林、東海林、杉山
助川、染谷、高田、富士川、牧野、増谷
 　 　　　　　　　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！

中嶋会員、小溝会員、中村佳弘会員

次回の例会は7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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



社名：株式会社春日や

住所：千葉県我孫子市我孫子4-38-20（本店）

千葉県流山市前ヶ崎３８２（流山物流センター）

TEL：04-7185-1911 FAX：04-7184-3047

全国の清酒・焼酎と世界のワインを販売しております。オリジナル商品の企画開発を得意とし
４００社を超える酒造会社と取引をしております。店売の他に問屋業を営んでおり、旭川から
鹿児島までの２００軒以上の百貨店に卸売や出張販売を行い、他にも高級スーパーや家電量
販店や大手通販会社や成田・羽田・福岡の国際空港といった多様な販路に流通させておりま
す。近く台湾の高級スーパーとも取引を始めます。上質な商品を上質な流通チャネルで販売
していくことがポリシーです。

■事業内容

酒類の店売・通信販売・業務用卸売

全国の清酒・焼酎・ワイン・リキュール等の店舗販売、インターネット等での通信販売、法人各社への贈答品の納入、

ホテル・飲食店等への業務用卸売

酒類の百貨店での販売

和洋酒売場への卸売、和洋酒売場における試飲宣伝会の企画運営、大催事場における物産展の企画運営、中元

及び歳暮商品の企画販売、頒布会の企画運営、外商の優良顧客や友の会顧客向けのホテルなどでの店外催事の

企画運営等

主要得意先：高島屋・阪急阪神百貨店・そごう西武・東急百貨店・丸井・京王百貨店・近鉄百貨店・三越伊勢丹

松屋・東武百貨店・丸広百貨店・水戸京成百貨店・福田屋百貨店・さいか屋・スズラン・岡島・丸栄

遠鉄百貨店・穂の国百貨店・京阪百貨店・天満屋・井筒屋・岩田屋・トキハ・佐賀玉屋・浜屋百貨店

佐世保玉屋・鶴屋百貨店・橘百貨店・山形屋・藤崎・川徳・さくら野百貨店・中三・丸井今井・藤丸

スペシャリティストア等への卸売

高級スーパーへの卸売、家電量販店和洋酒売場への卸売、専門店チェーンへの卸売、大手通販会社への卸売及

び頒布会の企画、空港免税店への卸売及び試飲宣伝会の企画運営

主要得意先：ザ・ガーデン・クイーンズ伊勢丹・三浦屋・北野エース・ナショナル麻布・ナショナル田園・信濃屋食品

日進ワールドデリカテッセン・尾張屋・トウズ・焼酎オーソリティ・フレスタ・リカーズ・ビック酒販

フェリシモ・全日空商事デューティーフリー・福岡空港ビルディング・福岡空港商事・道の駅・JA各社

今後の国内販路開拓方針

京急百貨店や小田急百貨店・大沼・うすい百貨店・八木橋・大和・井上・名鉄百貨店・山陽百貨店・ヤマトヤシキ・福

屋・リウボウ等の未取引百貨店の口座開設を目指します。成城石井や紀ノ国屋の他、CGCグループ等に加入してい

る高級スーパーの口座開設を目指します。新千歳空港やJALUX等の国際空港や免税店各社の口座開設を目指し

ます。各国航空会社の口座開設を目指します。官公庁や各国大使館の口座開設を目指します。優良法人及び優良

個人顧客との新規取引に注力します。

海外市場について

かつて米国及び英国に水産系商社を通じて清酒・梅酒を輸出し、ピーク時には年商８，０００万円の売上がありました

が、１９９７年に撤退しておりました。近く台湾系商社と組んで台中の高級スーパーチェーン『裕毛屋』に清酒・焼酎を

納入することとなりました。これを契機にアジア各国や欧米各国への輸出を模索してまいりたいと考えております。



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　山本 由美子　様

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。先週は新しく千
葉銀行の宮城和彦様に入会して頂き、
認承式を行いました。早く仲間と親しく

なって頂きたいと思います。ぜひ積極的
にさまざまな行事などに参加し、私達メ
ンバーの力になって頂ける事を期待し
ています。
　又、高校生を対象にした職場体験の
できる企業をご紹介してもらえないか
と、学校から要請されています。受け入
れが可能だという方は、奉仕プロジェク
ト委員長の森市さんに声をかけてくだ
さい。宜しくお願い致します。
　他、7月２７日土曜日になりますが、人
間尊重委員会の岡島照信委員長、松本
隆一郎さん、渋谷さんと私で、当クラブ
吉野会員の八幡苑に慰問に行く予定で
す。私も楽しみにしています。
翌２８日は、柏祭りへの参加がございま
す。担当は社会奉仕委員会ですが、親
睦委員会と一緒に千葉銀行前での当
ロータリークラブの広報活動・地域への
ＰＲを兼ねて、うちわと子供向けに花火
の配布を致します。会場をお借りする件

では、飯合さんにお骨折り頂きました。
改めて感謝申し上げます。
　来月には、３０日に高島屋さんの屋上
で、恒例の柏ロータリーアクトクラブと
の合同納涼夜間例会があります。毎日
暑い日が続いていますので、美味しい
生ビールを飲んで英気を養いたいと思
います。皆様楽しみにして下さい。
　本日の卓話は、湯浅さんより紹介頂き
ました山本由美子様より、マナーについ
てお話頂きます。人と人とのお付き合い
でとても大切な事ですので、私達が気
を付けなければならない貴重なお話を
お聞きできるものと期待しています。
　最後に、本日は夕方から天気が崩れ
るとの事ですので、外出を予定している
方は雨具の用意などをしておかれては
と思います。
　以上で会長挨拶を終わります。感謝

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？

第1816回通常例会（2013.7.26）
■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/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1816回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1786号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

5. 2013-14年度活動計画書会員名簿正誤表
 P33　五十石真由美《事業所住所》　313-302→202
  木村 和俊《事業所名･住所》
  木村綜合法律事務所
  〒100-0006千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル652区
 P34　助川　昌弘《自宅電話》 (7136) 7128→（7167）2511
 P35　住田みゆき《事業所住所》　6-4-51　→　24
 P36　牧野　考一《自宅住所》　朝霧市　→　朝霞市
  升谷　庸《自宅電話》　090（8772）1009
  小林　正直《自宅電話》　047（492）0881

1. ロータリー情報研究会の案内
 日時；9月1日(日)　13：00～17：00
 場所；フローラ西船
 対象者；研修委員長・在籍10年以上のロータリアン
 「ロータリーの友8月号」記載されます

3. 例会変更のお知らせ
 我孫子RC ；7/30(火)18：30～家族夜間例会
 ８/13(火)休会

4. 受信《活動計画書》我孫子・柏東・柏南・流山RC
 《ポコアポコ通信》地域活動支援センター



ビジネスマナーの重要性
もう一度生徒になってみませんか！

　　　　　　　　　　　　　　山本　由美子
　この度は湯浅千晶さんにお声掛けいただき、皆
様とお目に掛かれました事に感謝申し上げます。
　時間の関係でかなりの早口となってしまいまし
たが、『ビジネスマナーの重要性』について、何
か一つでも参考になる部分がありましたら嬉しく
思います。
　今回は、私のビジネスマナー講習でお話しする
主に七つのことをお伝えさせていただきました。
①ビジネスマナーにおける私流の三本柱『気配』
『気配り』『先を読む』、②ビジネスマナーにお
けるファーストインプレッションは後々まで変わ
らない、③あなたが会社のイメージを作る、④
『言葉遣い』『話し方』で得をする、⑤人は自分
と違う価値観を持つと思うこと、⑥御礼状の重要
性⑦絶対外せない基本動作。
講習会では、これらについて具体例をあげなが
ら、秘書時代の経験を交えてお話ししていきま
す。
　最近の若い社員は、会社を休む連絡をラインで
してきたり、母親が連絡してきたりすることがあ
るといいます。「次回からはラインでなく電話で
連絡しなさい。」と言うと、「ラインの方が早い
と思って・・・」と返ってくるそうです。ライン
やツイッターはもとより、携帯電話さえ普及して
いなかった時代に社会人となった私達にとって、

固定電話しか連絡手段はありませんでした。しか
し今の時代の若者には選択肢がたくさんあること
も事実です。教える側も、このような世の中に
どっぷり浸かって生きる彼らの言い分を否定せ
ず、受け入れつつ、ビジネスマナーを身につけさ
せていく必要があります。
　時代により社員の考え方に変わりはあります
が、どの時代でも『相手を不快にさせない為に』
というビジネスマナーの基本に変わりはありませ
ん。
　『違い』と『間違い』を認識させ、臨機応変な
行動ができる社員を育てることが企業のメリット
です。
　まだまだお伝えしたいことがあります。
皆様の会社で講習会を開かせていただき、お役立
ちできます機会を楽しみにしております。経営者
向け、新入社員向けなど、ご要望に応じての講習
会を致しますので、是非お気軽に御連絡ください
ませ。
　御多忙の毎日かと存じますが、どうぞ御身ご自
愛いただき、皆様の更なるご活躍を心よりお祈り
申し上げます。

御質問、講習のお申し込みは、
０８０-６５１４-３４５６
山本　由美子　まで
お気軽にどうぞ！　　

卓話 ビジネスマナー講師　山本 由美子 様

出席報告

欠席者

出席率　82.76%

58名
10名

岡島、ゲイビ、小阪、後藤、小林、
斎藤、杉山、染谷、高田、中嶋
 各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

英国在住のお嬢さんご家族と2人のお孫さんが来日され
滞在中です。　松本ユミ会員

ビジター

長谷川秀夫（柏）

丸田勝功（我孫子）

ゲスト

山本 由美子（ブレーン社）

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。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



                      2013 年 7 月 18 日 

                              

柏西ロータリークラブ会員 各位 

 

柏西ロータリークラブ 

会長 勝 田 健 一 

プログラム委員長 

金 本 元 章 

 

 

  

 

 

■ 8 月  2 日(金) 【通常例会】― お祝い事･理事会 ― 

卓話＝馬場 弘 会員増強委員長「月間に因んで」 

 

■ 8 月  9 日(金) 【通常例会】卓話＝３分間スピーチ 

 

■ 8 月 16 日(金) 【休  会】8/17 に振替 

 

■ 8 月 17 日(土) 【移動例会】― サッカー観戦 柏レイソル VS ベガルタ仙台― 

◇集合時間；18：30 

◇集合場所；日立総合グランド(日立台公園)入口 

※移動例会は会場内で開会(弁当を用意します) 

 

■ 8 月 23 日(金) 【通常例会】― 第１０分区ガバナー補佐公式訪問 ― 

卓話＝風澤俊夫ガバナー補佐(柏 RC)  

       

■ 8 月 30 日(金) 【夜間例会】― 柏ロータリークラブとの合同納涼例会 ― 

◇時間；19：00～ 

◇場所；柏髙島屋屋上 ビアガーデン 

※雨天中止の場合 FAX にて連絡します 

 

 

《その他の行事》 

◆8/3(土)国際奉仕･R 財団委員会合同セミナー(出席者:会長・榊・鈴木桂三会員) 

◆8/9(金)クラブ奉仕委員会セミナー(出席者:水野・馬場会員) 

◆8/25(日)米山記念奨学委員長セミナー 



会社名：株式会社創健 

代表者：代表取締役水野晋治 

所在地：千葉県柏市末広町6-4 有岡ビル401 

TEL： 04-7128-4018  FAX： 047-701-8823 

営業所：大阪営業所（大阪府堺市） 

設 立：昭和51年8月3日 

資本金：5,000万円 

従業員：正社員10名 パート200名（平成25年4月現在） 

■事業内容 

清掃事業部「                   」 

温浴施設の清掃管理、衛生管理、各種設備メンテナンス、水質管理等 

アミューズメント施設の清掃管理、営業中のクリーンスタッフの派遣 

一般商業施設の清掃管理、ビル、マンションの清掃及びメンテナンス 

ハウスクリーニング、駐車場、空き地等の定期管理 

衛生管理に関する薬品の販売 

温浴事業部 

温浴施設（スーパー銭湯等）の開業支援、運営受託、販促支援、店舗リニューアル 

及び店舗再生支援等、新規物件の仲介、商圏調査、事業計画の作成、金融機関との折衝、 

入札案件への参加代行などを行っております。 

当社は長年柏や松戸で温浴施設を経営してきました。施設老朽化等により店舗を閉鎖したのち、業態変更として 

これまで培ってきました温浴施設の運営ノウハウを活かし2007年より清掃事業部を開設し、千葉県、埻玉県、 

愛知県、三重県、大阪府、兵庫県などで温浴施設やアミューズメント施設を中心に清掃管理、設備管理、営業中の 

清掃スタッフの派遣などを行っております。清掃事業開設当初より一切の営業をせず紹介を基本にして参りましたが、

お陰様で数名でスタートした事業が200名を超えるまでになりました。 

地元柏ではビルの清掃から住宅、アパートやマンションの清掃管理まで幅広い業務を行ってリます。 

事務所内の日常清掃やご自宅の清掃など会員の皆様のお役に立てる事があれば何なりとお申し付け下さい。 

また、会員の皆様にはあまりご縁のない話かも知れませんが、「温浴施設」の運営全般に関わるコンサルティング 

業務を行っております。お知り合いやお取引先等でご興味のある方がいらっしゃれば直ぐに駆けつけます。 

また、土地の有効活用として温浴施設に貸したいなどという場合もご相談下さい。 

守備範囲は沖縄や離島を除くほぼ全国区となります。 



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　馬場 弘　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様こんにちは。
先日、土曜日は人間尊重委員会で委員
長の岡島昭信さん、副会長の松本隆一
郎さん、渋谷修さんと私達4人で八幡苑
に慰問に行って来ました。
　吉野会員共、久しぶりに会いました

が、とても元気な様子でした。奥様も同
席されて、私達と小一時間楽しくなごや
かに語り合うことができました。
　吉野さんにも喜んでもらえたようでと
ても良かったです。
　皆で例会への出席も是非するようにと
お誘いしました。彼と親しい飯合さん、
中村佳弘さん、機会を見つけてぜひ声を
かけていただくようお願い致します。
　又、28日には柏まつりへ例年どおり
に柏西ロータリークライブとして参加い
たしました。
　社会奉仕委員長の中村佳弘さんはじ
め親睦委員長の小林太時さん、その他大
勢の会員の皆様に参加して頂きました。
　今年は飯合さんのは計らいにより設
営場所を今までの場所から千葉銀行西
口支店前に変更になりました。又、新し
いポロシャツを着用しての参加により一
層の会員同士の一体感が持てたようで
した。全面にはロータリークラブのロ
ゴ、背中には超我の奉仕の標語英文で
入れました。
　午後3時より通行している人々へうち

わと花火のプレゼントをしました。
　これらの行事が少しでもロータリークラ
ブの広報に役だってくれればと思います。
　ちょうど一段落した頃に丸山さんか
らクレストホテル名物の美味しいカレー
をたくさん頂きました。ちょうどお腹が
空いていたのでありがたくごちそうにな
りました。
それ以外にも飯合さん、田代さん、嶋田
さん米山奨学生の皆様からそれぞれお
新香、とうもろこしピザ、焼肉、クッキー
など大量の差し入れをいただきました。
　この場を借りまして改めて感謝申し
上げます。
　又、31日には当例会会場にであるク
レストホテルで丸山真総支配人の就任
祝いと併せて新しいスタッフのお披露
目パーティが盛大に行われました。当ク
ラブのメンバーもたくさんお見えになっ
ていました。
　スタッフを代表して林料理長が挨拶
をされました。素晴らしい腕をお持ちだ
と聞いておりますので、私達も例会に来
るのが楽しみです。

承 認：1975年11月24日
創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日
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1. 真実かどうか？
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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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1817回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1787号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 8/29(木)夜間例会8月のロータリーレートは1ドル＝100円
　　　　　　　　
2. 2015-2016年度　ガバナー候補者推薦の依頼

3. 2012-13年度　直前ガバナー事務所閉鎖(7/31)の案内

4. 第19回手賀沼エコマラソン広告協賛
(第10分区一クラブ1万円)のお礼

5. 『2013柏レイソルファン感謝デー』の案内
8月4日13：30～15：30　日立サッカー場

6. 例会変更のお知らせ　　
松戸東RC；8/9(金)はナイトクルージング家族例会

8/16(金)は休会
8/30(金)はチャリティー夜間例会

鎌ヶ谷ＲＣ；8/15(木)は休会



委員長としての皆様へのお願いです。
本年度５８名でのスタートです。前年の多数の拡
大、全委員長様のご努力の、賜物です。
前年度の行為に報いる事無く、本年度３名の拡大
を考えております。
皆様方に、お配りしました、推薦カードを一人で
も多くの候補者を推薦して頂き、勧誘して行きた
い所存です。
又、情報交換、意見交換、炉辺会議等の参加もし

てまいりますので、他委員会の委員長様方々、私
を忘れないで是非お声を、かけて頂き情報交換を
お願いいたします。
最後に退会防止も、視野に入れて、長期欠席者に
お手紙や推薦者と共に訪問、会員の維持を目標に
一年間頑張って参ります。
皆様方におかれましては、是非推薦者候補を一人
でも多くご紹介して頂ければ幸いです。

卓話 会員増強委員長　馬場弘

次回の例会は8月9日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

柏まつり 社会奉仕委員会　2013 年 7 月 28 日

地域の老人ホーム慰問 人間尊重委員会　2013 年 7 月 27 日

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
榊 会員

パートナー誕生日
松本（隆） 会員、木村 会員、宮城 会員

(^^♪
柏まつりご協力ありがとうございました。　
社会奉仕委員長 中村佳弘会員

柏まつり会員皆様方のご協力ありがとうございました。　
奉仕プロジェクト委員長 森市直樹会員

柏まつり初めて夫婦で見物しました　鈴木健吾会員

結婚記念日
宇田川 会員

出席報告

欠席者

出席率　87.93%

58名
7名

太田、後藤、小林（正）、斎藤、
杉山、助川、高田、冨士川
 各会員

会員数

7月27日（土）人間尊重委員会の主要活動の1つである「地域の老人
ホームへの慰問」の為、必需品であるバスタオル・タオル等を当
クラブ吉野一實会員が経営する八幡苑に寄贈致しました。

14：00～花火セット200個うちわ500本配布



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

○ ①8月23日(金)風澤俊夫ガバナー補佐公式訪問時のクラブ協議会の件
協議内容；原則全ての委員会又は五常任委員会(クラブに一任)
協議会；13：00～13：30 Ｇ補佐挨拶

○ 委員会発表(討論形式) 承認

Ｇ補佐講評
②9月6日(金)関口徳雄ガバナー公式訪問クラブ協議会の件

○ 協議内容；上記に同じ
協議会；13：40～15：10

                                                                                  懇親会；15：30～ 承認

○
③第1回クラブ研修会開催の件

日時；9月13日(金)18：00～20：00
○ 場所；柏商工会議所3Ｆ302会議室

参加予定者；会長・幹事・クラブ管理運営委員長・研修委員会
新入会員(入会3年未満）

× 予算；￥60,000 承認

④9月27日(金)夜間例会（ディナーコンサート)の件
○ 19：00　例会

19：10　食事
19：40　コンサート 承認

○
⑤報告事項　　□ 2013-'14年度7月1日～7月31日決算報告

□『やわた苑の訪問』7月の理事会で7/19日に変更になった
○ が、行事予定通り7/27に訪問

□半袖ポロシャツ制作予算オーバー分は奉仕プロジェクト
委員会より支出 承認

○ ⑥その他　 □　出席規定適用の免除期間の件(問合せがありました)
*定款第9条第3節(a)(ｂ)；最長12ヶ月まで
*本人から出席免除「取り止め」通告までの期間 承認

○
⑦10/10(木)～11(金)職業奉仕・親睦活動合同職場見学 承認

○ ⑧40週年の準備委員会
理事会のメンバー 委員長:日暮肇　副委員長:水野晋治 金子正 承認

○ ●次回理事会　2013年9月13日（金）〔例会終了後〕

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第3回　理事会資料　

2013年　8月2日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

日 暮　　肇

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

勝　田　健　一

金　子　　　正

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹



事業概要	沿　　　革	

会社名 東葉葉警備保障株式会社
所在地 277-‐‑‒0852 　
 　 　 　 　 　 　 　 　千葉葉県柏市旭町1-‐‑‒2-‐‑‒1-‐‑‒4F

TEL 04-‐‑‒7147-‐‑‒0110
FAX 04-‐‑‒7147-‐‑‒1040

設⽴立立 1979年年
資本⾦金金 3000万円
代表者 松本隆⼀一郎郎

従業員数 600⼈人（パート・アルバイト含む）

本　　社	 
	 

277-0852　　千葉県柏市旭町1-2-1-4F	 
Tel:04-7147-0110　　Fax:04-7147-1040	 

東京支店	 
	 

170-0004　　東京都豊島区北大塚1-13-4-5F	 
Tel:03-5980-0460　　Fax:03-5980-0470	 

埼玉支店	 
	 

331-0823　　埼玉県さいたま市北区日進町
3-818-2-108	 

Tel:048-729-7950　　Fax:04-729-7951	 

茨城営業所	 
	 

300-1234　　茨城県牛久市中央5-10-307号	 
Tel:029-826-3115　　Fax:03-826-3116	 

HPはこちらから	 …	 http://toyo-security.jp	 

Photo	

Photo	

＜交通誘導警備＞	   ＜セレモニー警備＞	  

＜施設警備＞	  

＜駐車場警備＞	   ＜イベント警備＞	  

＜業務請負＞	  

経営理念	

経営理念	
東葉警備保障株式会社は、お客様に信頼される警備会社として、経営資源の全てを活用して
「安全」「安心」「満足」の「真心のサービス」を 提供することにより地域社会に貢献します。	

経営方針	
1.私たちは、警備会社の使命と責任を認識して関係法令、社会規範を遵守尊重し、誠実な企業	  
　 活動と発展を目指します。 	

2.私たちは、お客様との信頼関係を確立すべくニーズを把握し、満足頂けるサービスを提供し続	  
	  　けるため、社員教育に積極的に取り組み、常にお客様満足度の向上に努めます。 	

3.私たちは、経営資源を有効かつ効率良く活用して、社会・経済環境に的確に対応するために	  
　 現状に満足することなく英知と創意工夫により常に経営改革、業務改善に取り組みます。 	
4.私たちは、明るい活力ある職場づくりに努め、働き甲斐のある魅力的な会社を目指します。 	

事業内容	

＜交通誘導警備＞	  
	  

＜セレモニー警備＞	  
	  

＜施設警備＞	  
	  

＜防犯カメラ＞	  
	  

＜駐車場警備＞	  
	  

＜イベント警備＞	  
	  

＜業務請負＞	  
	  

＜食品事業部＞	

・確かな誘導技術で、工事現場の安全を確保	  
	  

・人生を飾る大切な時間に、安心を提供	  
	  

・事件・事故などのリスクを防止	  
	  

・セキュリティ機器の販売・設置	  
	  

・ご利用されるお客様の安心と安全を守ります	  
	  

・必要なときに、必要な人材を確保	  
	  

・葬儀のお手伝いから住宅関連の販売促進まで	  
	  

・「安全」と「安心」を提供する警備会社が運営する食品事業	

＜防犯カメラ＞	  

＜食品事業部＞	  



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様こんにちは。
　毎日猛暑が続いておりますが、お身
体の調子はいかがでしょうか。くれぐれ
もお気をつけてください。
　気候のことでは、今、西日本地方では
集中豪雨で、大きな被害が発生してい
るようです。又それなのに皮肉にも、私

たちの属している関東地方では、水不
足が心配だということです。そういう一
面から見てみますと、当地は大きな災害
にも見舞われることもなく恵まれている
事に感謝しなければと思います。毎日、
普通でいられる事、当たり前のことに、
改めてありがたいという思いで生きて行
きたいと思います。
　話は変わりますが、6月に柏南ロータ
リークラブでのサマーフェステバル納涼
例会に参加してまいりました。小林親
睦委員長ほか多数の西クラブの会員と
一緒に楽しい時を過ごしてきました。当
初の予定では、ガーデンテラスで開催
予定でしたが、雨天で1階のレストラン
「まんりょう」に会場変更になってしま
いました。
　家族例会という事で、会員の奥様、子
供、お孫さんたちが参加されており、と
てもアットホームで、和やかな雰囲気の
状況でした。余興のハワイアン演奏とフ
ラダンスはとてもよかったです。特にフ
ラダンスが素晴らしかったです。料理も
趣向を凝らしたメニュ―がたくさん有
り、とても美味しかったです。特にカキ

氷や、つき立ての餅、スイカ、とうもろこ
しが人気でした。
　当クラブのほか、柏、我孫子、柏東ク
ラブの方も大勢参加されておりました。
みなさんそれぞれにクラブの垣根を越え
てロータリークラブの友情と親睦の輪を
広げ、深められてきたと思います。私たち
のクラブも今月の30日に、柏高島屋さん
のビアーがデンで、柏ローターアクトクラ
ブと合同納涼例会が開催されます。近隣
のクラブにも参加を呼びかけて楽しい納
涼会にしていきたいと考えています。
　また8月3日には、千葉市の京葉銀行
文化プラザにて、国際ロータリー第
2790地区の国際奉仕とロータリー財団
委員会合同セミナーが開催されました。
当クラブからロータリー財団委員長の
鈴木桂三さんと鈴木健吾さんに出席し
ていただきました。お疲れ様でした。
本年度初めての研修ということで、参加
者の方々は、真剣に聞き入っていました。
ロータリーの未来の夢計画がスタート
しました。詳しくは後程鈴木桂三さん
にお話をして頂きたいと思います。鈴木
さん宜しくお願い致します。

承 認：1975年11月24日
創 立：1975年11月 7日
承 認：1975年11月24日
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1818回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1788号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 地区大会開催の案内 (会場；東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート)
11月 9日(土)【点鐘】13：30～　大会本会議1日目・RI会長代理
　　　　　　　　　　　　　 歓迎晩餐会
11月10日(日)【点鐘】9：30～17：00　大会本会議2日目・懇親会

2. ロータリー日韓親善会議の案内
期日；10月19日(土)・20日(日)
会場；グランド　ハイアット　ソウル
　

3. ガバナー事務所、ガバナー・エレクト事務所夏季休暇のお知らせ
8月12日(月)～16日(金)

4. クラブ第1回研修会のお知らせ
日時；9月13日(金)18：00～20：00
場所；柏商工会議所3階302会議室
出席対象者；入会3年未満の会員

5. 「柏まつり」協力金のお礼

6. 受信《活動計画書》松戸RC



吉田記念テニスセンター（TTC）高橋所長
柏西口ロータリークラブの入会を検討しています
ので宜しくお願いします。TTCでは年間100回程度
のイベントを実施しており、来る9月23日秋分の日
には「かしわスポーツフェスティバル」がありま
すので皆さんぜひ参加下さい。

斎藤 会員
最近仕事が忙しく出席できず申し訳ありません。
松葉町商店会では松葉町活性化の為、千葉県柏市
等より8,000万円の助成金を頂きウォーキング大会
や花火大会等のイベントをたくさん実施していま
す。ぜひ皆さんも参加下さい。

宇田川 会員
全く予定してなかったですが、私の生い立ちを少し
ばかりお話します。生まれは横浜の伊勢崎で、小学
四年生までそこにいました。母が柏出身で、今ガバ
ナー補佐をしていますフーサワさんと親戚です。私
の家は、千葉の1、2位の穀屋（米屋）を営んでおり

まして、私がそのあとをとりました。柏第一小学校
４年の時、大東亜戦争がありました。中学から千葉
のマツオというところへ行きました。
鐘がなりましたので続きはまたの機会ということで。

宮城 会員
千葉銀行の宮城です。消費税について少しお話しま
す。今の状況からおそらく上がるだろうと思います。
日銀が大量の国債を引き受けてますので、もし消費税
が上がらないと、国債暴落ということも考えられま
す。国際公約でもあるわけですから、消費税が上がる
のは止む無しだと思います。
私は支店長、4店目です。ロータリーは初めてで、ま
だ右も左もわからないですがよろしくお願いします。
ゴルフも少しやりますが、趣味はクレー射撃です。物
騒なのであまり言ってないのですが。皆さんもストレ
スや悩みがあると思いますが射撃をやるとスッキリと
します。動物などは撃たず、専らスポーツとして的だ
けを撃っています。

卓話　3 分間スピーチ

次回の例会は8月23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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

第 1819 回移動例会　サッカー（柏レイソル）観戦 2013 年 8 月 17 日

ゲスト

高橋 剛（TTC）

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
榊 会員

(^^♪
柏まつりご協力ありがとう　
勝田会長

出席報告

欠席者

出席率　81.03%

58名
11名

太田、後藤、小林（正）、杉山、助川、染谷、
高田、塚本、冨士川、牧野、丸山　 各会員

会員数



■　グリーン経営認証	

関東圏内の各種運送業務を展開している当社は、多数の
メーカー等のエリア配送・スポット配送・設置業務まで、教
育されたセールスドライバーが確実に荷物をお運び致しま
す。また、家電販売や自社ブランドのダイコク引越センター
を掲げ、幅広いサービスを行っております。引越業務で長
年培った技術を生かし、一般家庭への家具配送や、家電
量販店からの配送・設置、エアコン・テレビアンテナなど一
般家庭の様々な電気工事等を行い、お客様のニーズにお
応えしております。	

　　　         	
■　事業内容   	  
	
①　一般貨物　　　　　　　　　　　　食品・家電・家具・精密機器・家庭紙等の運搬 
②　引越　　　　　　　　　　　　　　　一般家庭・事務所移転等の引越 
③　電気工事　　　　　　　　　　　　一般家庭家電設置・取付工事 
④　産業廃棄物収集運搬　　　　 千葉県・埼玉県・東京都の収集運搬 
⑤　販売　　　　　　　　　　　　　　　家電販売 
⑥　配送センター・一時保管　　　家財保管・雑貨    	

事業活動に伴う環境負荷軽減を重要な経営方針とし
て定め、環境保全活動の一環として平成25年2月8日
付けにて「ｸﾞﾘｰﾝ経営認証」を取得しました。	
トラック輸送と環境問題をテーマに、地球温暖化、大
気汚染などの問題に積極的に取り組み、省エネ運転
とムダの排除で環境改善を目指す企業にします。	

会社名：ディーケイ物流 株式会社	  
住　 所：千葉県柏市柏6-‐9-‐12	  
TEL:04-‐7162-‐5567	  	  	  FAX:04-‐7162-‐5568	  
	  
	



1. 点　　鐘　日暮 　肇   会員

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会員

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会員

　皆様こんにちは。
　今日は勝田会長がお休みですので、
私日暮が代行いたします。
　今日は柏ロータリークラブから、ガバ
ナー補佐の風澤俊夫様、そして補佐幹
事の中山浩一様をそして財団奨学生の

小野晴香さんお迎えしております。柏西
ロータリークラブへ、ようこそお越し下
さいました。
風澤様には後ほどご挨拶頂きたいと思
います。又、本日はこの後、クラブ協議
会がございますが、最後に講評も頂く
予定となっておりますので、どうぞ宜し
くお願い致します。
　さて、先週は金曜日の例会が、任意
休会となり、翌１７日土曜日に移動例会
としてサッカー観戦がありました。私は
残念ながら参加出来なかったのです
が、参加された皆様は二次会も含めて
楽しんで頂けたものとおもいます。
　この夏は毎日暑い日が続いておりま
すが、皆さんは夏休み、あるいはお盆
休みということで、旅行に行ったりして

リフレッシュすることが出来たのでしょ
うか？私は、お盆中は色々用事があって
休めないのですが、一昨日、昨日と那
須で二日続けてゴルフをしてきました。
　天気予報では、まだ当分暑い日が続
く様でございます。無理をして体調を崩
したりしない様に注意して頂きたいと
思います。

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？

第1820回通常例会（2013.8.23）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1820回通常例会

会長（代理）挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1790号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 第１回ローターアクト合同会議開催の案内
日時；8月31日(土)13：30～16：00
会場；千葉県青少年女性会館

　
2. 第10分区　第3回会長・幹事会開催の案内
日時；9月11日（水）19：00～
場所；三井ガーデンホテル柏

3. 習志野ロータリークラブ創立50周年記念式典の案内
日時；11月29日(金)　13：30～
場所；ホテルニューオオタニ幕張
登録料；1名　10,000円

4. 米山梅吉記念館　秋季例祭開催の案内
日時；9月14日（土）14：00～
場所；米山梅吉記念館ホール

5. 例会変更のお知らせ
柏東RC；8/29(木)→納涼例会
9/19(木)→9/18(水)我孫子RCとの親睦ゴルフ及び懇親会に振替

6. 受信《活動計画書》野田RC　

会長エレクト　日 暮 肇



　本日は、9月6日のガバナー公式訪問の予行練習
として、各委員会ごとにテーブルに座ってもらい
「より良いクラブ、より一層元気なクラブにする
為にどのような活動を計画して実行していけば良
いか」をテーマに各テーブルごとにグループディ
スカッションをしてもらいました。時間の関係
上、2つのグループ（職業法師委員長の嶋田会員と
増強分類委員長の升谷会員）に発表をしてもら
い、そのあと総評をガバナー補佐の風澤さんにし
ていただきましところ、ガバナー補佐が確認した
かったことは、クラブの課題（長所と短所を開示
し、長所を伸ばし、短所を改めるにはどうすべき
か）を討議してもらいたかったとの事でした。

　予行練習は時間が少なく十分な討議ができませ
んでしたが、9月6日の本番では、時間もあります
ので、会員皆様の十分な討議を期待しています。

第10分区ガバナー補佐公式訪問　第2回クラブ協議会　予行練習

次回の例会は8月30日（金） 夜間例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　86.21%

58名
8名

後藤、小林（正）、東海林、杉山、染谷、
高田、冨士川、牧野　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！
小林、中村（靖）、水野、五十石、嶋田、森市、馬場、小溝、日暮、
升谷、増谷、中島、塚本、飯合、松本（隆）、中村（博）、浅野、
金子、柳、岡島

ビジター

風澤 俊夫（ガバナー補佐 柏RC）

中山 浩一（補佐幹事 柏RC）

ゲスト

小野 晴香（財団奨学生）

(^^♪
日暮さんガバナー補佐ようこそ

■ 9 月 6日（金）【通常例会】
　- ガバナー公式訪問・第 3回クラブ協議会 -
 卓話＝関口徳雄　2790 地区ガバナー
　
■ 9 月 13 日（金）【通常例会】- お祝い事理事会 -
 卓話＝住田みゆき　新会員
　
■ 9 月 20 日（火）【通常例会】
 卓話＝杉山智　青少年奉仕委員長

■ 9 月 27 日（金）【夜間例会】
　- ディナーコンサート -　※パートナーご招待
 ◇19：00 点鐘
 ◇19：10～ 食事
 ◇19：40～ コンサート

《その他の行事》
◆ 9/1（土）ロータリー情報研究会（出席者：日暮・
　升谷会員）
◆ 9/13（金）柏西ロータリークラブ第１回研修会
 18：00～20：00 柏市商工会議所 302 会議室

９月の行事予定

ガバナー補佐幹事中山浩一様、ガバナー補佐風澤俊夫様



             
■ みくに幼稚園のあゆみ    

会社名：みくに幼稚園 
住所     ：千葉県柏市旭町1-6-14 
TEL:04-7145-2843 

平成  元年 卒園生麒麟児、引退して北陣親方になる 
    ２年 自主活動に重点を置く。銀杏の実８０００個、 
        園児に分配 
    ３年 園長、柏市の幼稚園協会会長と共に千葉県の 
        会長就任 
    ４年 全国研究大会で教材製作２度目の受賞 
    ５年 中国、アメリカなど各国より見学に 
    ６年 手賀の丘宿泊保育はじまる 
    ７年 園長、全国の研究部長に  
    ８年 卒園生、６千名を超える 
    ９年 元職員に三つ子誕生、今までに職員に双子は 
        三組。吉奈温泉の効果か 
   １０年 全国大会で講演、研究発表など各教職員大活躍 
   １１年 縦割り保育本格的にはじまる 
   １２年 クラス数、４クラスに 
   １３年 体操講師招聘 運動能力向上を目指す 
   １４年 園長杉山智にかわる 
   １５年 園舎耐震補強完了ソニー科学賞優良賞 
   １６年 創立50周年を祝う 改修工事、冷暖房工事に 
        着手 ソニー科学賞受賞 
   １７年 9クラスになる ソニー科学賞受賞   
   １８年 こども支援NPO設立へ ソニー特別賞受賞 
   １９年 10クラスになる 
   ２０年 ソニー科学教育大会開催 
   ２１年 全国私立幼稚園連盟理事長就任 
   ２２年 みくに幼稚園が実施していた運動能力調査が 
        柏市内全園に普及 
   ２３年 東日本大震災を受け、耐震補強、除染を実施 
   ２４年 いちょう組(預かり保育)毎日平均６０名を超える 
   ２５年 旧園舎改築 ２６年４月には学校法人となり 
        公共性、永続性を強化 

昭和３０年 柏市で初めて、千葉県で４７番目の幼稚園として 
        創立 
   ３１年 園長杉山一之、柏市教育委員になる 
   ３２年 この頃、保育料月額８００円 紙芝居一部３００円 
   ３３年 父兄が南極観測に参加、直接話しを聞き園児 
        たちも探検に夢中 
   ３４年 『考える』問答形式の科学の話がはじまる 
   ３５年 園児が増え、運動会会場気象大学校になる 
   ３６年 交通事情悪化、園児にも痛ましい犠牲者 
   ３７年 年長組の遠足 渋谷のプラネタリュウムと 
        羽田飛行場 
   ３８年 どんな子どもに育てたいか、父母のアンケート 
        一位は明朗な子 
   ３９年 豊四季団地ができ、１１クラスになる 
   ４０年 卒園生１０００名に 
   ４１年 園長、ＯＭＥＰ国際会議（パリ）に参加 
   ４２年 静岡県伊豆吉奈温泉２泊３日の年長組宿泊保育  
        はじまる 
   ４３年 ３年保育、本格的にはじまる 
   ４４年 バザーはじまる 
   ４５年 園長、教育に対する貢献により勲三等瑞宝章叙勲 
   ４６年 ４階建て園舎完成、園児たち屋上より毎日富士山を 
        眺める 
   ４７年 全国的幼児教育振興運動を創設 
   ４８年 卒園生、３０００名を超える 
   ４９年 園長、千葉県私立学校審議委員になる 英語教育 
        はじまる 
   ５０年 園長の話、一番印象に残ったもの 生命、生きて 
        いるもの 
   ５１年 年長、造形活動はじまる  
   ５２年 卒園生、みくに幼稚園教諭になる 
   ５３年 園長が杉山敦子に代わる 
   ５４年 卒園生の二世入園 
   ５５年 卒園生、４０００名を超える 
   ５６年 初代園長、杉山一之死去 
   ５７年 銀杏の実、はじめて実る 
   ５８年 芋ほりは北柏まで 自然は減少 
   ５９年 卒園生、みくに幼稚園園医になる 
   ６０年 虫歯がない子、園児の２５％ 
   ６１年 教諭２名、家族の転勤でアメリカへ 国際化時代の  
        到来 
   ６２年 卒園生、５０００名 ６３年 虫歯がない子、園児の 
        ４０％に 



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

皆様今晩は。
　ようこそ、柏西ロータリークラブと柏
ローターアクトクラブの合同夜間納涼
例会にご出席頂きまして誠にありがとう
ございます。

　本日は雲行きが思わしくない為に、高
島屋さんから5時ごろに本日のもようし
催しを決行するか、それとも中止にしま
すかとの電話が私あてに入りました。
　直前のことでもありますし、皆さんへ
の連絡もできませんので、一寸、どうし
たものかと思案しましたが、そのまま予
定通りに行いますと返答しました。
　私はきっと、ロータリアンの皆様の行
いが良いので、天候は大丈夫だろうと思
います。ただし、いつ雨が降ってくるかも
わからない状況ですので、高島屋さんの
担当者からの要望として、なるべく早く席
に着き次第飲食を始めてくださいとのこ
とです。皆様ご協力をお願い致します。
　本日はゲストとしてガバナー補佐の風
澤俊夫さま、補佐幹事の中山幸一さま
始め、柏・柏東・柏南クラブの会長、幹
事及び新田辰吉様、猫田岳治様、ま
た、柏ローターアクトクラブＯＢの秋谷
さま、布施様にご出席いただいておりま

す。忙しいところを、お越し頂きましてあ
りがとうございます。
　夜になってもまだ暑さが残っていま
すが、ビールを飲むには、最適のコン
ディションではないかと思います。限ら
れた時間ではございますが、日常の仕
事等のことを忘れて、本日は思いっきり
飲んで食べてもらいたいと思います。
　また、せっかくの機会でもありますの
で、他クラブの方 と々も積極的に交友を
深めてロータリーの友情と親睦の輪を
広げていただければ幸いです。
本日は、参加いただきましてありがとう
ございます。

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？

第1821回夜間例会、第1822回通常例会（2013.8.30、9.6）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1821回夜間例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

会報　第1791号、第1792号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

柏 RAC との合同納涼例会 19：00～ 柏高島屋屋上ビアガーデン

米山奨学生 OB　マハルジャンさん



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①9月27日(金)夜間例会（ディナーコンサート)の件 承認

出演料＝8万円

◯

②10月25日(金)『第1回インターゴルフ及び合同例会』の件
◯ 【ゴルフ】　場所＝習志野カントリークラブ　キングコース 承認

                                                                                                　 参加費＝3,000円
◯

　　　　　　　※カート・キャディー付・昼食付）

× 【夜間例会】点鐘＝18：00
　　　　　　　　会場＝麗宮飯店

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

嶋 田　英 明

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　持回り　理事会資料　

2013年　8月30日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

金 本　元 章

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

日 暮　　肇

              　 プレー費＝15,500円　各自精算

　　　　会場＝麗宮飯店

　  時間＝8：30集合

勝　田　健　一

金　子　　　正

金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹

中 嶋　利 生



　

　皆さんこんにちは。
本日は、2790地区ガバナー関口徳雄様に

お越し頂いております。本日開かれます
今年度２回目のクラブ協議会では、委員
長を中心に柏西クラブをいかにして活性
化し元気なクラブにするかについて、また
クラブの悩み・問題点などについて話し
合うという例題を頂きました。先週も、風澤
ガバナー補佐と中山ガバナー補佐幹事
に当クラブ例会に参加して頂き、本日の為
に様 な々アドバイスを頂きました。誠にあり
がとうございます。
　事前の打ち合わせを、ガバナー、ガバ
ナー補佐、補佐幹事と行いましたが、関
口ガバナー様から柏西クラブは会の運
営・会員数ともにとても充実していると過
分なお言葉を頂きました。これも皆、増谷
会長、升谷幹事始め皆さんのお蔭です。
改めて感謝申し上げます。国際ロータ
リー会長ロンＤ・バートンさんの今年度の
テーマは「ロータリーを通じて豊かな人生
を」です。短い時間ではありますが、この
協議会を意義あるものにしていきたいと
考えていますので、ぜひ積極的にディス

カッションをして頂きたいと思います。
　遅くなりましたが、関口ガバナー様には
多忙な中遠い所から柏西クラブへお越し
いただきまして、ありがとうございます。当
クラブにも、多くの問題点や改善点がある
と思いますので、ぜひ遠慮せずにご指摘・
ご指導をお願いしたいと存じます。
　以上で会長挨拶を終わります。

1822回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　関口 徳雄   ガバナー

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 寄付に対して、感謝状の贈呈
勝田健一会長；ロータリー財団恒久基金（ベネファクター）
日暮　肇会員；第3回米山功労者  

2. 9月のロータリーレートは1ドル＝100円

3. 飯合幸夫会員へ委嘱状
2013―14年度2790地区　地区大会決議委員会委員

4. 訃報のお知らせ
台中港東南扶輪社  王文卿（愛称FRUIT）会員が8月24日
血管欠陥の為  逝去
葬儀；9月20日午前（ご自宅）

5. 『第12回ロータリー全国囲碁大会』の案内
日時；11月2日（土）10：00～
会場；日本棋院会館
登録料；7,000円

6. 献血キャンペーンの依頼
日時；10月13日（日）10：00～11：45

13：00～16：00
場所；ららぽーと柏の葉2階クリスタルコート



　皆様、今日は（今晩は）。国際ロータリー第２
７９０地区ガバナーの関口徳雄です。
　所属は浦安ロータリークラブです。
　皆様、既に御案内のとおり、本年度ＲＩ会長ロ
ン・D・バートン会長が提唱したテーマは「 
Engage Rotary，Change Lives 」日本訳として
「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」
というものです。
　更に、この意味を以下のように申しております。
　ロータリーの奉仕では、努力すればするほど多
くを得ることができ、ロータリーを真に実践し、
ロータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をす
れば、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすこ
とができるか分かるはずです。
　そうすることによって、初めて人々の人生を真
に豊かにしようというやる気・パワーが湧いてく
るのです。そして何よりもあなた、つまりロータ
リアン自身の人生が豊かになるはずです。
　このフレーズは、アーサーシェルドンの説いた
「 He（One）profits most who serves Best 」つま
り、奉仕の理念の第二標語に通ずるものとして、
私は勝手に解釈しまして地区チームセミナーで申
し上げたのですが、後に６月の広島平和フォーラ
ムの席上で私の同期のガバナーエレクトがロン
バートン氏に質問したそうです。その時、同氏
は、この「 Engage Rotary，Change Lives 」と第
２標語は同じ意味だと答えたそうです。
　私の本年ガバナーとしての地区運営の方針等に
つきましては、三大セミナーで申し上げ、又、活
動計画書にも記載してあります。
＜元気なクラブを目指して＞（例会は、楽しく且
つ緊張あるものに・・・！）
　奉仕と親睦（友愛）は、ロータリーの２本柱で
あり、車の両輪であることは過去幾多の先輩ロー
タリアンが繰り返し述べているところです。そし
て、奉仕と親睦の両輪が競うように力強く回って
いる状態をロータリーでは「元気なクラブ」と言
います。
　「親睦」と「親睦活動」を混同する方も多いよ
うですが、両者は違います。
　親睦とは、申すまでもなく「奉仕の心」を作り
出すための例会における諸活動でありますが、
ロータリアン個人の心と心が結合した過程であっ
て、互いに切磋琢磨しながら自らの人格を磨きあ

う状態を表す概念であります。従って、例会の位
置づけが最も大切になります。
　そのためには、会員卓話にもひと工夫が必要で
しょう。マンネリ化した事務的な卓話ではなく、
時にはユーモア、ウイット、そしてジョークに富
んだ話の中で、奉仕の理念の真髄に迫る研ぎ澄ま
された卓話が求められます。
　そして、私が各クラブに求める例会の在り方は
「例会は楽しく且つ緊張あるものに・・・！」です。
　更に今年度は今一歩進め、「会員に奉仕の心を
増強させる一つの機会として」ゴルフ・野球・テ
ニス・その他ロータリアンの趣味の世界、即ち、
親睦活動を推奨したいと思います。これら趣味の
中で、会員同士の深い絆を築いて欲しいと思いま
す。それは結果的に退会防止に繋がるからです。
そして、私は、次のように申し上げたい。「ロー
タリーに潤いを、そして活力を・・・！」と。
　＜ロータリーを知らずに退会していく３年未満
の新会員の問題＞
　２年か３年かはともかく、各地区で新会員が
ロータリーの何たるかを知ることなく辞めてゆく
問題がクローズアップされております。そして、
当地区においても然りです。
　それを防止する手段の一つとして、会員研修が
必要であると思います。
　本年度は、早急にガバナー補佐の協力のもと、地
区研修リーダー主催による情報研究会を実施します
が、目的は各クラブのベテランロータリアンの再教
育と彼らによる新入会員へのオリエンテーションの
実施を目指します。必ず実施して下さい。
　前述の親睦活動による会員同士の絆に加え、退
会防止へと繋げたいと思います。
　＜職業奉仕と他の奉仕活動の関係＞
　私の極めて個人的な考えですが、職業奉仕委員会
は、奉仕活動というより職業を通じた自己研鑽委員
会とでもいうべきものではないかと思います。
　純粋にロータリアン個人にとっての職業奉仕を
かんがえた場合、これは極めて道徳的哲学的なも
のであり、自己研鑽に励むことが中心であって、
特定のプロジェクトのように外部からハッキリと
見えるものではありません。
　しかし、この職業奉仕は、「ロータリアンの基
本」あるいは「ロータリーの心」と言われている
ものですから、絶対に失念することはできないの

卓話 ガバナー　　関口 徳雄 様



であります。
　要するに、職業奉仕については、ロータリアン一
人一人が大事にし、これを奉仕活動の要ないし基礎
として捉え、常に振り返る必要があるのです。
　つまり、職業奉仕は、これを除く四大奉仕の精
神的支柱（バックボーン）であって、キリスト教
の聖書、仏教の経典の如きものではないかと思い
ます。（多分、異論があるかと思いますが…。）
　＜ロータリアン全てが職業奉仕を理解しなけれ
ばならない理由＞
職業奉仕について意味内容定義はともかくとし
て、「なぜ我々は職業奉仕を理解しなければなら
ないのか？」ですが、ロータリーが他の奉仕団体
と異なるのは、この職業奉仕という独特の奉仕活
動を持っていることです。
　この点については、全てのロータリアンが認め
ることだと思います。
　そうしますと、当然のことながら、ロータリア
ン一人一人が「職業奉仕とは何なのか」「職業奉
仕が如何なるものか」ということについて十分に
理解しておく必要があり、ロータリーの内外から
いつでも誰に対しても（自らの見解とし）職業奉
仕を説明できなければならないのです。
　ひるがえって、新入会員に対しても、ベテラン
ロータリアンがしっかりとオリエンテーションを
実施して、この点を認識させ、職業奉仕を理解さ
せなければならないのです。
　ついでながら、職業奉仕を更に深く理解するた
めには、その「対となる」ところの社会奉仕を正
しく理解しないと、結局のところ、職業奉仕と社
会奉仕の区別がつかなくなってしまうのです。
　そこで、職業奉仕と社会奉仕を厳密に分ける必
要が生じてくるのです。そして、当然のことなが
ら「 I serve 」か「 We serve 」かの区別にも関連
します。
　＜私が考える職業奉仕とは＞
　極めて抽象的な表現ですが、「自分の仕事の中
で、奉仕の理念を追求すること」に尽きると思い
ます。あくまで個人がなすことです。具体的に申
しますと、
①ロータリアンとしては、先ず第一に自分の仕事
を真面目にコツコツと一生懸命行うことです。そ
のためには、自分の仕事に誇りと責任を持ち、
又、常に職業倫理的道徳的水準の向上を図らなけ
ればなりません。
②第二に、他の人の仕事の価値観も同時に認める
ことです。

③第三に、自分の仕事の腕を社会に役立てること
です。
　そして、その際の手法は、奉仕の理想（理念）
を目標に、２つの標語　超我の奉仕 － 弱者を助け
る人道的な奉仕活動He profits most who serves 
best － 事業の継続的な繁栄を願う職業奉仕理念を
胸に秘め、４つのテストを秤（計り）として、８
つの行動規範に基づいて行うことであります。
　では、クラブを何をすべきかと言うと、クラブ
は、この模範となるような実例を示したり、クラ
ブ会員が自己の職業上の腕を発揮できるようなプ
ロジェクトを開発することによって自己の目標を
実践できるように推奨することであります。



【【奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会】
社会奉仕副委員長　榊社会奉仕副委員長　榊 隆夫隆夫

　

　

◎幸せを数えたら片手でたりるけど不幸せは両手
　あってもたりない

1．当会の長所
  ◦会員数 若い人が増えた
  ◦例会の食事がおいしい
  ◦例会の雰囲気が良い

2．当会の短所
  ◦会員のフォローがない（森市さんのように入会
　  させたら入れっぱなし）
  ◦会員同士の交流の場が少ない
  ◦レクレーション交流の機会をつくる
  ◦例会にただ来ている人？ロータリー入会の目的は？
　  もう一度よく考える
  ◦各委員会の役員指示把握しているか確認が必要
  ◦温度差（ロータリーに対する）
  ◦マンネリ化

【会員増強委員会会員増強委員会】
増強・分類委員長　升谷　増強・分類委員長　升谷　庸 

　

　

◎会員増強委員会グループ討論まとめ
1．当会の長所
  ◦会員相互扶助がゆき届いている
  ◦新入会員への思いやり、優しさに満ちている
  ◦和気あいあい、クラブの雰囲気が良い

2．当会の短所
  ◦ロータリーについての勉強、研修が不充分である
  ◦わがままな人の集まり、時として会の運営を阻害

  ◦出席率の低い会員へのフォローが不足している
  ◦会員皆に公平かを考えて欲しい

3．課題
  ◦長期欠席者へ出席を促す方策を取る
  ◦イベントの工夫
  ◦卓話者、ゲストスピーカー（外部者）の招待
  ◦例会の時間配分を改善する

【公共イメージ委員長公共イメージ委員長】
クラブ会報委員長　松本クラブ会報委員長　松本 ユミユミ

　

1．当会の長所
  ◦年齢幅が広いので、いろいろな意見交流ができる。
  ◦数年前は、新入会員が少なかったので、「新人」とか
　  「若いの」とか言われたが、この 2～ 3年は新入会
　  員が多いのでそのような言われ方は無くなった。
  ◦ごはんが美味しい

2．当会の短所
  ◦広報が弱いのではないか。一般市民、企業、メディア
　  に対する広報がもっとあってもよい。
  ◦前年踏襲の計画でマンネリ化している小委員会
　  があるのではないか。
　  　⇒何をやる委員会なのか、委員会の目的を明
　  　   確にしたほうがよい。

3．その他の意見
  ◦職業分類で埋まっていない職業の方を絞って会員
　  増強を図っていったら良いのではないか。
　  　⇒・たとえば、理容、美容関係の職業とか、技術、
　  　   工業系が少ないので積極的に対象に働きか
　  　   けたらどうか。
　  　   ・東葛地域の有料法人にリクルートを行っ
　  　   たらどうか
  ◦毎年、今年度の重点目標掲げて、行動し、目標の達成
　  感を感じられるようなイベントを企画してほしい。
　  来年は 40 周年を迎えるが、記念イベントを共有認
　  識として、実行できれば良い。

ガバナー公式訪問　第 3 回クラブ協議会



【財団寄付、米山奨学会グループ】【財団寄付、米山奨学会グループ】
米山奨学会委員長　湯浅米山奨学会委員長　湯浅 千晶千晶

　

1．当会の長所
  ◦親睦委員が受付で来た方の名前を呼んでいるの
　  は、とてもいいと思う。
  ◦長く行かず、たまに行くと忘れられてしまい、名
　  前を呼んでもらえると嬉しい。
  ◦食事がおいしい。
  ◦会報で、自社ＰＲがいいと思う。
  ◦他のクラブの方に「柏西ロータリーは、とてもい
　  いクラブだと言われる。」
　  たまに、他クラブにメーキャップに行くと良い
　  と思う。

2．当会の短所
  ◦ロータリーが、単なる奉仕団体と取られないよ
　  うに、説明を良くしたらいい。
　  寄付や活動の目的を会員に良く説明する。
  ◦クラブ協議会がうまく活用されていない。時間が
　  来たからと言って、途中で終了させるのは良くない。
  ◦予算の執行がうまく行われていない。
　  活動計画の時に、その予算の必要性を訴えて会
　  員に周知徹底すべき。
  ◦出欠席を正確に取って欲しい。
　  料理の数を確定出来ない。
　  欠席の方は、クレストホテルに連絡して欲しい。
  ◦昔は出席する事が厳しかった。今は甘くなった。
　  先輩が新人を誘って、連れて来るといい。
  ◦年配の方が、だんだん出なくなって来る。
　  年配者が『出よう！』と思うような、企画、内容、旅
　  行等、ゆったりとしたメニューがいい。
  ◦大先輩の出席率が悪くなるには、理由があるのでは？
　  年配にも優しく、出席出来る様にして欲しい。

【クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会    兼  CLP  CLP 委員会委員会】
中村（博）、日暮、増谷、鈴木（子）、金本、小林（太）中村（博）、日暮、増谷、鈴木（子）、金本、小林（太）

◎クラブの素顔 過去、現在、そして未来に向かって
　柏西クラブの長所と短所

1．柏西ＲＣの問題点
  ◦すでに退会者が 100 名を超えているので再度ア
　  プローチしてみては。
●退会者をイベントに招待の件
金本　南ＲＣでは退会者も呼んで懇親会を行って
　　　いた。西も見習うべきでは　
日暮　私も米山の全員に声をかけることにしている
鈴木　年に１～２度は機会をもてば
増谷　退会者へ具体的にアプローチ

●長所と短所
中村　長所　仲良くジェネレーションギャップ　
　　　　　　が感じられないところ
　　　短所　職業奉仕は旅行をするのではなく　
　　　　　　近場での見学もありでは　　
　　　　　　マンネリ化している。新しいプログラムを
　　　　　　例）マラリアのある国へ蚊帳を送る。
　　　　　 　　蚊帳は安いから　　
日暮　会長を来年に控え、何か目新しいプログラム　
　　　はないかなと考えている
中村　ポリオは大分減ってきたから今後西クラブ　
　　　はマラリアにも配慮（奉仕）してみては
中村　今後の目標として会員数６０名を超え６５名　
　　　を超すことを目標にしよう
　　　何をして拡大をしているか　国内は30万円　
　　　他国は 4分の１程度が主流
　　　入りやすい会にする努力をする
　　　例会のやり方　昼に前後した開催が 50％　
　　　日本では 90％が昼に実施している
金本　会費がすぐには増強につながらない（安い　
　　　からといっても入らない）
日暮　先日の日曜にフローラ西船で増強会議が　
　　　あったが話の中で会員個々に自己研鑽をし
　　　て会の価値を上げる努力が必要ではないか。
中村　そのためには会員への教育をきちんと進め
　　　る必要がある
日暮　ロータリーのリーダーシップを育てたいが
　　　その育て方は？
中村　ロータリーをゲームとして楽しむ。どんな人
　　　にも合わせ好き嫌いのない人に
　　　倫理とか道徳とか現況はやや面倒くさい。
　　　精神論にはこだわりすぎないこと。
金本　日本のＲＣは独自の路線になっていていまや
　　　ガラ系になってしまっている。



次回の例会は9月13日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　87.93%

58名
7名

太田、後藤、小林（直）、杉山、染谷、
高田、冨士川　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
関口ガバナー　ニコニコ頂きました

ビジター

中山 浩一（ガバナー補佐幹事 柏RC）

ゲスト

関口 徳雄（ガバナー）
風澤 俊夫（ガバナー補佐）

勝田会長　ベネファクターの認証を受ける

【クラブ協議会　関口徳雄ガバナー総評】【クラブ協議会　関口徳雄ガバナー総評】
5 委員会の発表に対してそれぞれに対するコメントと、こちらのクラブ
は優秀なクラブで、総じて、和気あいあいで、また言いたい事がきちん
と言える、とてもよいクラブだと思いました。との評でした。
会員構成が高齢化しているロータリクラブ、面白い川柳を最後に読み上
げ、会員の苦笑を誘っていました。
  ◦“誕生日のケーキの”ろうそくを消して立ちくらみ
  ◦飲み代が薬代に
  ◦お辞儀をして共倒れ

日暮肇会員　米山功労者（3 回目）

飯合会員　地区大会決議委員会委員の委嘱状を手に頑張って下さい



自動車修理業 特に板金 塗装 バンパーの小傷から 大損車まで いわゆる車のペイント屋さん 
どんな物でも塗装します? 特に古い車両が得意レストア  ホームページからの特典もあります。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~baba-j/ 

             
■ 主な取引先    
 
千葉三菱コルト自動車販売株式会社 
ダイハツ千葉販売株式会社 
スズキ自販京葉株式会社 
ネッツトヨタ千葉販売株式会社 

会社名：有限会社馬場自動車工業 
住  所：本店 柏市ひばりが丘８番１７号 
      工場所在地 柏市増尾字鷲ノ山1034番地１ 
役員氏名：代表取締役 社長 馬場弘  
        取締役 馬場美津子 
設立年月日：平成３年３月２６日 
資本金：３００万円 （平成１８年２月期現在） 
従業名： 計５名（パートを含む） 

             
■ 事業内容    
 
① 自動車の修理板金塗装の施工 
② 関東陸運局認証工場 
③ 新車、中古車の販売及び付属品の販売 
④ 自動車の輸送業務 
⑤ 損害保険代理業務 
 
前各号に付帯する一切の事業 

             
■ 主な仕入先    
 
東関東三菱自動車部品販売株式会社 
ダイハツ千葉販売株式会社部品部 
トヨタ部品千葉共販株式会社 
ホンダパーツ日商 

             
■ お取引銀行    
 
水戸信用金庫柏支店 
東日本銀行逆井支店 



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　住田 みゆき 会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　お陰様で、先週は柏西クラブのガバ

ナー公式訪問と第２回クラブ協議会が
開催されました。今回は、クラブの活性
化がテーマとして取り上げられました。
関口ガバナーはとても厳格な方だと事前
に伺い、私も緊張しておりましたが、前
会長や幹事、拡大委員長の島田さんの
お蔭で、お褒めの言葉を頂きました。改
めて、会員の皆様に感謝申し上げます。
　会員増強について、何か特別な事を
しているかと質問を受けました。私は
「会の雰囲気が良い事と、先輩と新人
会員との仲が良く例会も楽しいので、そ
れがプラスに影響しているのでしょ
う。」と話しました。又、悩みについて
質問を受け、例会の長期欠席者に如何
にして出席してもらうようにするか苦心
していますと話しました。ガバナーは
「どこのクラブも同じ悩みをもっている
ようです。こまめに声掛けをしたり、訪
ねて参加を促す等頑張ってください。」

と回答を頂きました。関口ガバナーから
は、柏西クラブから、ぜひいろいろな事
を学ばせてもらいに来ましたとの過分
な言葉まで頂きました。
　話は変わりますが、本日17時40分よ
り研修委員会主催の研修会が柏商工
会議所で行われます。ぜひ、ロータリー
クラブを理解し、楽しいクラブライフを
送る為にも、積極的にご参加くださいま
す様、宜しくお願い致します。

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？

第1823回通常例会（2013.9.13）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1823回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1793号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 第 14 回　ロータリアン芸術祭作品出展（地区大会）の依頼
期日；11月9日（土）・10日（日）
会場；地区大会会場

2. 柏ローターアクト例会のお知らせ
日時；9月18日（水）19：30 ～
場所；アイネットエージェンシー株式会社（柏市旭町4-1-4）

3.受信《活動計画書》松戸西ＲＣ



　皆様、こんにちは！本日、卓話をさせて頂く、
住田みゆきです。よろしくお願い致します。
　税理士の湯浅先生と金本社長のご推薦を頂き、
柏西ロータリークラブに入会させて頂きました。
生まれも育ちも柏ではない「新参者」ですので、
初めて、例会に参加した時は、ドキドキしていま
した。しかし、会場にはきれいな空気感があり、
安心したのを覚えております。
　人見知りで、お話をすることが苦手な性格です
ので、お聞き苦しい点も多々あるかとは、思いま
すが、ほんの少しの間、頑張って話をしてみたい
と思います。
　住田ミユキ行政書士事務所を柏で開業して、１
０年目に入りました。正直に申しまして、「行政
書士」になりたくて、行政書士試験を受験した訳
ではありませんでした。サラリーマン時代に、会
社では、各種研修を受けさせて頂くのに、自分か
らは、何一つ勉強していないことに気が付き、自
分の時間とお金を使って「何か」を勉強しよう！
と決意したのです。勉強するに当たり、「資格合
格」という目標があるもので、途中で、挫折しな
いように余り難しくないもので、全く知識のない
もの・・・と考えた時に、試験が簡単そうなこと
と、法律を全く知らないので、「行政書士試験」
にターゲットを決めました。
　お恥ずかしい話ですが、民法が、カタカナで書か
れていることすら知らない、本当の法律「ど」素人
でした。それまでは、朝、5時に起きて、家事をし
て、会社に出かけるという生活でしたが、朝、4時
に起きて、毎朝、1時間の勉強を必ずしました。
　私は、人より、運が良い感じがします。私の受
験した年は、行政書士試験の中でも、試験がとっ
ても簡単な年に当たりましたので、専門学校に通
うこともなく、通信教育の教材を買うこともな
く、4カ月の勉強で、無事、行政書士試験に合格し
ました。しかし、合格即独立開業などは、全く考
えていませんでした。

　私には、生まれつき、病弱の一人娘がおりまし
て、中学2年生からは、手術入退院の繰り返しでし
た。その娘が、高校を受験するに当たり、家にい
ると甘やかされるので、病気に負けたくない！と
いう思いから、麗澤高校を受験し、寮生活を始め
たのです。

　心意気は立派でしたが、人生はそんなに甘くな
く、寮生活を始めると、すぐに、また、病院に戻る
ことになりました。自宅は茨城県つくば市にありま
したので、病弱の娘には、通学は無理でした。
　そこで、つくばから、麗澤に近い、流山市向小
金の家に転居しました。ローンは、2倍になりまし
たが、お金では、人間の時間は買えないと思い、
即決しました。
　この決断は、普通の人に言うと、かなり大きなも
のみたいですが、私にとっては、人間の人生より優
先するものは、ありませんでした。お金は頑張れば
稼げますが、人の時間は取り返しがありません。
　そして、幸いなことに、娘は、大学院を卒業
し、臨床心理士の資格に合格し、去年の4月から群
馬県の小学校で、スクールカウンセラーとして、
日々、子供、保護者、先生の心理的なサポートを
しています。カウンセラーを目指したのは、自分
の病気体験からでした。病気はお医者様が治して
くれるけれど、病気になったショック、心は、誰
も解ってはくれなかったのです。小学校で修業を
積み、将来的には、病院に所属し、医者や看護師
などと一緒にチーム医療にかかわる臨床心理士に
なりたいそうです。

　娘の話が、長くなりましたが、千葉県へ転居し
たのをキッカケに前職を退職し、開業しました。
(有)オフィス笑むという会社を経営しております
が、私が、本当にやりたかった仕事は、(有)オフィ
ス笑むの仕事なのです。オフィス笑むの経営理念
は、「成長空間の創造」で、仕事を通して、成長
を実感してもらうことを目的としています。現在
は、零細企業の事務的サポート、経営会議のなど
の運営をしています。
　しかし、開業当初、親戚、知人、友人、一人もい
ない柏の地で、「(有)オフィス笑むの住田です。」
と言っても、誰も信用してくれませんでした。そこ
で、持っている「行政書士」という資格を活用する
ことを考え、行政書士登録をしました。
　同じ「住田みゆき」なのに、「行政書士住田み
ゆき」だと、初めて会った方も、安心して下さい
ました。また、運が良い私は、最初のお客様であ
る、関場町の㈱浅野板金様の浅野富美代様（柏
ロータリークラブ会員）から、無料で、事務所を
貸して頂くことが出来ました。

卓話 住田 みゆき 会員



　私は新参者ですが、浅野板金さんは、80年以上
の社歴のある会社です。「あそこの行政書士さん
なんだ」ということで、仕事を頂けることも多々
ありました。
　現在は、柏市柏の柏ビル6階の合同事務所で仕事
をしております。主な業務は、建設業運送業、宅
建業等の許可申請で、法人をお客様に事業を展開
しています。また、経営者の遺言書にも今後力を
入れていきたいと思います。
　実際に若い社長さんが、万が一のことを考え
て、2年に１回見直す遺言書を作っています。遺言
書というと、ネガティブなイメージを抱きがちで
すが、経営者として、会社の行く末を考える大切
な社長のお仕事だと思いますので、必要な時は、
是非、住田ミユキ行政書士事務所にお電話下さい。
住田ミユキ行政書士事務所では、スタッフ1名、
(有)オフィス笑むでもスタッフ1名を雇用してお
り、小さいながら頑張っております。
　私の仕事内容は、「住田みゆき」で検索して頂

くと、ＨＰ（http://www.office-m.org/）に詳しく
書いてありますので、機会がございましたら、ご覧
頂ければ幸いです。料金は、ＨＰ上よりも、勉強さ
せて頂きますので、よろしくお願い致します。

　最後になりましたが、私のような者を温かく、
向かい入れて下さった先輩方に心よりお礼申し上
げます。ロータリークラブでは、先輩方に学び、
見識を深め、ボランティア活動にも積極的に参加
し、笑いをとる達人の勝田会長のような「ロータ
リアン」を目指したいと思います。
　皆様、今後ともよろしくお願い致します。

第一回研修会 9月13日（金）18:00～19:50　　場所：柏商工会議所 3F 302 室

柏西口ロータリークラブ入会3年未満の会員を対象に第一回研修会が実施されました。

増谷研修委員長  ロータリーの基本を学ぶ意義を強調されました 研修風景

中村博亘先生 ロータリーの基本をご教授頂きました。
とても解り易い研修でした。有難うございました。

名司会者　金本元章研修副委員長



次回の例会は9月27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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　74.14%

58名
15名

ゲイビ、小阪、後藤、小林（正）、斉藤、
染谷、東海林、助川、増谷、染谷、高田、
田代、中村、冨士川、牧野　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
杉山会員

パートナー誕生日
鈴木（子）会員、中村（博）会員、金子会員

結婚記念日
杉山会員、鈴木（康）会員

(^^♪
杉山会員　長期欠席すみません
森市会員　奉仕プロジェクト委員会 第3回会議
　　　　　ご協力ありがとうございます

人間尊重委員会  岡島委員長  10月13日献血キャンペーンの説明
皆様奮ってご参加下さい。

杉山智会員誕生日  いい顔してますネ。

■ 10 月 4日（金）【通常例会】- お祝い事理事会 -
 卓話＝湯浅千晶　米山記念奨学会委員長
　
■ 10 月 10 日（木）～11 日（金）【移動例会】
　- 職場見学 -
　
■ 10 月 16 日（水）【移動例会】
　- 第 10 分区情報研究会及び合同例会 -

■ 10 月 18 日（金）【休会】
 10/16 に振替

■ 10 月 25 日（金）【移動例会】
　- 第 1回インターゴルフ及び夜間例会 -
 ◇ゴルフ 場所:習志野カントリークラブ（キングコース）
　　　　　　 時間: 8：30 集合
　　　　　　 参加費: 3,000 円
　　　　　　 プレー費: 15,500 円各自精算
　　　　　　　　　　　（カート・キャディー付、昼食付）
 ◇例会 点鐘: 18：00
　　　　　 会場: 麗宮飯店

《その他の行事》
◆ 10/13（日）献血キャンペーン（10：00～11：45）
 場所：ららぽーと柏の葉 2Fクリスタルコート
◆ 10/27（日）手賀沼エコマラソン

１０月の行事予定



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①10月16日(水)『第10分区情報研究会及び合同例会』の件 承認

発表者:増谷信一会員

×

◯ ②10月27日(日)『第19回手賀沼エコマラソン』の件 承認

予算案:変更あり
                                                                                  

◯

×

③報告事項　　□ 姉妹クラブ台中港東南扶輪社　王文卿会員逝去（8/24）

◯
□ 2013‐14年度7月1日～8月31日決算報告 承認

◯

◯ ④その他　 □ メイクアップのハガキを送付する

×

◯

◯

◯ ●次回理事会　2013年10月4日（金）〔例会終了後〕金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹

日 暮　　肇

弔電と供花を贈る

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第4回　理事会資料　

2013年　9月13日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝　田　健　一

金　子　　　正



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　住田 みゆき 会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さんこんにちは。
先日は中秋の名月で、満月がとてもきれ
いに見えました。ご覧になった方もい
らっしゃったと思います。たまには日常
の忙しさを忘れて夜空を見るのも良い
ものだなと思った次第です。

　話は変わりますが、13日の夜6時より
柏商工会議所にて、当クラブの第1回研
修会が開催されました。今回は増谷真
一研修委員長と金本副委員長のお二方
より、ロータリーの基本をしっか学びた
いとの依頼がありましたので、中村パス
トガバナーに講師をお願いして、時間を
かけて勉強をしました。
　特に心に残りました点は、ロータリー
の創立に関する動機です。当時シカゴ
は不景気の真最中で、街が荒れて犯罪
が多発していたそうです。そんな状況の
中、若者3人が集まって、何とか安心し
て商取引が出来、心から信頼できる友
人を作りたいという思いから相合扶助
の精神でクラブを作り上げたというくだ
りです。
　今、ロータリーの標語にもなっている
「最もよく奉仕する者、最も良く報われ
る」と、第2標語「超我の奉仕」に、良く
その精神が表されていると思います。
　参加者の皆さんは最初から最後まで
一人も中座することもなく、熱心に中村
講師の話に聞き入っていらっしゃいまし

た。その後懇親会も開催されました。約
2時間程でしたが活発な質問等も飛び
交い、学びを深めることができました。
併せてロータリーの友情と親睦を深め
られたことと思います。私も改めて、柏
西ロータリークラブの一員でよかったと
思いました。
　中村講師は資料を全く見ずに、ロー
タリーの原点やたくさんの貴重な逸話
を面白おかしく、又分かりやすく話をし
て頂きました。本当にありがとうござい
ました。改めて感謝申し上げます。次回
の研修会も開催がきまっております。
日程は11月22日(金)午後6時より、柏商
工会議所で開催されます。この研修会
をロータリーを学ぶ場として、ロータ
リーライフをより深く楽しむ場として、一
人でも多くの会員の皆様に参加して頂
きたいと思います。
　最後に受付、会場運営等、委員の皆
様お疲れ様でございました。第1回研
修会はとても素晴らしいものとなりまし
た。ありがとうございました。　
『感謝』

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？

第1824回通常例会、第1825回夜間例会（2013.9.20、9.27）
■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/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1824回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1794号、第1795号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

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 ( 水 )

11：45 登録開始
12：00 ～昼食
12：30 合同例会点鐘
13：00 ～15：00ロータリー情報研究会

場所；三井ガーデンホテル柏
テーマ；『会員増強とオリエンテーション』
ホストクラブ；柏ロータリークラブ

2.シドニー国際大会 (2014 年 6/1～ 6/4) の参加募集
問合せ先；Ｅメール=kokusaihousi13-14＠rid2790.jp

3. 例会の変更お知らせ
松戸中央 RC；9/26( 木 ) は夜間移動例会

4.受信《活動計画書》松戸東ＲＣ
《ポコアポコ通信》地域活動支援センター



9月　青少年のための月間（Youth Month）
　2013年度から、従来の「新世代のための月間」
の名称が変わり、「青少年活動月間」となりまし
た。年齢30歳までの若い人、すべてを含む新世代
の育成を支援するロータリー活動に、焦点を当て
る月間です。 
　クラブと地区は、指導力養成活動、社会奉仕プ
ロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参
加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロ
グラムを通じて、青少年ならびに若者によって、
好ましい変化がもたらせることを認識するもので
ある。
　青少年の基本的ニーズ、すなわち健康、人間の
価値、教育、自己開発を支援するプロジェクトに
着手するように要請されています。
　ここで、本クラブがおこなっている具体的な活
動のいくつかを紹介させていただきます。
ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）とは、18～30
歳（厳密には、30歳になった後の6月30日まで）の
若年成人を対象に、奉仕を志向する市民と指導者を
育成するため、ロータリークラブ（ＲＣ）が提唱す
る世界的な団体です。地域社会を基盤とするＲＡＣ
と、大学を基盤とするＲＡＣの2種類のＲＡＣがあ
り、1クラブは、少なくとも15人の創立会員でス
タートすることが望まれています。「ローターアク
ト（ＲＡ）」の名称は、「ロータリー」（Rotary）
と「行動」（Action）からきています。

ローターアクトクラブの誕生
　1960年代に入って、世界中の青少年が、共に活
動できるような組織をつくろう、という機運が高
まりました。1962年、国際ロータリー（ＲＩ）理
事会により、まずインターアクトプログラムが宣
言され、インターアクトクラブ（Interact Club、
ＩＡＣ）が次々と世界各地に創立していきます。
しかし、インターアクターは14～18歳の高校生の
年代が対象で、卒業と同時に会員資格が失効。こ
れを継続するものとして、1968年1月に、当時の
ルーサー Ｈ.ホッジスＲＩ会長により、「ローター
アクト構想」が打ち出されたのでした。
　1968年、ＲＩ理事会は、初めてＲＡＣの発足を
認証。世界最初のＲＡＣは、アメリカ・ノースカ
ロライナ州ノースシャーロットＲＣの提唱によ
り、1968年3月13日に結成された、ノースシャー

ロットＲＡＣです。
　日本最初のＲＡＣは、ノースシャーロットＲＡＣ
と同じ1968年に創立した埼玉県の国際商科大学ＲＡ
Ｃ（現川越ＲＡＣ）です（現東京国際大学）。
　柏西ロータリークラブも柏ローターアクトクラ
ブを応援しています。皆様のお知り合いで、青少
年がいらっしゃいましたらご案内ください。ま
た、会員の皆様も一度はアクトの例会にご参加く
ださい。

ローターアクトの目標
1．専門技術および指導能力を養成すること。
2．個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の
権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職業
の道徳的水準および品位を保持し推進すること。

3．若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズ
と懸念事項を提起する機会を提供すること。

4．提唱ロータリー・クラブと協力して活動にあた
る機会を提供すること。

5．ロータリーにおける将来の会員となるよう若い
人々の意欲を高めること（ロータリー章典
41.020.）。

　つまり、こうした目標をもって、ローターアク
ターは3つの開発――専門知識、指導能力、奉仕プロ
ジェクト、に努めるプログラムを編成するのです。

青少年交換 1974年に、青少年交換（Youth 
Exchange）が始まりました。国際理解と親善を促
進することを目的として、15 ～ 19 歳までの高校生
を対象に、1 学年度間、または休暇期間中、海外へ
交換留学・交換旅行をする制度です。
 日本でも多くの高校生を海外へ派遣し、多くの高
校生を受け入れています。青少年交換の相手国と
しては、アメリカとオーストラリアが圧倒的に多
く、そのほかに、南アフリカ、メキシコ、バ
ミューダ諸島、ブラジル、コロンビア、マレーシ
ア、韓国、タイ、フランス、ベルギー、ハンガ
リー、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、デ
ンマーク、カナダなどがあります。この４月にご
両親がいらっしゃったディエゴ君はアルゼンチン
からきました。

ＲＹＬＡ（Rotary Youth Leadership Awards　
ロータリー青少年指導者養成プログラム）の頭文

卓話 杉山 智 青少年奉仕委員長



出席報告

欠席者

出席率　81.03%

58名
11名

金子、ゲイビ、後藤、小林（正）、助川、
染谷、高田、中嶋、冨士川、牧野、湯浅
　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
田代会員、東海林会員、斎藤会員

パートナー誕生日
浅野会員、斎藤会員

写真ありがとう！
勝田会長、水留会員、中村（佳）会員、住田会員

ゲスト

富野 官（柏RC）

字をとってＲＹＬＡ、ライラといいます。14 ～ 18 
歳、19 ～ 30 歳の若者のためのプログラムで、国際
ロータリーが1971 年に公式に採用。対象年齢が二
分化されているのは、多様なニーズと成長過程に
対応できるようにするためです。
 ＲＹＬＡは、若者の指導者および善良な市民とし
ての資質を伸ばすことを目的としたプログラムで、
セミナーか指導者キャンプのどちらかの方式に基づ
いて、クラブまたは地区レベルで行われます。
　日本で初めてＲＹＬＡが実践されたのは、1976 
年、当時の第366 地区（大阪・和歌山）です。
　当地区でも、毎年素晴らしい企画が毎年行われ
ています。ナイトラリー、ウォークラリー、芝増
上寺での修行体験などを通して将来のリーダー育
成を行っています。当クラブでも毎年数名の参加

者を送り込んでいます。本年度も来年の２月に企
画されています。ぜひとも会員の皆様には青少年
を推薦していただくとともに、RYLAに参加してみ
てください。

冨野官  柏ロータリークラブ会員  柏支社長より本社に栄転
メーキャップ等いろいろお世話になりましたと挨拶に来られました



　 　皆さん、こんばんは。
　本日は通常の例会と異なりまして夜間
例会となります。お忙しい所をお越しいた
だきまして、誠にありがとうございます。
　今回の催しは、親睦委員会を中心に
会員の皆様と話し合い、奥様にも参加し
て頂けるような楽しく肩の凝らない音楽
会を企画致しました。
　当クラブも、多くの新しい会員に入会し
て頂きました。ぜひこの機会を活かし、他
の会員の奥様方とも親しくなって頂きたい
と思います。また、本日は自由席となってお
ります。ご主人の日頃の付き合いを知って
頂く為にも、席を移動するなど積極的に
声を掛け合い、顔馴染みになって頂きた
いと思います。
　本日の演奏は、ピアノ、ヴァイオリン、マリ

ンバの三重奏です。秋は食欲の秋とも芸
術の秋とも言います。短い時間ではありま
すが、今夜はクレストホテルの美味しい
ディナーと素敵な音楽をゆっくりとお楽し
み下さい。

1825回夜間例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

幹事報告 幹事　金 子 正

1.例会の変更お知らせ
松戸RC；10/2(水)は休会
柏RC；10/23(水)～24(木)は中伊豆方面親睦旅行のため、移動例会

ディナーコンサート

出席率　　　　100%

次回の例会は10月4日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



企業経営に専念 

経営の円滑化 

わずかな費用 

適切なアドバイス 

事務手続の改善 

労働保険事務組合 

労働・社会保険の複雑な手続き 

から開放されます。 

 

それぞれの会社に適した提案 

指導が受けられます。 

法改正・助成金や労務管理に関 

する情報がすぐに入手できます。 

行政機関などへの報告・届出・ 

手続が迅速かつ正確に処理され 

ます。 

担当事務員を雇った場合に比べ、 

わずかな料金です。 
特別加入制度により事業主様
も労災に加入できます。 

お気軽にお問い合わせ下さい！すぐにお伺い致します。 

社会保険労務士 松本ユミ事務所です。 

 

＊ 従業員様の件でお困りのことはございませんか？ 

「労働関係法令に違反していないか心配。」 

「労務管理に自信がない。」 

「雇用関係の事務手続に時間を取られてしまっている。」など 

お悩みをお持ちの社長様、ぜひお話をお聞かせ下さい！ 

経験豊富なスタッフ6名（社労士4名）がサポートさせて頂きます。 

 

＊ こんな仕事をしています 

 ・労働保険（労災・雇用）社会保険（健康保険・厚生年金）事務手続代行 

 ・給与・賞与計算事務代行 

 ・就業規則、各種諸規定の作成 

 ・各種助成金申請代行 

 ・賃金制度導入・改善指導 

 ・経営・労務相談、個別紛争の相談 

 ・公的年金相談 

 

＊ 業務委託がもたらす大きなメリット 



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　湯浅 千晶   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　先週は、夜間例会にご参加頂きまし
て誠にありがとうございました。久しぶ

りの家族参加の例会という事で、ご家
族のの皆様にもご参加頂きました。特
に今回は、新入会員の奥様に例会に参
加して頂き、自分の連れ合いがどんな
人達とお付き合いしているかを知って
頂く機会になればと思い、理事の方と
相談をして企画致しました。
　今回は、世界的に有名なマリンバ＆
パーカッションの奏者針生公博氏と、
ヴァイオリンの高松可奈子さん、ピアノ
の浜野由佳さんの三重奏による演奏会
です。私達のよく知っている曲を中心
に、映画音楽など名曲の数々を演奏し
て頂きます。クレストホテルの美味しい
料理を食しながら、優雅な気持で楽し
んで頂きたいと存じます。
　又、来週は職業奉仕、親睦活動委員
会合同の職場見学、旅行が開催されま
す。行先は、宇奈月温泉、桃源と立山、
黒部渓谷です。金本会員より、自分が以
前に観光旅行をした時に、とても素晴ら

しい景観に感動をしたと聞きました。
きっと期待できるものと楽しみにしてい
ます。
　10月26日（水）には、「第10分区情報
研究会及び合同例会」が三井ガーデン
ホテルで開催されます。当クラブから、
発表者として増谷信一研修委員長が参
加し、柏西クラブにおける昨年度の会
員増強達成について、その経緯と内容
及びその成果等をお話しして頂く予定
です。ロータリーを学ぶ機会として有意
義ですので、皆さんぜひ積極的にご参
加ください。宜しくお願い致します。

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？

第1826回通常例会（2013.10.4）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1826回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1796号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1.10月のロータリーレートは 1ドル＝100 円

2. 地区より『国際奉仕委員会アンケート』の依頼

3. 地区 RLI( ロータリー・リーダーシップ・研究会 )
開講の案内
□日程　PartⅠ；2014 年 1月16日 ( 木 ) 9：30 ～17：30

PartⅡ；2014 年 3月 ２日 ( 日 ) 9：30 ～17：30
PartⅢ；2014 年 3月26日 ( 水 ) 9：30 ～17：30

□会場　千葉市文化センター
□内容　RLIのカリキュラムに基ずく、グループディスカッ

ション主体の研修会

□参加者　自己啓発とクラブの活性化への取り組みに関
心のあるロータリアン

□登録料　各回 1名 3,000 円
締切 11/30　参加申込みは事務局まで

4.例会の変更お知らせ
我孫子RC；10/15( 火 ) は 10/16 分区合同例会及び情報

研究会に振替の為、休会
；10/29( 火 ) は移動例会 ( 石巻視察 )

柏東 RC；10/17( 木 ) は 10/16 分区合同例会及び情報研
究会に振替の為、休会



次回の例会は10月11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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

岡島、小阪、後藤、小林（正）、斉藤、杉山、
助川、染谷、高田、冨士川、水留、柳　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
金子幹事、水野会員

パートナー誕生日
宇田川会員、中村（佳）会員、榎本会員

結婚記念日
渋谷会員、丸山会員、松本（隆）会員、増谷会員

ビジター

長谷川 秀夫（柏RC）

(^^♪
川和会員　ディナーコンサート欠席申し訳ございません
長谷川 秀夫様　前々回欠席のため

　先日、委員長セミナーで、勉強してきた事を発
表します。
　２７９０地区の１３年度の寄付合計は４千３百
万円、１２年度の寄付合計は３千８百万円です。
その３千８百万円全てが、２７９０地区の奨学生
の原資に使われています。
　私は、今までほとんど寄付をしませんでした。
本当はどう使われているのかなあ・・・・と、
思っていました。しかし、こうしてお陰様で無事
に元気にやらしてもらっている、明日もゴルフに
行かせてもらえる、ゴルフに１回行けば、２万円
前後、その少し位、人の役に立ってもいいかな
あ、と思うようになりました。
　奨学生の資質についても、厳しい審査、選考の
末、日本に留学して勉学に励んで欲しいですが、
途中で結婚したり、妊娠するケースも有ります
が、その後長い目で見て、日本の為に貢献してく
れればいいと思います。
　セミナーでは、奨学生やＯＢを卓話に呼んだり、

もっと活用して欲しいと言っておりました。また、
寄付金は額は少しずつでもいいから、毎年寄付をし
続けて欲しいそうです。宜しくお願いいたします。
　米山記念奨学会は、公益財団法人の認定を受け
ていますので、個人では、年収１千万円の方で、
１万円の寄付で、国地方税合わせて３８００円程
度の税金の還付を受けられます。相続税では非課
税、法人税経費となり、税額控除も受けられま
す。職業奉仕の精神で、湯浅会計がタダで還付の
申告をします。声をかけて下さい！

卓話 湯浅 千晶 米山記念奨学会委員長

中村博亘  元ガバナー   米山記念奨学金について補足
説明をしていただきました

田代充会員  副委員長   米山記念奨学金について補足
説明をしていただきました



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①11月10日(日)『地区大会』の件
9：30点鐘　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
参加者；22名

× 交通機関；車を出す 承認

②10月27日(日)『第19回手賀沼エコマラソン』の件　　※資料添付

◯ 予算案(先月理事会提出)の見直し等　
直しは委員会にもどす 承認

                                                                                  
◯

③平成26年2月21日(金)～23日(日)台中港東南扶輪社35周年式典参加の件
※資料添付

◯ 予算・会費については今後の理事会に諮る
予算書の提出 承認

④報告事項　　□ 柏市社会福祉協議会特別会費(10,000円)納入の依頼

◯ □ 2013‐14年度7月1日～9月30日決算報告　※資料添付

□ 10月16日(水)『第10分区情報研究会及び合同例会』の件
◯

柏西RC研修会に催し、経緯・内容及びその成果
等、15分程度の事例発表

◯ 承認

⑤その他　 □ 第1回研修会(9/13)決算書及び第2回研修会(11/22)予算案
◯ ※資料添付 承認

□ 次年度パスト会長会議について
◯ 日時；11月15日（金）18：00～

場所；クレストホテル柏

◯ □ 実行委員会の組織が出来次第、40周年に向けての作業を実施

委員会に移行させる。 承認

◯ ●次回理事会　2013年11月1日（金）〔例会終了後〕金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹

発表者；増谷信一研修委員長

日 暮　　肇

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第4回　理事会資料　

2013年　10月4日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝　田　健　一

金　子　　　正



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　湯浅 千晶   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　先週は、夜間例会にご参加頂きまし
て誠にありがとうございました。久しぶ

りの家族参加の例会という事で、ご家
族のの皆様にもご参加頂きました。特
に今回は、新入会員の奥様に例会に参
加して頂き、自分の連れ合いがどんな
人達とお付き合いしているかを知って
頂く機会になればと思い、理事の方と
相談をして企画致しました。
　今回は、世界的に有名なマリンバ＆
パーカッションの奏者針生公博氏と、
ヴァイオリンの高松可奈子さん、ピアノ
の浜野由佳さんの三重奏による演奏会
です。私達のよく知っている曲を中心
に、映画音楽など名曲の数々を演奏し
て頂きます。クレストホテルの美味しい
料理を食しながら、優雅な気持で楽し
んで頂きたいと存じます。
　又、来週は職業奉仕、親睦活動委員
会合同の職場見学、旅行が開催されま
す。行先は、宇奈月温泉、桃源と立山、
黒部渓谷です。金本会員より、自分が以
前に観光旅行をした時に、とても素晴ら

しい景観に感動をしたと聞きました。
きっと期待できるものと楽しみにしてい
ます。
　10月26日（水）には、「第10分区情報
研究会及び合同例会」が三井ガーデン
ホテルで開催されます。当クラブから、
発表者として増谷信一研修委員長が参
加し、柏西クラブにおける昨年度の会
員増強達成について、その経緯と内容
及びその成果等をお話しして頂く予定
です。ロータリーを学ぶ機会として有意
義ですので、皆さんぜひ積極的にご参
加ください。宜しくお願い致します。

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？

第1826回通常例会1827、1828、1829回移動例会（2013.10.4、10.10、10.16、10.25）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1826回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1796・1797・1798・1799号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1.10月のロータリーレートは 1ドル＝100 円

2. 地区より『国際奉仕委員会アンケート』の依頼

3. 地区 RLI( ロータリー・リーダーシップ・研究会 )
開講の案内
□日程　PartⅠ；2014 年 1月16日 ( 木 ) 9：30 ～17：30

PartⅡ；2014 年 3月 ２日 ( 日 ) 9：30 ～17：30
PartⅢ；2014 年 3月26日 ( 水 ) 9：30 ～17：30

□会場　千葉市文化センター
□内容　RLIのカリキュラムに基ずく、グループディスカッ

ション主体の研修会

□参加者　自己啓発とクラブの活性化への取り組みに関
心のあるロータリアン

□登録料　各回 1名 3,000 円
締切 11/30　参加申込みは事務局まで

4.例会の変更お知らせ
我孫子RC；10/15( 火 ) は 10/16 分区合同例会及び情報

研究会に振替の為、休会
；10/29( 火 ) は移動例会 ( 石巻視察 )

柏東 RC；10/17( 木 ) は 10/16 分区合同例会及び情報研
究会に振替の為、休会
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結婚記念日
渋谷会員、丸山会員、松本（隆）会員、増谷会員

ビジター

長谷川 秀夫（柏RC）

(^^♪
川和会員　ディナーコンサート欠席申し訳ございません
長谷川 秀夫様　前々回欠席のため

　先日、委員長セミナーで、勉強してきた事を発
表します。
　２７９０地区の１３年度の寄付合計は４千３百
万円、１２年度の寄付合計は３千８百万円です。
その３千８百万円全てが、２７９０地区の奨学生
の原資に使われています。
　私は、今までほとんど寄付をしませんでした。
本当はどう使われているのかなあ・・・・と、
思っていました。しかし、こうしてお陰様で無事
に元気にやらしてもらっている、明日もゴルフに
行かせてもらえる、ゴルフに１回行けば、２万円
前後、その少し位、人の役に立ってもいいかな
あ、と思うようになりました。
　奨学生の資質についても、厳しい審査、選考の
末、日本に留学して勉学に励んで欲しいですが、
途中で結婚したり、妊娠するケースも有ります
が、その後長い目で見て、日本の為に貢献してく
れればいいと思います。
　セミナーでは、奨学生やＯＢを卓話に呼んだり、

もっと活用して欲しいと言っておりました。また、
寄付金は額は少しずつでもいいから、毎年寄付をし
続けて欲しいそうです。宜しくお願いいたします。
　米山記念奨学会は、公益財団法人の認定を受け
ていますので、個人では、年収１千万円の方で、
１万円の寄付で、国地方税合わせて３８００円程
度の税金の還付を受けられます。相続税では非課
税、法人税経費となり、税額控除も受けられま
す。職業奉仕の精神で、湯浅会計がタダで還付の
申告をします。声をかけて下さい！

卓話 湯浅 千晶 米山記念奨学会委員長

中村博亘  元ガバナー   米山記念奨学金について補足
説明をしていただきました

田代充会員  副委員長   米山記念奨学金について補足
説明をしていただきました



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①11月10日(日)『地区大会』の件
9：30点鐘　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
参加者；22名

× 交通機関；車を出す 承認

②10月27日(日)『第19回手賀沼エコマラソン』の件　　※資料添付

◯ 予算案(先月理事会提出)の見直し等　
売上は委員会にもどす 承認

                                                                                  
◯

③平成26年2月21日(金)～23日(日)台中港東南扶輪社35周年式典参加の件
※資料添付

◯ 予算・会費については今後の理事会に諮る
予算書の提出 承認

④報告事項　　□ 柏市社会福祉協議会特別会費(10,000円)納入の依頼

◯ □ 2013‐14年度7月1日～9月30日決算報告　※資料添付

□ 10月16日(水)『第10分区情報研究会及び合同例会』の件
◯

柏西RC研修会に催し、経緯・内容及びその成果
等、15分程度の事例発表

◯ 承認

⑤その他　 □ 第1回研修会(9/13)決算書及び第2回研修会(11/22)予算案
◯ ※資料添付 承認

□ 次年度パスト会長会議について
◯ 日時；11月15日（金）18：00～

場所；クレストホテル柏

◯ □ 実行委員会の組織が出来次第、40周年に向けての作業を実施

委員会に移行させる。 承認

◯ ●次回理事会　2013年11月1日（金）〔例会終了後〕金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹

発表者；増谷信一研修委員長

日 暮　　肇

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第4回　理事会資料　

2013年　10月4日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝　田　健　一

金　子　　　正



日時10月10日（木）AM4時50分集合～
10月11日20時30分解散
参加人数15人

　10日朝4時50分という早朝より柏駅西口りそな前
に集合し、5時出発をしました。1名日にちを勘違
いしていて欠席し15名での旅行となりました。
　途中上信越道横川SAにて名物の釜めしを積み込
み（昼食の予定が、大半がこの時点で食べてしま
いました）、嶋田委員長による勉強会。
　バスは順調に最初の目的地である長野県側の立
山アルペンルート入口の扇沢駅に到着し、トロ
リーバスで黒部ダムへ向かいました。ダム周辺の
山々は紅葉が始まっており、ダムと紅葉というと
てもきれいな景色でした。
　その後、黒部ケーブルカーで黒部平を経由し立
山ロープウェイで大観峰、立山トロリーバスで室
堂へ行き高原を散策しました。室堂は曇っており
あいにく周りの山々は見れませんでしたが、約1時
間半温泉や、高原散策などを堪能しました。その
後富山県側の入り口の立山駅に向かい、バスにて

宿泊地の宇奈月温泉に向かいました。車内では職
業奉仕の勉強の一環で帝国ホテルの広報より森市
委員長が借りてきたというホテル内部のドキュメ
ンタリー番組を見ながら勉強をしました。
　ホテルでは夜移動例会及び懇親会を行いました。
若女将始めホテルの方々のおもてなしを十分満喫
しました。
　翌日朝は激しい雨の中ホテルを出発し、黒部渓
谷鉄道（トロッコ電車）で欅平向かいました。車
内から見る渓谷の大自然に癒されながら欅平へ。
到着する頃には雨も上がり、気持ちいい天気の中
で高原を散策しました。
　その後宇奈月温泉へ戻りバスにて帰路へつきま
した。昼食は森市委員長が選定した道の駅「マリ
ンドーム能生」にて大きなカニ汁付きの豪華刺身
定食をいただきました。
　帰り道は車内ではビデオを見たり、釣り談議で
盛り上がったりで楽しい時間を過ごしました。
3連休前の金曜日という事で多少渋滞に巻き込まれ
ましたが、ほぼ予定通りに柏に到着しました。

所業奉仕・親睦活動合同職場見学会 2013 年 10 月 10 日～



献血キャンペーン 2013 年 10 月 13 日

10月13日人間尊重委員会の活動として柏の葉ららぽーと2階クリスタルコート他にて献血キャンペーンを実施し、
多くの献血者を勧誘致しました。

岡島人間尊重委員長と日暮エレクト 人間尊重委員会献血活動柏の葉ららぽーとにて

2013-2014 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

柏常井典夫会長挨拶

テーマ『会員増強とオリエンテーション 退会のないクラブ運営』

日時：平成 25 年10月16日（水）　場所：三井ガーデンホテル柏

《合同例会》

11:45

12:00～12:30

12:30

登録開始

昼食

点鐘

国家斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

参加クラブ紹介

ホストクラブ会長挨拶

幹事報告

諸事連絡

点鐘

ガバナー補佐　風澤　俊夫

ガバナー補佐　風澤　俊夫

柏RC会長　　常井　典夫

代表 柏 RC幹事　中沢 由岐子

ガバナー補佐　風澤　俊夫

司会：柏 RC　SAA　勝田　秀一

《ロータリー情報研究会》

12:50

13:00

13:45～14:00

14:00～14:30

14:30～14:45

14:45～14:55

14:55～15:00

開会

ガバナー補佐挨拶

各クラブ発表 ＜各クラブ15分＞

我孫子ロータリークラブ

柏西ロータリークラブ

柏東ロータリークラブ

休憩

柏南ロータリークラブ

柏ロータリークラブ

グループディスカッション

グループ発表

総評　閉会の挨拶

ガバナー補佐　風澤　俊夫

　　　　野田　　進　会員

　　　　増谷　信一　会員

　　　　清宮　佳一　会員

　　　　関口　和行　会員

　　　　山内　尚美　会員

ガバナー補佐　風澤　俊夫

司会：ガバナー補佐幹事　中山　浩一

会場の様子

風澤俊夫ガバナー補佐挨拶



第 1 回インターゴルフ及び夜間例会 2013 年 10 月 25 日

次回の例会は11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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

出席率　　100%

１1 月の行事予定



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　水野 晋治 副幹事

1. 卓　　話　太田 豊　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　本日は、久しぶりにクレストホテルで

の例会になります。
　25日の移動例会では、第１回インター
ゴルフが習志野カントリークラブで開
催されました。台風が心配で前日まで
気をもみましたが、皆様の日頃の行いが
良いおかげで、何とか決行に至ること
ができました。
　優勝は馬場会員、ベスグロは助川会
員です。おめでとうございます。優勝ス
ピーチでは、馬場会員が優勝について
「実力を十分に発揮した結果と、同伴
パートナーに恵まれたおかげです。」と
の事を申しておりました。
　また、27日には手賀沼エコマラソン
が開催されました。柏西クラブから奉
仕プロジェクト委員会と親睦委員会、公
共イメージＩＴ雑誌広報委員会の皆様
が参加されました。当日会場には１万人
以上の大勢のランナーや、応援春マラ
ソン運営スタッフの方で大変なにぎわい

となりました。当クラブでは、模擬店の
出店やバナナの無料配布、ポップコー
ン・焼きそば・モツ煮込み・飲物等の販
売を致しました。皆様汗を流しながら
頑張っておりました。親子連れの方など
に好評で、終了前に完売となりました。
柏西クラブのＰＲに役立った事と思いま
す。参加して頂いた皆様に、改めて御礼
申し上げます。お忙しい中を一日ご協力
頂きまして、誠に有難うございます。感
謝！

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？

第1830回通常例会（2013.11.1）
■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/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1830回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 副幹事　水 野 晋 治

会報　第1800号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 第 10 分区会長・幹事会開催の案内
日時；11月13日 ( 水 )　19：00 ～
場所；三井ガーデンホテル柏

2. 地区職業奉仕委員会『講演会+フォーラム』開催の案内
日時；2014 年 1月27日 ( 月 )　14：00 ～17：00
場所；スカイウインドウズ東天紅
テーマ；『職業奉仕の精神を学び合いロータリアンの心を輝かせよう』

3. 柏ローターアクトクラブ理事会の案内
日時；11月6日 ( 水 )　19：30 ～
場所；コンパル西口



卓話 太田 豊 会員卓話





委員会報告 中村 佳弘 社会奉仕委員長

10/27（日）「第１９回手賀沼マラソン」に参加
前日に煮込み・焼きそば等の材料カット等の準備をして
当日、販売（飲み物、煮込み、焼きそば等）約１１万円の売上げがあった。
バナナは無料で配布。

参加者：勝田、秋本、榊、嶋田、中村（佳）、柳、森市、馬場、水野、日暮、水留　（１１名）

次回の例会は11月10日（日） 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／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
太田会員（11月分）、木村会員（11月分）

パートナー誕生日
小阪会員（10月分）、飯合会員（10月分）、
鈴木（康）会員（11月分）、秋本会員（11月分）

結婚記念日
飯合会員（11月分）、田代（充）会員（11月分）、
湯浅会員（11月分）、中村（靖）会員（11月分）、
小溝会員（11月分）、金本会員（11月分）

ビジター

根元 孝英（柏RC）

(^^♪
小溝会員　旅行の日を間違えてごめんなさい
馬場会員　ゴルフ優勝　　　根元孝英様

出席報告

欠席者

出席率　72.41%

58名
16名

浅野、岡島、金子、ゲイビ、後藤、小林（正）、
渋谷、東海林、杉山、助川、染谷、高田、中嶋、
冨士川、牧野、水留　　　　　　　　各会員

会員数



開催　日時 会　長

開催　場所 副幹事

理　　　事 出欠

◯ ①1月10日(金)『家族新年例会』の件
☑ 18：30～例会
☑ 19：00～家族新年会

◯ ☑ 招待者；名誉会員(秋山浩保柏市長・板倉茂元会員）、財団奨学生
☑ ご案内；元米山奨学生・柏RAC　(会費3,000円）
☑ お土産；名誉会員・パートナー

◯ ☑ アトラクション；根市タカオ･ジェントルフォー ジャズコンサート
出演料＝20万円　　　　（資料添付）

                                                                                  承認（日時及び内容については承認）

◯ （出演者については後日出演交渉）

× ②報告事項　　☑ 2013‐14年度7月1日～10月31日決算報告　（資料添付）

承認

☑ 10/10(木)‐11(金)職場見学旅行決算報告 （資料添付）

承認

☑ 10/27(日)手賀沼エコマラソン決算報告　(資料添付)

承認（売上金109,766円中1万円を公共イメージ、残りを奉仕プロジェクトへ返金）

×

③その他　 ☑ 11/10(日)地区大会の件
◯ 交通機関；レンタカー(29名乗り)に変更

　　　　　　馬場弘会員に運転をお願いしてあります
集合時間；(点鐘；9：30）

◯ 集合場所；
承認

☑ 台中港東南扶輪社『35周年記念式典参加訪問』発送の件
◯ （資料添付） 承認

☑ 島田宜尚会員の母上（うら）様死去（10/24）
支給規定により香料・供花を贈る 承認

◯

◯

× ●次回理事会　2013年12月6日（金）〔例会終了後〕金 子　   正

鈴 木　桂 三

水 野　晋 治

◯

馬 場　　弘

増 谷　信 一

森 市  直 樹

日 暮　　肇

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第6回　理事会資料　

2013年　11月1日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝　田　健　一

水　野　晋　治



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　根来 冨士雄  会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　昨日11月７日が、柏西ロータリークラ

ブの創立記念日です。今年で３９年にな
ります。歴代会員の皆様がそれだけの
長い期間に渡って、歴史を積み重ねてき
たことを思うと、本当に身が引き締まる
思いが致します。本日の創立に至る経
過や、その当時の逸話、思い出話などを
チャーターメンバーでいらっしゃる根来
冨士雄さんに本日卓話をして頂きます。
又、９日（土）１０日（日）と両日にわたっ
てロータリークラブの地区大会が東京
ベイ幕張リゾートホテルで開催されま
す。当クラブからは柏駅前よりバスで行
く予定です。馬場さんの御協力で、価格
も勉強して頂きました。馬場さん有難う
ございます。この場を借りましてお礼申
し上げたいと思います。
　又、次週の例会は休会になりますが、
１５日夕方にパスト会長会が開催され
ます。日暮会長エレクト、水野晋治幹事
（予定）が主催になります。

　次年度は、当クラブの４０周年になり
ますので、少しづつそちらの方も準備を
していかなければならない時期に入っ
てきました。皆さん、御協力を宜しくお
願い致します。

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？

第1831、1833回通常例会1832回移動例会（2013.11.8、11.10、11.22）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1831回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

会報　第1801・1802・1803号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 地区 RLI（ロータリー･リーダーシップ研究会）実行委員へ委嘱状の送付
中村博亘・金本元章・松本ユミ会員

2.例会変更のお知らせ
地区大会に振替の為、休会
我孫子･柏南 RC；11/12( 火 )　　柏 RC；11/13( 水 )
柏南 RC；11/26( 火 ) は 11/30( 土 ) サッカー観戦＆夜間例会に変更



　新しい会員の皆々様も多いと思いますので、欠席
の多い私ですのでまずは自己紹介させて頂きます。
　私は、柏西RC創立メンバー２４名の１員で、柏
市内におきまして冨士電設工業㈱の根来冨士雄と
申しまして、第１５代の会長も努めさせて頂きま
した。今後共よろしくお願いします。
　さて本題ですが柏RCさんが親クラブと致しまし
て我が柏西RCが１９７５年１１月７日誕生させて
頂きました。（正直なところ、私は何が何だか良
く分からない内にクラブの一員になった事を今で
も記憶しています。）
当時、柏RCの岡野氏が、当地区ガバナーに就任
し、岡野ガバナーは柏西RCを誕生させるべく、柏
RCの榎本さんを（現柏西RCパスト会長の榎本洋史
氏の父親）特別代表になされ、その準備を
柏RC会員より、染谷伝三郎会員さん他１０名
特別代表による創立会員１３名、計２４名にて１
９７５年（S.５０年）１１月７日創立総会を開催、
柏西RCが誕生しました。
　現在、創立メンバー２４名の内、創立会員は、
中村博亘（現パスト会長）飯合幸夫（第１６代会
長）私、根来冨士雄 会員の３名になりました。
　振り返りますと、年月の経つのは早いものです
がRCの４大奉任の基本については引き続いており
ますが、各委員会は、社会のニュース又経済状況

により変化してきた事と思います。
創立内容より少々違いますが
◎クラブ事業内容についてはたくさんありますが
１）国際交流の源として、１９８０年１１月２４
日、６代会長染谷正三会員を代表として、台
中港東南RCとの姉妹クラブを締結し、現在も
交流しております。

２）東南アジアを初めとして、交換留学生等の受け
入れ、あるいは留学生への援助、その他を有意
義に行っていると思います。

３）中村博亘会員が、２７９０地区のガバナーを大成
功裏に（前約２年間位）務められ、柏西RC会
員全員の誇りと思っております。大変ご苦労様
でした。

※終わりに今後共４つのテストのもと、皆様が主役
で柏西RCが発展、継続したいと思います。
貴重な、柏西RC会報第１号を配布します。あり
がとうございました。

創立記念日に因んで 根来 冨士雄　会員

ローターアクト 柏RAC　幹事　長谷川 絢香

　柏西 RCの皆様こんにちは。
柏RAC　幹事　長谷川絢香と申します。
本日の例会は、会長代理として参加させていただきま
した。ご挨拶が遅くなり、大変申し訳ございません。
　さて、今回の例会では柏 RAC の１１月の例会案内
をさせていただきました。
日にち：１１月１３日（水）
内容：「人権擁護について」
卓話者：佐藤　彰一先生
　　　　（現職：弁護士・国学院大学　大学院教授）
場所：アミュゼ柏　（会議室 B）
時間：登録開始　１９：００～
　　　点鐘　１９：３０
　　　閉会　２０：５０

となっております。
皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
記念すべき例会に参加させていただき、ありがとうご
ざいました。
また、活動資金も重ねてお礼申し上げます。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
岡島会員

パートナー誕生日
岡島会員（10月分）

結婚記念日
中嶋会員（11月分）、金子幹事（11月分）、
水留会員（11月分）、助川会員（10月分）

ビジター

長谷川 秀夫（柏RC）
長谷川 絢香（柏RAC）

(^^♪
根来会員　欠席ごめんなさい

出席報告

欠席者

出席率　77.59%

58名
13名

秋本、ゲイビ、後藤、小林（正）、東海林、杉山
染谷、高田、冨士川、牧野、升谷、水野、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

写真ありがとう！
勝田会長、中村（佳）会員、嶋田会員、岡島会員、
田代会員、日暮会員

第２７９０地区 RLI（Rotarry Leadership Institute) について説明 第２７９０地区 RLI 実行委員委嘱状

参加者（１９名）のうち撮影時は９名 東国原英夫氏　記念講演

開催日：２０１３年１１月１０日（日）
開催場所：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

1832 回合同例会
国際ロータリー第 2790 地区　2013－2014 年度地区大会



　

　皆さんこんにちは。
　本日11月22日は『良い夫婦の日』だとの

事です。あるメディアが日本の夫婦を対
象にアンケートを行ったところ、「今の夫、
又は妻ともう一度生まれ変わった場合に
結婚をしますか」という問いに対して、女
性で今の夫と結婚したいと回答した人
は、なんと４人に１人、約２５％しかいな
かったとの事です。それに対し男性は、１
０人のうち４人強の人が、今の妻と結婚し
たいと答えたとの事です。特に５０歳以上
の男性では、半数以上の人が今の妻と
結婚をしたいとの希望でした。私はその
話をきいて少し心がヒヤッとしました。皆
様の家庭ではいかがでしょうか。
　先週は、当ホテルでパスト会長会議が
開催されました。次年度会長エレクトの日
暮肇さんと、幹事予定の水野晋治さん年
度がいよいよ動き始めます。お二人とも、と
ても素晴らしいお人柄ですので、パスト会
長より全員が祝福され、期待をされており
ました。
　又、本日は研修委員会主催の５年未
満の方を対象とした研修会が、柏商工会

議所で18時より開催されます。前回の研
修も、とても良かったと参加された方は皆
さんおっしゃっていました。なかなかこのよ
うなロータリーを学ぶ機会は少ないので、
まだ参加申込をしていない方は、今から
でも間に合いますので参加をしてくださ
い。
講師は中村博亘パストガバナーです。中
村さん宜しくお願い致します。

1833回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　鈴木 桂三   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 地区よりフィリピン台風災害義援金について（募金の依頼）
金額の目安；会員一人当たり1,000 円程度

2. 国際奉仕委員長会議開催の案内
日時；1月18日（土）　14：00 ～16：00
場所；千葉県青少年女性会館

3.日台ロータリー親善会議ツアーの案内
旅行期間；2014 年 1月25（土）～28日（火）

4. 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」への招待状
日時；12月23（月・祝）18：00より
場所；ザクレストホテル柏

5.例会変更のお知らせ
柏 RC；12/18（水）は忘年例会

1/8（水）は任意休会
1/15（水）は新年家族例会

柏東 RC；11/28（木）は夜間例会
12/26（木）は 12/23（月･祝）家族親睦クリスマ
ス例会に変更
1/9（木）は新年夜間例会



　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月間です。そもそも
ロータリー財団月間とは、財団の教育的、人道的
事業について、知識と理解を深めロータリー財団
の活動が如何に有益か、又その必要性についてを
認識する月間であります。
　ロータリークラブは、1905年シカゴで誕生しま
した。そして今では、200以上の国と地域に広が
り、クラブ数34,558、会員総数1,220,115人に達して
おります。一方ロータリー財団は、1910年アー
チ・クランフさんが呼びかけ最初26ドル50セント
の寄付から始まりました。そして1917年の国際大
会で「全世界的規模で慈善、教育、社会奉仕の為
の基金を作ろう」と提案された事から活動が本格
化し、1928年の国際大会で正式にロータリー財団
と名付けられました。ロータリーは、2005年に100
周年を盛大に祝いました。又ロータリー財団も
2017年には、100周年を迎えます。そして更に多く
の成果をもたらす新しい扉を開く事になるでしょ
う。
　この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。国際ロータリーは私
達個々のロータリークラブの集合体ですから、
ロータリー財団は私達個々のクラブのロータリー
財団とも言えます。
　今日も例会でロータラーソング「奉仕の理想」
を歌いました。ロータリーでいう奉仕とは、他の
人々を思いやり、他の人々の役に立つことをする
とあります。
　世界的に見れば、疫病や水問題食糧問題で苦し
んでいる人々がたくさんおります。そういう人々
に少しでも救いの手を差し伸べようというのが
ロータリーです。ロータリー財団の使命は「地域
レベル、全国レベル、国際レベルの人道的教育
的、文化交流プログラムを通じてロータリーの目
的とロータリーの使命を遂行し、かつ世界理解と
平和を達成しようとする国際ロータリーの努力を
支援することです」とあります。ロータリー財団
のモットーは「世界でよいことをしよう」です。
　次にロータリー財団への寄付についてです。
ロータリー財団への寄付には、大きく分けて3種類
あります。第一に年次基金への寄付です。前年度
までは年次プログラム基金と呼ばれておりまし
た。毎年あなたも100ドルをと呼びかけている寄付

です。使途を限定しない寄付金のことを言いま
す。
　2012～2013年度の年次基金への寄付は、初めて1
億1500万ドルを越えました。
　第二に恒久基金への寄付です。今年度より英語
表示が Permanent Fund から Endow ment Fund 
に変更になりました。先日の地区大会では、寄付
基金と直訳しておりましたが、財団室に確認して
いただいたところ、日本では前年度同様恒久基金
と呼ぶそうで変更はないそうです。この基金は元
本はそのままにして運用した投資収益だけを財団
のプログラムに使う寄付です。財団では、2025年
までに10億ドルを集めることを目標にしておりま
す。
　三番目に使途を決めてする使途指定寄付です。
この寄付はポリオプラスに代表されるものです。
私も今現在のロータリーのプログラムで一番関心
があります。天然痘に次いで史上2番目となるポリ
オの撲滅まで、あと1歩です。このプログラムは
ロータリーの活動の最優先項目であります。
　しかし日本では余り関心を示さないロータリア
ンが多いように思われます。ロータリーは、世界
保険機関（WHO）、ユニセフ、米国疫病対策セン
ター（CDC）ビルアンドメリンダゲイツ財団と協
力して、世界ポリオ撲滅推進計画に取り組んでい
ます。私が子供の頃、小児マヒを患って手足の不
自由な方を見掛けました。今でこそ殆どなくなり
ましたが、これはポリオ撲滅に対する不断の努力
の結果であります。
　1979年ロータリーは、フィリピンの600万人の子
供達にポリオの予防接種を行う活動を始めまし
た。1988年当時は世界の125ヶ国にポリオが常在し
33万件の新たな感染が確認されておりました。そ
の後もロータリーとパートナー組織の努力の結
果、2012年にインドがポリオ常在国のリストから
はずされ、現在常在国はパキスタン、アフガニス
タン、ナイジェリアの3ヶ国になりました。
　しかしながら、最近のポリオ発症の報告を見て
みますと

卓話 ロータリー財団委員長　　鈴木 桂三 様



次回の例会は12月6日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
杉山会員

写真ありがとう！
鈴木（佳）会員、森市会員、勝田会長

(^^♪
杉山会員　長期欠席
日暮会員　パスト会長会議ありがとうございました
　　　　　感謝状いただきました。
嶋田さんから芋をいただきました

ビジター

荻原 宏次（柏RC）

出席報告

欠席者

出席率　77.59%

58名
13名

太田、金本、後藤、小林（正）、東海林、助川、
染谷、高田、田代、中村、冨士川、升谷、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

　以上のようになっております。特にソマリアは
内戦状態にあり、人々の生活環境も悪化してお
り、日本政府はソマリアへワクチン購入の為130万
ドルの緊急支援を行いました。このようにポリオ
は紛争等により、ワクチンの投与が出来なくなる

とすぐにぶり返してしまいます。一人分のワクチ
ンは日本円で60円だそうです。是非当クラブもポ
リオ撲滅の為、ニコニコボックスで募金活動をし
て頂きたいと思います。

ポリオ常在国

常在国以外

2013.1.1 ～ 2013.10.23 2012
アフガニスタン
パキスタン
ナイジェリア
ソマリア
ケニア
エチオピア
南スーダン
カメルーン
世界合計

8
46
49
174
14
6
3
1
301

37
58
122

6

223

■ 12 月 6日（金）【通常例会】
　- お祝い事理事会（7）-
 卓話＝丸山真 会員
　
■ 12 月 13 日（金）【通常例会】
　- 年次総会（次年度役員・理事の承認）-
　- 4 回クラブ協議会（上期活動報告）-

■ 12 月 20 日（金）【通常例会】
 卓話＝牧野考一 会員

■ 12 月 27 日（金）【任意休会】

１２月の行事予定



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　丸山 真　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
一年間も早いもので、１２月に入りまし
た。毎日何かと用事も多くなり、気忙し
い日が多い月かと思います。また、気温

の差も大きく、油断をすると風邪をひき
ますので、くれぐれも健康管理には留意
を頂きたいと存じます。
　話は変わりますが、当会員の宇田川
恵司さんが慈恵医大病院に入院された
との事を、奥様からお聞きしました。病
気見舞いに行かれる際は、事前に一度
電話をされてから行かれた方が良いか
と思います。宜しくお願い致します。
　又、１１月２２日（金）には、研修委員
会 研修委員長増谷信一さん主催による
本年度第２回目の研修会が、柏商工会議
所にて開催されました。新入会員を対象
に、ロータリーへの理解を深めるための
研修という事でしたが、とても中味の濃
い素晴らしい研修会でした。ロータリー
の目的は、最終的には世界平和実現を目
指しているとの事を聞き、感銘を受けまし
た。１時間３０分間の長時間の勉強会で
したが、ロータリーを深く知り楽しむ為に
はとても有意義だったことと思います。
　講師はパストガバナーの中村博亘さ

んにして頂きました。お忙しい中を私達
会員の為に、時間をとって多くの事を学
ばせて頂きました事を、改めて感謝申し
上げます。ありがとうございました。
又、第1回研修会同様に、第2部として
楽しい居酒屋での懇親会が、行われま
した。１部の畏まった中での研修会と
は異なる、打ち解けた中での和気藹々
とした居酒屋談義が活発に飛び交いま
した。中村ガバナーも、質問にたじろぐ
ような場面もありましたが、なかなかこ
のような場でないと聞くことがないよう
な深い含蓄のあることを学ぶことが出
来、あっという間の楽しいひと時を過ご
しました。第３回の研修会は会員全員
を対象とした研修を企画していますの
で、皆さん次回の研修会にはより多くの
会員の皆様の参加を期待しています。
本日の卓話は、クレストホテル総支配人
の丸山真さんです。面白い話が聞ける
と思いますので、会長挨拶はこのぐらい
に致します。

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？

第1834回通常例会（2013.12.6）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1834回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

会報　第1804号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 12月のロータリーレートは1ドル＝100円
金額の目安；会員一人当たり1,000円程度  

2. 千葉南ロータリークラブ創立50周年記念式典並びに
祝賀会開催の案内
日時；4月4日 ( 金 )　17：00 ～ 20：00
会場；オークラ千葉ホテル

3. ロータリー財団への寄付に対し、認証ピンの送付
榊隆夫会員　マルチプル4回目

4. 柏商工会議所　平成26年新年賀詞交歓会の案内
日時；1月8日 ( 水 )　15：30 ～
場所；三井ガーデンホテル柏

　
5. 柏市消防出初式の案内
日時；1月12日 (日 )10：00 ～
場所；モラージュ柏隔地駐車場

6. 柏南ロータリークラブクリスマス例会の案内
日時；12月20日 ( 金 )18：00 ～ 20：00
ビジター 7000 円

　
7. 例会変更のお知らせ
松戸西 RC；12/18( 水 ) はクリスマス家族例会

12/25( 水 ) は夜間移動例会
松戸 RC；12/18( 水 ) はクリスマス家族例会

12/25( 水 ) は休会
鎌ヶ谷RC；12/19( 木 ) はクリスマス親睦家族例会

12/26( 木 ) は休会
1/9( 木 ) は新年夜間例会

松戸東 RC；12/20( 金 ) はクリスマスチャリティ家族例会
12/27( 金 ) 休会

我孫子RC；12/31( 火 ) は休会
1/7( 火 ) は夜間新年例会



　皆様こんにちは。ザ・クレストホテル柏の丸山
でございます。日頃より当ホテルをご利用いただ
きまして、誠にありがとうございます。
　私は当ホテルに着任し今月でちょうど１年を迎
えした。今回改めてプロフィールをお話ししたい
と思います。
　１９６８年（昭和４３年）７月１７日、福岡県
北九州市に生まれました。かに座のＯ型、７歳ま
で山口県徳山市（今の周南市）で育ち、父親の転
勤で、千葉県市原市へ転居して参りました。
　中学は「となりの晩御飯」で有名な桂ヨネスケ
が卒業生の姉崎中学校、高校はアクション俳優の
千葉真一、ねじりマフラーの中尾彬、また元衆議
院議員の「ハマコー」こと浜田幸一らが卒業生の
県立木更津高等学校を卒業しました。実は高島屋
前店長である村田元会員は、中学、高校の先輩で
あります。
　大学は日本大学国際関係学部に入学しました。
こちらではお笑いコンビのキャイーンの天野ひろ
ゆきは同級生でした。
　１９９２年４月株式会社帝国ホテルに入社後
は、上高地帝国ホテル、レストランプルニエ、営
業部、経理部を経て昨年１２月に当ホテルに着任
いたしました。今年で勤続２１年になります。
　レストラン時代は老舗レストランでしたので、
映画監督の篠田正浩、女優の岩下志麻夫妻や、リ
クルート事件の江副浩正も氏もよく来場され、何
度か接客いたしました。
　営業部時代は法人や団体のホテル利用をサポー
トする業務に就いておりました。主に国内外の金
融関係や学校や病院、在京の大使館やエアライン
を担当し、宴会や宿泊のセールスと打合せ、そし
て当日の接遇を行っておりました。
　記憶に残るところでは、２０００年に行われた
第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の３行合
併の記者会見や、その翌年明るみに出ることと
なった大東京火災海上保険と千代田火災保険とが
合併しました「あいおい損害保険」のトップ会談
などをコーディネートしました。歴史に残る１
ページの手伝いができたことは、小さな誇りにし
ております。
　さて、いよいよ最近お騒がせのテーマに進めて
いきたいと思います。まずは最近の世間を大変お
騒がせしております食品表示偽装の件につきまし

ては、ホテル業界を代表して、深くお詫び申し上
げたいと思います。
　一連のゴタゴタにはさまざまな事由がございます
が、価格競争の中で、原価や人件費を始めとした経
費を圧縮しつつ、利益を捻出しなければならない厳
しい業界です。猛省しなければなりませんね。

　そんなお騒がせなホテル業でありますが、ここ
で東京都内へ目を向けてホテルの新規開業につい
てご説明したいと思います。
　〔資料１〕をご覧ください。これは全国ホテ
ル、旅館の営業軒数の推移でございます。ご覧の
とおり、旅館は減少、ホテルは増加傾向にありま
す。バブル崩壊後、体力のない旅館は、地方のみ
ならず都内も数多く閉鎖に追い込まれました。
　一方、ホテルは宿泊特化型のビジネスホテルや
欧米文化の定着で、ライフスタイルが変わり、ホ
テルへの認識も変化していきました。外資系
チェーンホテルが多く進出したことも急速に軒数
を伸ばした要因といえます。
　次に〔資料２〕の表をご覧ください。２００２
年から都内での建設ラッシュが始まった「第２次
外資系ホテル進出」を時系列にまとめたもので
す。今年開業する東京マリオットホテル、来年開
業予定のアマン東京やアンダーズ東京を加えます
と、２，１７３室も増加することとなります。
　中でも２００５年から２００９年までのホテル
客室数の合計が、１，２３３室となります。２０
０８年年度末の東京都内の総客室数が９３，７６
９室であることから、全体への影響はたったの
１．３％にしかなりません。因みにホテルニュー
オータニ東京は、１，４７９室もありますので、
増加室数はホテル１軒分にも満たないことになり
ます。よって今後も地域の再開発に際して、土地
や建物を所有せず、運営ビジネスのみを展開する
外資系ホテルが次々に進出してくるものと予想さ
れています。
　その大きなきっかけとなるのが、２０２０年の
「東京オリンピック」であります。今回のオリン
ピックの特徴は、ゴルフやサッカーの予選以外の
種目をすべて都内で、且つコンパクトに実施する
よう設定されております。大きな移動なしに、い
ろいろな競技を観戦することができます。
　この東京オリンピック、ある金融機関の試算に

卓話 ザ・クレストホテル柏　　丸山 真 様



よりますと、新規需要増加は１兆円、これに伴う
生産誘発総額は２．５兆円、建設や小売、サービ
ス業を中心に、２１万人の雇用増加が見込まれて
おります。
　ロンドンオリンピックを参考に観戦客数とその
消費額を予想したところ、〔資料３〕にあるとお
り、観戦客数は５０５万人。その内１６％の８０
万８千人が海外、２０％の１０１万人が国内宿
泊、残り６４％が国内日帰り観戦客になります。
　単純に海外、及び国内宿泊のお客様を合算した
だけでも１８２万人が宿泊する場所を必要とし、
先ほどの都内総客室93,769室を開催期間に２週間分
（１４日）を掛けても１３１万室にしかなりませ
んので、およそ50万室分足りないことになりま
す。となれば、先ほども申し上げた通り、これか
ら７年間に新規宿泊施設、それもホテルの建設が
増加することは必然ですし、サービス産業はもと
より、観光産業がより活性化することは明白であ
ります。
　この効果は何も東京だけではありません。３０
キロ圏内の近郊都市はオリンピックやパラリン
ピックの期間だけでなく、その前後における１か
月間は、宿泊への利用増が見込まれております。
　柏においては車だけでなく、ＪＲ常磐線が東京
駅まで延びますので、ますます利便性が良くなる
ことから、合宿を張る選手団や関係者だけでな
く、観光客も数多く訪れることになるでしょう。
　となれば、この年開業２０周年を迎える当クレ
ストホテルも、柏市が主導する五輪プロジェクト
に参画し、多くの　お客様を受け入れ、「おもて

なし」のマインドで実力を発揮しなくてはなりま
せん。
　そのためにはじっくり時間をかけて３つの課題
を設定し、実践していきたいと考えております。
１つめは設備改修です。少ないお金でお客様の
ニーズに応え、客室を始めとしたクオリティを改
善していきます。
　次にお料理や提供する商品を随時見直ししてい
きます。魅力のある商品作りは常にスビード感を
もって対応していきます。３つめは「おもてな
し」を実践するスタッフの育成を積極的に行って
いきますのでご期待ください。
　最後にメンバーの皆様へお願いがあります。今
後もますます柏を盛り上げていくために、クレス
トホテルは積極的に活動して行きたいと考えてお
ります。そのためには是非、もっともっとクレス
トホテルを使ってください。大サービスしますか
ら・・・。併せまして、皆様の引き続きご指導、
ご鞭撻をお願い申し上げ、私の卓話とさせていた
だきます。ご清聴ありがとうございました。



次回の例会は12月13日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
勝田会長、中村（靖）会員、湯浅会員、松本会員、
鈴木（子）会員、浅野会員

出席報告

欠席者

出席率　84.48%

58名
9名

秋元、後藤、小林（正）、斉藤、東海林、杉山、
染谷、高田、冨士川　　　　　　　　各会員

会員数

パートナー誕生日
渋谷会員、馬場会員

写真ありがとう！
森市会員、水留会員、勝田会長、ゲイビ会員、水野会員

(^^♪
升谷会員　ご無沙汰でした
金本会員　JAL年間フライト10万マイル達成



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

◯ ①2014-2015年度　役員･理事選出の件
□　役員；日暮肇(会長)・水野晋治(幹事)・森市直樹(会長エレクト･副会長）

宮城和彦(会計)・松本隆一郎（SAA)
◯ □ 理事；日暮肇・水野晋治・秋元慶一・勝田健一・金子正

　　　金本元章・嶋田英明・鈴木桂三・馬場弘・松本隆一郎
          増谷信一・森市直樹・柳肇 (以上13名) 承認

◯

②2月19日(水)『第10分区合同例会及びI.M』の件
◯ □　場所；三井ガーデンホテル柏

□　テーマ； 承認

×
③地区よりフィリピン台風災害義援金について募金の依頼

2790地区で一括して協力をする　
金額の目安は会員一人当たり1,000円程度（各クラブに任意）
取りあえず本会計（国際奉仕委員会）より5万円を送金
会員より一人当たり1,000円を徴収する。 承認

◯

◯

◯ 　□

　□
◯

　□11月22日第2回研修会決算報告　　(資料添付) 承認

　　　　　　
◯ ⑤その他　

　□台中港東南RC侯一成会員の奥様逝去の件（告別式12/7）
会員（本人）のみ、供花を贈る 承認

◯

◯ ●次回理事会　2014年1月17日（金）〔例会終了後〕金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

日 暮　　肇

④報告事項　　
□ 2013‐14年度7月1日～11月30日決算報告　（資料添付）

金 本　元 章

嶋 田　英 明

事務局　掃除機(3クラブ共有11,277円)・加湿器(9,480円)買換え

宇田川恵司会員入院の為、慶弔金支給規定によりお見舞(3万円)

中 嶋　利 生

鈴 木　桂 三 ◯

勝　田　健　一

金　子　　　正

勝 田　健 一

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第6回　理事会資料　

2013年　12月6日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
毎日元気にお過ごしのことと思います。私

はこの頃、「普通であること、当たり前の日
常を送れる事が、実はとても幸せな事な
のだ。」と思うようになりました。
　まず、先日発生した超大型台風による
被害を受けたフィリピン国に対して、当ク
ラブから義援金を送ることを理事会で決
定しましたので、ご報告申し上げます。金
額は、会員数×1,000円です。まとめて会
費の中から使わせて頂きたいと存じます。
皆様ご協力の程宜しくお願い致します。
これもロータリークラブの目的の一つであ
る世界平和の一環の活動だと思います。
　又、27日には小林太時委員長、嶋田副
委員長の呼びかけで、親睦委員の皆様
に参加をして頂き会合を開催しました。議
題は、上半期の振り返りと下記の予定に
ついての話し合いです。最初に新年例
会の役割確認、アトラクションの準備やそ
のほかの細かな打合せを致しました。

嶋田副委員長から、改めて親睦委員とし
ての役割と任務、心構えを熱い想いで
語って頂きました。親睦と奉仕がロータ
リー運動の大きな目的ですので、これから
如何にしてクラブの友情を深めるかを念
頭においた親睦活動をしていこうと、小
林太時委員長を始め参加者全員で誓い
合いました。とても充実した会合たったと
思います。参加者の皆さん、お忙しい中
熱心に討議をして頂きましてありがとうご
ざいました。
　本日は、これから年次総会と第３回クラ
ブ協議会が開催されます。日暮会長エレ
クト及び五大委員長の皆さん、発表を宜
しくお願い致します。

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？

第1835、1836回通常例会（2013.12.13、12.20）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1835回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

会報　第1805・1806号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 第2790地区2015-2016年度ガバナー（2013-2014年度ガバナーノミニー）候補者に宮　寛様（柏南RC所属）決定

2. 地区RLI（ロータリー・リーダーシップ・研究会）登録（78名）締切のお礼

3. 柏ローターアクトクラブ最終例会の案内
日時；12月15日(日)15：00～
場所；『サロン・ド・ワンニャン』（田代動物病院隣）

4. 例会変更のお知らせ
松戸西RC；1/15(水)は夜間移動例会

1/29(水)は休会



2014-2015 年度年次総会

【【奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会】
奉仕プロジェクト委員長　森市奉仕プロジェクト委員長　森市 直樹直樹

奉仕プロジェクト委員長の森市です。
奉仕プロジェクト委員会は、奉仕を通じて人々の生
活が向上する方法を見出す責務があります。当クラ
ブは、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・
人間尊重委員会により構成されています。ロータ
リーの原点は奉仕であります。
すべてのロータリアンは、地元地域や世界中の地域
社会において、奉仕を通じて人々の生活の質を向上
させるように責務があります。
奉仕プロジェクト委員会の役割は、クラブ奉仕活動
を主導し、地元や海外の地域社会の人々を援助す
る、教育的、人道的、職業的プロジェクトの計画と実
施を支援することです。

上期は 3回の委員会を開催いたしました。　
■職業奉仕委員会　委員長　嶋田・柳・榎本・水留
10月10日 1泊2日 黒部アルペンルート経由宇奈月温泉
社内勉強会では、アルペンルート各企業の運営・経
営・理念等について勉強をし、実際に見学しなぜこ
こに今至るかを、勉強してきました。帝国ホテルさ
んのDVDも4巻を丸山総支配人よりお借りし、サー
ビス（奉仕）とは、何かを勉強いたしました。
とても有意義な 2日間でした。
11 月 30 日には、嶋田・森市両名で、地区職業奉仕セ
ミナーに参加してきました。「職業奉仕について話
し合い、語り合う」

■社会奉仕委員会　委員長　中村・秋元・宇田川
柏まつりにて、うちわの配布と花火の配布を致しま
した。

第 4 回クラブ協議会



社会を明るくする会に2万円、福祉協議会に1万円寄
付し手賀沼マラソンに参加しバナナを無料配布し、
ブースを構え、会員相互のコミュニケーションをは
かり、地域社会に貢献いたしました。
柏市内幼稚園の先生の講習会に講師として参加「く
すりの服用と注意点」

■人間尊重委員会　委員長　岡島・松本・木村・渋谷
毎年恒例の八幡苑にタオルを送りました。
柏の葉にて、街頭献血キャンペーンをしました。

■国際奉仕委員会　委員長　榊・五十石・川和・鈴木健吾
台中港東南 RC 創立 35 周年記念式典に参加プログ
ラムの製作・企画をしています。引き続き参加者の
更なる増加を目指しております。

■青少年奉仕委員会　委員長　杉山・染谷・ゲイビ・牧野
1．教育講演会　マスコミでおなじみの高濱正伸先
　生による教育講演会を後援及び会場にての設営
　に当たりました。
　会場はアミュゼ柏で参加人数は 350 名でした。 

2．10 月 27 日に実施予定でしたラグビー親子体験会
　は荒天のため中止になりました。次年度には同様
　に実施します。

3．柏ローターアクトに関しましては、9 月に台湾の
　ローターアクトとの交流会があり、船橋において
　柏、柏南クラブのメンバーと共に参加をしました。
　また、アクトの例会にも参加して援助をしています。

4．青少年月間においては杉山が青少年奉仕に関す
　る卓話をさせていただきました。

5．後期に置きましては地区の青少年奉仕の最大事
　業であります RYLA に積極的に参加をするとと
　もに開催運営にも参加をしていきます。また、2月
　には好評の教育講演会を後援し青少年奉仕の一
　端を担っていきます。講師は教育相談メーリング
　5年間日本一の「おやのちから」先生です。

【【会員増強委員会会員増強委員会】
会員増強委員長　馬場会員増強委員長　馬場 弘

クラブ協議会 上期 活動報告及び下期活動計画上期
の活動は、推薦カードの収集、各会員様からのご紹
介を頂いた推薦者候補を厳選し、下期で推薦者様と

の懇談を取り、当クラブへの入会促進に力を入れた
いと思います。
又、下期でも推薦者カードを収集いたしますので候
補に、相応しい方がいらっしゃれば是非ご紹介お願
いいたします。
尚、退会防止にも力を入れ、欠席者の訪問、懇談をし
て参りたいと考えております。
職業分類に付いても、未充填の候補者を検討して頂
くとともに、分類表以外の職業も、検討する考えで
おります。
下期も、ご協力よろしくお願いいたします。

【公共イメージ委員会公共イメージ委員会】
公共イメージ委員長　東海林公共イメージ委員長　東海林 康之康之

水野委員長の IT・雑誌広報委員会と松本ユミ委員
長のクラブ会報から成り立っております。
IT・雑誌広報委員会からは FaceBook を活用した
ネットワーク作りを水野委員長が率先してやって
いただいております。
クラブのホームページを Facebook 内で開設し、メ
ンバー同士の交流の他、外部へ向けた新たな情報発
信ツールとして何ができるか模索をしています。
メンバー同士の交流も以前よりは会員の方々から
も「いいね」をいただけているようで今後も進めて
いきたいと思います。
雑誌広報委員会からは自社 PR を集めております
が、まだまだ頂けてない方々がおります。
皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。
その他として、昨年より IT・雑誌広報委員会とクラ
ブ会報の人員を増やして頂き、内部で会報の校正な
どをしております。
委員の皆さん きちんと校正していただいておりま
して大変助かっております。
それと片岡さんも見ていただきまして、ありがとう
ございます。
この場をお借りして御礼を申し上げます。
以上報告になります。

【ロータリー財団委員会ロータリー財団委員会】
ロータリー財団副委員長　塚本ロータリー財団副委員長　塚本 英夫英夫

こんにちは、ロータリー財団委員会の塚本です。鈴
木桂三委員長にかわりまして上期の活動報告をさ



せて頂きます。まず、年次基金についてですが、毎年
あなたも 100$ をということで、皆様から財団への
自発的な寄付をお願いしておりますが、先週迄で
2400$ になりました。そして恒久基金への寄付が
1000$、使途指定寄付、ポリオ撲滅の為への寄付が
100$、上期合計 3500$ ご協力頂きました。
下期も更に多くの皆様から、世界で良いことをしよ
うをモットーにロータリー財団へ自発的なご支援
をお願いします。特にポリオについては「絶対に撲
滅させるんだ」という強い意志を全ロータリアンが
持っていただければ目的を達成することができま
す。どうか下期も引き続き財団への暖かいご支援ご
協力を宜しくお願い致します。　

【【クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会    兼  CLP  CLP 委員会委員会】
クラブ管理運営委員長　クラブ管理運営委員長　日暮日暮 肇

クラブ管理運営委員会は、クラブの効果的な運営に
関する活動を実施するものであると定義されてい
ます。そして、この委員会には、プログラム・親睦活
動・出席・研修の四つの小委員会が設置されてお
り小委員会ごとに、委員長を中心として活動してま
いりました。

■プログラム委員会　委員長　金本 元章
勝田健一会長の目指す「奉仕を通じて豊かな人生」を
実現するための、魅力有る例会構築を目指します。
例会は、会員間の親睦を深める活動強化、会員増強、広
報公共イメージ向上等について例会参加者の意見交
換及び親睦を目的としたプログラムを提供します。
新入会員の皆様に出来るだけ早く会員卓話をお願い
申しあげ、会員間の親睦を深めるきっかけになればと
思います。
どうか、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■親睦活動委員会　委員長　小林 太時
親睦活動委員会は、ロータリーの五大奉仕部門の一
つ、クラブ奉仕を担う重要な委員会であると認識し
ています。活動を通して会員相互の親睦が図られ、
信頼関係が築かれるよう上期では、次のような活動
をして参りました。
7月 10 日（金）　新旧役員交替式
　懇親会・アトラクション　初めてサンドアート
　をアトラクションとして好評でした。

8月 17 日（土）　サッカー観戦
9月 27 日（金）　ディナーコンサート
10 月 10 日（木）～11 日（金）　職業奉仕・親睦活動
　合同一泊旅行　宇奈月温泉
10 月 25 日（金）　第一回インターゴルフ
　習志野カントリークラブ　キングコース
11 月 10 日（日）　地区大会
　会場迄の交通手段確保・終了後の懇親会
12 月 7 日（土）　親睦活動委員会
　下期活動について
その他、毎例会での受付を担当
以上、上期活動報告とさせて頂きます。

■出席委員会　委員長　小溝 正行
出席委員会は全例会にかかわってきました。通常例会
の出席率は 80％を超えることが多くなり安定感があ
ります。ますます出席率の向上を図るため、欠席が多
い会員に例会出席のお願いをしています。また、毎月
の出席報告において、例会以外でも休日等に行われる
奉仕活動や研修会もメーキャップの対象となること
等を伝え積極的な出席をお願いしています。

■研修委員会　委員長　増谷 信一
研修委員会は、上期において昨年度入会をして頂きま
した新入会員 11 名、ならびに入会 3年未満を対象に、
9月 13 日（金）に第 1回研修会（入門コース）を開催致
しました。
そして第2回（中級編）を、11月22日（金）に行いました。
2回共、研修会の講師は中村博（パストガバナー）にお
願いをし、実りの有る研修会ととりました。

1回目（入門コース）　9月 13 日（金）　19 名参加
◎ロータリーとは？
　①組織について
　　国際ロータリー：RI 会長・RI 理事・事務総長
　　地区組織：地区ガバナー・エレクト・ノミニー
　　ガバナー補佐・諮問委員会・各種委員会
　　クラブ：会長・幹事・理事・SAA・各種委員会
　②奉仕とは
　　奉仕の理想とは？　超我の奉仕とは？
　③ロータリーの目的
　④ほか団体との違い
◎クラブ活動
　①例会（出席規定、メイクアップ）
　②親睦活動
　③ロータリーソングは、なぜ歌うのか？
　④ニコニコボックスについて



ニコニコ BOXありがとう！ 出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

太田、岡島、小阪、後藤、小林（正）、斉藤、
渋谷、東海林、杉山、染谷、高田、冨士川
　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数写真ありがとう！
鈴木（健）会員、中嶋会員

(^^♪
小林（太）親睦委員長　親睦委員会参加ありがとうご
ざいます
金本会員　無事に地鎮祭を執り行う事ができました
中村（佳）会員　次男就職が決まりました（有明のガン
研究センター病院）
柳会員　親睦委員会の方々ありがとうございました

2 回目（中級編）　11 月 22 日（金）　18 名参加
◎ロータリーの基本的な考え（基本理念）
　①定歌・細則・ロータリー章典
　②会長・理事の役割
　　クラブの運営（理事会・総会・例会・クラブ協議会）
　③常任委員会
　　クラブ管理運営委員会
　　会員増強委員会
　　公共イメージ委員会
　　奉仕プロジェクト委員会
　　ロータリー財団委員会
　　ロータリー米山記念奨学会委員会
　④五大奉仕部門
　　クラブ奉仕
　　職業奉仕
　　社会奉仕
　　国際奉仕
　　青少年奉仕

第 1回・第 2回研修会の終了後に、講師の中村パス
トガバナー・勝田会長を始め、研修参加者が膝を交
えての楽しい懇親会も開催する事が出来ました。
下期にも、第 3回研修会（上級編）を開催する予定で
す。次回は入会 3 年未満だけではなく、全会員を対
象に炉端会議も同時に行いますので、是非多くのご
参加をお待ちしております。
又、第 2790 地区においては８月 9日（金）千葉の京
葉銀行文化プラザで「クラブ奉仕委員会セミナー」
が開催され、柏西クラブの代表で（会員増強取組優
秀クラブ事例発表）を、約 15 分という限られた時間
でしたが発表をして参りました。
以上で上期活動報告とさせて頂きます。



　 　いよいよ本日が、平成２５年度最終例
会となります。一年間もあっという間でした
が、皆様はいかがだったでしょうか。勝田、
金子年度も今月で６ヶ月が過ぎました。会
員の皆様にご協力を頂きまして辿りつくこ
とが出来ました。ありがとうございました。
改めて感謝申し上げます。
　今から５０年前は、東京から大阪まで
新幹線が開業し、東京五輪が開催され
た年でもあります。そして今年は、７年後
の東京オリンピック開催が決定しました。
これからは、日本が再び元気を取り戻す、
そんなターニングポイントの年となるような
気が致します。
　話は変わりますが、１５日に田代会員の
サロン・ド・ワンニャンにて柏ＲＡＣのクリス
マス例会が開催されました。西クラブから
は私勝田と、田代、森市会員が出席しま
した。他に柏ＲＣからも２人出席、他アクト

会員では横浜市と茂原市からも７～８人
出席しました。遅くまで、アクトクラブの活
性化と会員増強について、熱い話合いが
行われました。
　また、親睦委員会では来年、大人のマ
ナーセミナー、大人のファッションセミナー、
大堀川のゴミ拾いを兼ねた観桜会等を
企画したいとの話が出ています。来年も
会員の皆様のご協力を得ながら、例会を
楽しく充実させていきたいと考えていま
す。
　年末年始、風邪等をひかないように気
を付けて、１月１０日の新年例会には元気
な姿でお会いしたいと思います。

1836回夜間例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　牧野 考一   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

幹事報告 幹事　金 子 正

1.第10分区 第5回「会長・幹事会及び新年会」開催の案内
日時；１月22日(水)　 18：30～会長・幹事会
19：00～新年会
場所；三井ガーデンホテル柏

2.『誰にも解るホームページ及びフェイスブック活用セミナー』開催の案内
日時；2月6日(木)13：00～16：00
場所；京葉銀行文化プラザ
出席対象者；クラブ広報委員長又はIT委員長

3.地区第3回ローターアクト合同会議開催の案内
日時；1月19日(日)13：30～16：00
場所；千葉青少年女性会館

4.ガバナー・ガバナーエレクト事務所　年末年始休暇のお知らせ
12月26日(木)～1月5日(日)

5.例会変更のお知らせ
柏南RC；1/7(火)は夜間新年例会



　皆様こんにちは。本年2月に赴任し、柏西ＲＣに
参加させてもらい早くも1年が過ぎようとしていま
すが、本年最後の例会で卓話の機会をいただき大
変光栄です。
　まず、自己紹介を改めてさせていただきます。
1962年（昭和37年）9月21日、埼玉県所沢市に生ま
れました。寅年の乙女座、血液型はＡ型です。
　父親はサラリーマンでしたが、大正生まれの元海
軍で躾や礼儀に厳しかった思い出があります。
　所ジョージも通っていたらしい「こひつじ幼稚
園」を経て、地元の小学校・中学校に通っていまし
た。初恋というか初めて素敵な女性だなと思ったの
が、小2の時の担任の先生でした。体育大学を出たば
かりの平均台の上でバクテンをするような人でした
が、この先生の気を引こうとして、クラス会で加藤
茶の「ちょっとだけよ」をした事を思い出します。
　また、小学校時代は巨人Ｖ９の真っ只中で、漫
画「巨人の星」の影響もあってリトルリーグで野
球をしていました。一方、この頃から無性にオー
トバイに乗りたい欲求が強くなりました。しか
し、暴走族全盛時代のためとても親に買ってくれ
…とは言えないし、何とか自分でお金を貯めて免
許も取ってバイクも買おう！と決心して、新聞配
達をしていました。
　その後、練馬区にある早大高等学院に進学しま
したが、とにかくオートバイに乗りたくて、部活
も入らずにバイトと教習所に通っていましたね。
そして遂に念願のＣＢ４００Ｆを買って乗り回し
ていました。ところが1年の終わり頃に先輩から誘
われて「スキー部」に入りましたが、誘われた理
由はどうやら練習後のマージャンの面子集めのよ
うでした。ボーゲンしか出来ないのに競技スキー
部に入ったわけで、合宿で行く八方尾根での練習
はとてもキツかったのを思い出します。
　丸山会員に習って同級生の有名人を紹介します
と、フジテレビアナウンサーの軽部真一と、あの
上祐史裕が同級生でした。但し、1学年に600人も
いる学校でしたので2人とも面識はありませ
ん・・・。
　高校から大学のあいだは、勉強はほとんどしま
せんでしたが、いろいろなアルバイトを通して社
会勉強は沢山しました。なかでも「新聞拡張員」
は、普段見られない世界を垣間見た不思議な職業

でしたね。
　大学は早稲田大学商学部に進み、ゼミでマーケ
ティングを専攻したことで百貨店に興味をもった
次第です。
　1985年（昭和60年）、㈱髙島屋に入社して日本
橋店の婦人服売場に配属され、以来30年近く婦人
服畑一筋で来ています。
　その頃の弊社は、店頭との華やかさとは裏腹に
体育会系のノリの上下関係や力仕事など、想像し
ていたものとは掛け離れていましたね。それで
も、催事担当として自分で発注した商品に自分で
作った値札を付けて、自分でトラックに積んで店
頭に並べて売る！そして残ったらまた持って帰っ
て来て次の催事に備える・・・という事を4年間
やっていましたが、とても楽しく商売の醍醐味を
知ったような気がしました。
　また、若手男性だけで行く年1回の親睦旅行で
は、2度と同じホテルには行けないほど酷い宴会を
繰り広げていました。
　またある時、皇室御用達のお店ということもあ
り、昭和天皇が文化催しをご覧にご来店されるこ
とがありました。皇居から日本橋店まで信号を全
部青にして来られたと聞きましたが、店内の移動
時にはＳＰに混ざって私たち男性社員が人間の壁
を作っていましたが、間近で天皇陛下を見られる
機会などもちろんなかったので緊張しましたね。
　ひとつ婦人服売場の裏話を披露します。私が日
本橋店の副部長をやっている時に、詳細は伏せま
すが要約すると「愛人のプレゼントを買ったのが
販売手続き上の問題で妻にバレた」という苦情が
ありました。その売場は女性マネジャーで対応出
来ずに私が対応したのですが、少し時間は掛かり
ましたが結果的に「妻に喜んでもらって関係修復
が出来た」と御礼を言われた、というハッピーエ
ンドを迎えたこともありました。ホッ。
　最後にＭＤ本部時代の少し業界っぽい話を紹介
します。入社当時からやりたかった「バイヤー」
の仕事ですが、自分が仕入れたモノが売れていく
快感はとてもやりがいのあるものです。ＰＢを担
当していた時は、出来上がったモノを選ぶのでは
なく、デザイナーから出てきた絵型からマップを
組み立てて、色・素材・価格などを決めていくの
ですが、原価計算もして採算性も見るのですが

卓話 牧野 考一 会員



次回の例会は1月10日（金）夜間例会・家族新年例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

「いくらなら売れるのか？」という現場感覚と合
わずにやむなくボツにすることもしばしばでし
た。
また、柏店に来る直近にいた婦人服ディビジョン
長の時には、ニューヨークコレクションに行って
いましたが、海外コレクションを見に行くという
と優雅に聞こえますが、実際は1日12時間以上の
ハードワークが10日間ほど続いて、時差もありま
すが体力的にも非常にキツいものでした。また、
お腹の弱い私としては外出するとトイレに困るの
で、デパートの何処にトイレがあるかなど、公衆
トイレ事情には詳しくなりましたね。

テーブルには柏店40周年を記念して作成した年表
をお配りしましたので、柏市の変遷も含めて見て
いただければ幸いです。ご清聴ありがとうござい
ました。

出席報告

欠席者

出席率　81.03%

58名
11名

秋元、太田、後藤、小林（正）、東海林、助川、染谷、
高田、中村（靖）、冨士川、杉山　　　　　　各会員

会員数
ビジター

長谷川 秀夫（柏RC）

人間尊重小委員会報告 人間尊重小委員会　岡島委員長

来年２月中旬にマザーズガーデンを慰問予定しています。
お年寄りに楽しんでもらうものについて相談したところ、例年のようにタオルが良いということでした。
中でもフェイスタオルが良いそうです。
皆様ご寄付の方よろしくお願い致します。



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、新年明けましておめでとうご
ざいます。謹んで新春のお慶びを申し
上げます。今年のお正月はいかがでお
過ごしでしたでしょうか。連休が重なっ

た為、ゆっくりと休んで日頃の疲れも取
れ、心身共にリフレッシュをされたこと
と思います。
　本日は、とても気温も低く厳しい寒さ
の中を、風沢ガバナー補佐、補佐幹事
の中山様を初め、柏ロータリークラブ、
我孫子ロータリークラブ、柏東ロータ
リークラブ、柏南ロータリークラブの会
長幹事、オブザーバーの安田勝紀さん、
元米山奨学生の皆様、お忙しい中をご
出席いただきまして有難うございます。
　本日は、家族新年例会という事で、
特に家族の皆様に喜んでもらえる楽し
い例会を親睦委員の皆さんと企画致し
ました。これから演奏されます根市タカ
オさんと大森史子さんは、昨年８月４日
に天皇、皇后両陛下と皇太子、島津宮
家の御前で演奏をされたトップミュージ
シャンです。又、根市タカオとジェントル
フォーは帝国ホテルで連続６回コン

サートを開催されているという事で、私
共の会員であったクレストホテル元総
支配人の田代さんとは親しくお付き合
いさせて頂いているとの事です。お陰
様で、演奏の会場設営などクレストホテ
ル総支配人の丸山さんにご配慮いただ
きました。本当に有難うございました。
又、今回は特別に無理を言いまして、と
ても美人で歌唱力抜群の夏山美樹さん
も一緒に出演をして頂きます。
１時間３０分の長時間のステージになり
ますので、美味しい料理とお酒を飲み
ながら、日頃あまりお話のできない方や
他の会員の方 と々多くコミュニケーショ
ンを図り、親睦の輪を広げて頂きたい
と存じます。それでは、これから存分に
ジャズライブを楽しんで頂きたいと思い
ます。

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？

第1837回夜間例会（家族新年会）、1838回通常例会（2014.1.10、1.17）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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

1837回夜間例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

会報　第1807・1808号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

2013-14 年度　家族新年会式次第 司会；小林太時　親睦活動委員長

■開会の言葉　　　　　　　　　　　勝田健一　会長
■乾杯発声　　　　　　　　　　　　鈴木子郎　会員
■祝70歳　　　　 　　　　　　　　飯合幸夫　  会員
■アトラクション　
『根市タカオ・ジェントルフォージャズコンサート』
■中締め　　　　　　　　　　　　根来冨士雄　会員

会場の様子根市タカオ・ジェントルフォー

ジャズコンサート

お客様のご紹介
名誉会員　　　　　　　　　　板倉 茂
第10分区ガバナー補佐　　　　風澤 俊夫
第10分区ガバナー補佐幹事　　中山 浩一
柏ロータリークラブ会長　　　常井 典夫
我孫子ロータリークラブ会長　米田 友義
我孫子ロータリークラブ幹事　荒井 光一
柏東ロータリークラブ幹事　　荻野 勝
柏南ロータリークラブ会長　　服部 秀雄
オブザーバー　　　　　　　　安田 勝紀
米山奨学生　　　　　　　　　ジョアケン
　　　　　　　　　　　　　　マハルジャン

出席率　　100%



　

　皆さん、こんにちは。先週開催の家族
新年例会では、多くの会員とご家族の
方 に々ご参加頂き有難うございました。今
回は、これまでと趣向を変えて、ディナー
ショーのような形でショータイムを長くとら

せて頂きました。皆さん、感想は如何でし
たでしょうか。
　事前にリーダーの根市さんと選曲の打
ち合わせをし、会員の皆様の年代に合わ
せた曲を演奏してもらうようお願い致しま
した。誰でも一度は聞いた事のある名曲
ばかりだったと思います。パートナーやお
子様の感想も気になりますので、後程
そっとお聞かせ頂けますと幸いです。
　又、飯合さんには御祝儀を２度も頂きま
して、誠に有難うございました。お陰様で、
演奏者も気持ちの入ったノリの良い素晴
らしい演奏を最後までして頂きました。予
定は無いにも関わらず、湯浅さんの配慮
により秋山市長が挨拶に来てくださいまし
た。会員の皆様にも、喜んで頂けた事と
思います。湯浅さん、有難うございました。
　話は変わりますが、１月１４日に奉仕プ
ロジェクト委員会が森市委員長の呼びか
けで開催されました。

１． 職業奉仕委員会では、クラブフォーラム
を開催予定。他職場見学会の開催等。

２． 社会奉仕委員会では、４月６日（日）に
ゴミ０.大堀川清掃と、観桜会の開催等。

３． 人間尊重委員会では、マザーズガー
デン訪問。幼稚園訪問など。

４． 青少年奉仕委員会ではRYLAについて。
５． 国際奉仕委員会では、２月２１～２３日
の台湾公式訪問のスケジュール、フィ
リピン台風災害支援について等。

又、１月１２日には、柏市大山台モラージュ
柏の大駐車場にて開催された柏市消防
団の出初式に参加して参りました。秋山
市長を初め、桜田衆議院議員他1,000名
以上参加の盛大な出初式でした。私は
初参加でしたが、消防団員たちが私たち
の生活と命を守る為に、日々厳しい訓練
を積んでいる事を改めて実感しました。当
クラブからは、森市さん、斉藤さん、馬場さ
んが消防団員として参加しておりました。
このような多くの人達のお蔭で、私達が
安心して日常生活を送れると思うと、とて
もありがたいと感謝致します。

1838回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   副幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

幹事報告 副幹事　水 野 晋 治

1. 第10分区合同例会及びIntercity.Meeting開催の案内
日時；2月19日(水) 12：00～         　食事

12：30～13：20　合同例会
13：30～16：00   I.M

場所；三井ガーデンホテル柏

2. 柏ローターアクトクラブ例会の案内
日時；1月22日(水)19：30点鐘
場所；石戸画材3階
内容；『法学からルールを学ぶ』

3. 柏市青少年健全育成推進大会の後援の依頼
日時；2月8日(土)　10：30～15：30
場所；アミュゼ柏

4. 受信＜会報＞柏RC



【【奉仕プロジェクト委員会奉仕プロジェクト委員会】
奉仕プロジェクト委員長　森市奉仕プロジェクト委員長　森市 直樹直樹

我等、奉仕プロジェクト委員会は、1月 12 日に第 5
回奉仕プロジェクト委員会を開催し、会長・幹事・
委員長の 8名にて、下期活動計画について協議致し
ました。
　■職業奉仕委員会　委員長　嶋田 英明
クラブフォーラムの開催　  クラブ例会中に開催予定
テーマを決め、会員の話し合う機会を設ける。
下期聴場見学の開催　　　  日程等、計画中
柏市近隣の施設見学
 ■社会奉仕委員会　委員長　中村 佳弘
ごみゼロに参加　　　　　 5 月 25 日
柏駅西口周辺の活動
大堀川清掃　　　　　　　 4 月 6 日　日曜日
大堀川周辺の清掃と西光院バーベキュー
 ■人間尊重委員会　委員長　岡島 昭信
マザースガーデン訪問　　 2 月 14 日
会員からのタオルと球根を届け、植えつける。
さくら幼稚園訪問　　　　 5 月
朝顔の種の配布とお花をプレゼント
 ■国際奉仕委員会　委員長　榊 隆夫
台中港東南RC創立35周年記念式典参加
　　　　　　　　　　　　 2 月 21 日から 23 日
会員16名の出席し日本酒を持参し、共に分かち合う。
参加後、意見交換金

　■青少年奉仕委員会　委員長　杉山 智
RYLA　　　　　　　　　 2 月 22 日・23 日
ロータリアンの参加と青少年の参加を促す。
ローターアクト　　　　　 例会の出席と活動支援
例会に出席し現状を踏まえ、共に活動する
 

【会員増強委員会会員増強委員会】
会員増強委員長　馬場会員増強委員長　馬場 弘

下期活動計画の発表をいたしました。
下期は、皆様に提出して頂いた、推薦カードを元に３
名の純増、各、推薦者様を一人一人、訪問して、入会し
て頂く努力をいたします。下期は、訪問アプローチを
升谷小委員長と、ともに努力していきます。
退会防止にも、力を入れ、長期欠席者の方々へも出
席して頂く訪問アプローチをして行きたいと考え
ております。
下期も皆様方のご紹介をお待ちしております。
ご協力よろしくお願いいたします。
 【公共イメージ委員会公共イメージ委員会】

公共イメージ委員長　東海林公共イメージ委員長　東海林 康之康之

IT・雑誌広報については水野委員長のほうで
FaceBook をもっと活用すべく外向けの専用ページ
を作り柏西ロータリーについてをインターネット
を通じ幅広く配信することを進めております。
また、2/6（水）13：00～京葉銀行文化プラザにおい
て「誰にでも解るホームページ及びフェイスブック
活用セミナー」の卓話を行う予定です。
クラブ会報については、今までの会報に加え私が休
みがちだったということもあるのですが、少し止
まっていました自社 PR を進めていきますのでご協
力のほどよろしくお願いいたします。

第 5 回クラブ協議会



【【ロータリー財団委員会ロータリー財団委員会】
ロータリー財団委員長　鈴木ロータリー財団委員長　鈴木 桂三桂三

こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です。下
期も引き続き国際ロータリーとロータリー財団の
活動とその支援の必要性をより理解して頂き、より
多くの会員の皆様からロータリー財団への支援を
頂けますよう活動していきます。会員一人ひとりの
皆様のロータリー財団への認識が深まっていれば、
必ず目標額は達成出来るものと考えております。
又ポリオの撲滅の為の支援にも積極的に取り組み
ます。特にニコニコボックスを利用して強力に募金
活動をしてゆきます。会員の皆様の御協力をお願い
致します。
 【クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会    兼  CLP  CLP 委員会委員会】

クラブ管理運営委員長　クラブ管理運営委員長　日暮日暮 肇

勝田会長年度も早いもので、後半に入ってまいりま
した。先週、柏商工会議所の新年賀詞交歓会の席上、
勝田会長とお会いしました。その時、何事も後半戦
が大事であると、会長が仰っていました。その力強
い言葉を受け止めて、クラブ管理運営委員会では、
各小委員会の委員長を中心に下期の活動を計画し
実施してまいります。
　■プログラム委員会　委員長　金本 元章
お陰さまで、昨年度の増谷会長年度の会員増強によっ
て、大勢の新入会員のご入会を頂きました。
本年度のプログラムは、昨年度入会頂きました皆様の
おかげで円滑な例会スケジュールを図ることが出来
ております。
新入会員の皆様には快くお引き受けを頂き、この場を
借りて、厚くお礼を申し上げます。
ロータリー活動の原点である例会を、会員が積極的に
出席したいと考え、そして出席して良かったと思う魅
力のあるものにしたいと思います。
例会を楽しんで頂き、会員間の親睦を深めるきっかけ
になればと思います。

　■親睦活動委員会　委員長　小林 太時
2013.12.7 【勝田年度をさらに楽しく計画】と題して
親睦委員会を八ちゃんで開催しました。
最初に、上半期の反省と課題と称し、勝田会長より
「会員さんがより楽しくできるよう、あと半年よろ
しくお願いします。」との挨拶があり、直近の新年家
族例会について話合いました。
次に、親睦委員の役割について毎年概ね委員会の役
割がわかるように、マニュアルを作成する旨決定し
ました。慶弔時について・受付の役割について・例
会以外のイベント時の役割について（旅行、合同例
会、ゴルフ等）それぞれ新しい会員がわかるように
していきます。
さらに、下期に実施したいイベントおよび事業につ
いて話し合いました。
1. 年間活動計画以外の独自の活動について。
2. 新規イベントの提案についてそれぞれ意見を出し
合い、1 月にその詳細を決定する運びになりまし
た。現在の候補案として
① 4 月に大堀川歓桜&ゴミ拾い
② マナー&ファッション教室

今月には決定しますので詳細は改めてご連絡しま
す。以上、下期、皆様のご協力をよろしくお願い致し
ます。
 ■出席委員会　委員長　小溝 正行
ロータリー活動の原点が毎週行われる例会の出席に
あります。忙しい会員は出席が難しい時があると思い
ますが、メークアップ等を活用してなるべく欠席を少
なくするよう努力していただきたいと思います。
例会の出席率をあげるため、下期は以下のことを重点
的に取り組みたいと思います。
① 欠席会員にメークアップの推奨をする。
② 欠席会員に推薦者や顔なじみの方より出席依頼
をしていただく。

③ 出席規定の周知徹底を図る。
 ■研修委員会　委員長　増谷 信一
研修委員会は、計画通りに上期において昨年度入会し
て頂きました新入会員 11 名、並びに入会 3 年未満を
対象に、9月に第 1回研修会【入門コース】11 月に第 2
回研修会【中級編】を、行う事が出来ました。
下期では、第 3回研修会【上級編】を 3月に開催します。
今回の研修会は、3年未満だけではなく、全会員を対象
に炉辺会議も同時に行いたいと考えております。
是非多くの会員のご参加をお待ちしております。
以上で上期活動計画の報告とさせて頂きます。



次回の例会は1月24日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル　04-7146-1111までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

■ 2 月 7日（金）【通常例会】
- お祝い事理事会（9）-
卓話＝3分間スピーチ

　
■ 2 月 14 日（金）【通常例会】

卓話＝3分間スピーチ
　
■ 2 月 19 日（水）【合同例会】
- 第 10 分区合同例会及び Intercity Meeting-
時間；12：00～　食事

12：30～13：20　合同例会
13：30～16：00　IM

場所；三井ガーデンホテル柏
　
■ 2 月 21 日（金）【休会】

2/19 に振替

■ 2 月 28 日（金）【通常例会】
卓話＝RYLAセミナー参加者
　

《その他の行事》
◆ 2/2（日）R財団補助金管理セミナー

14：00～　オークラ千葉ホテル
◆ 2/6（木）誰にでも解るホームページ及び
　フェイスブック活用セミナー

13：00～　京葉文化プラザ
◆ 2/21（金）～23（日）台中港東南扶輸社創立
　35周年記念式典参加（16名）
◆ 2/22（土）～23（日）RYLAセミナー

２月の行事予定

ビジター

村上 快史（東京南RC）

出席報告

欠席者

出席率　82.76%

58名
10名

ゲイビ、後藤、小林（正）、斉藤、杉山、助川、
染谷、高田、塚本、冨士川　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
柳会員、宮城会員、中村（佳）会員

パートナー誕生日
湯浅会員、東海林会員（12月）

結婚記念日
鈴木（健）会員、秋元会員、牧野会員、東海林会員（12月）

(^^♪
勝田会長　家族新年例会ありがとう　大ニコ
秋元会員　長女が成人式を終えました　大ニコ

老人ホーム「マザーズガーデンの訪問」について（お願い）

　早速ですが、2月14日（金）例会終了後、老人ホーム「マザーズガーデン」（施設長：後藤浩一郎会員）
を訪問する運びとなりました。
　今年も先様必需品のフェイスタオルをお贈りしたいと思っております。
　つきましては、ご自宅・会社等で不要のフェイスタオル・バスタオル等の提供。又は、ワンコイン（500
円）でのご協力をお願い申し上げます。

◎納品日：1月17日（金）・24日（金）・30日（金）・2月7日（金）・14日（金）
◎品　物：フェイスタオル・バスタオル等（広告入り可）



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

①台中港東南扶輪社創立35周年公式訪問予算書の件（資料添付）

お土産の中身は榊委員長に一任する。 承認

第42代会長予定案を馬場会員にお願いしました 承認

③第3回研修会＆炉辺会議開催の件（資料添付）

日時；3月28日(金)18：00～19：30研修会　(柏商工会議所302会議室)
　　　　　　　　　19：40～21：30炉辺会議　(会場未定）
参加予定者；会長・幹事・担当委員長・研修委員会

　 全会員対象
予算(案)；70,000円
講師；中村パストガバナー 承認

④新入会員候補者の件
安田勝紀（やすだかつとし）様

S48.3.31生　40才
㈱ヤスダ　取締役総務（かしわ一茶庵）
推薦者＝飯合幸夫会員 承認

③報告事項　　
☑ 2013‐14年度7月1日～12月31日決算報告　（資料添付） 承認

☑ 2/19(水)『第10分区合同例会及びIMの件
テーマ；『元気あるロータリークラブと例会』

　　  発表者；SAA -各クラブの例会報告ー
発表者はSAA委員長に一任
（SAA委員の中から選出）

　　　　　　
④その他　

●次回理事会　2014年2月7日（金）〔例会終了後〕

◯

×金 子　   正

森 市  直 樹

×

◯

◯

◯

オブザーバー
榊 委員長

◯

◯

◯

◯

◯

②2016-2017年度会長の件

勝 田　健 一

金 本　元 章

勝　田　健　一

金　子　　　正

◯

◯

鈴 木　桂 三 ◯

 小 林　太 時

東海林  康之

嶋 田　英 明

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第6回　理事会資料　

2014年　1月17日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

日 暮　　肇

中 嶋　利 生



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　渋谷 修　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
本日は、悲しいご報告を皆さんにしな
ければなりません。先程、私共の会員

であります宇田川恵司さんが、早朝に
お亡くなりになったとの報をお聞きした
からです。あまりに突然の事で、私も茫
然としているところです。
　ここで、宇田川恵司さんを偲び、黙祷
をささげたいと思います。黙祷。

　話は変わりますが、先週第６回理事
会が開催されました。内容は、第３回炉
辺会議が３月２８日（金）１８時より柏
商工会議所で行われることが決定しま
した。
次に、新入会員として安田勝紀さんが
入会を正式承認されました。
又、２月１９日（水）「第１０分区合同例
会及びＩＭ」開催の件です。テーマは
「元気あるロータリークラブと例会」に
ついてです。の柏西ロータリークラブの
発表者は、丸山真さんにして頂くことに
なりました。丸山さん、お忙しい中大変
だと思いますが、宜しくお願いしたいと

存じます。
　最後に、宇田川恵司さんの通夜、告
別式の日程については、分かり次第皆
さんにお知らせ致します。宇田川さん
は、第２７代会長をして頂いており、柏
西ロータリークラブにおいては大変多く
の貢献をして頂きました。一人でも多く
の方に、時間の許す限りお見送りをして
頂きたいと思います。合掌。

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？

第1839、1840回通常例会（2014.1.24、1.31）
■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/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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
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会長　勝 田 健 一
会長挨拶
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会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 宇佐見透ガバナーエレクトよりクラブ役員キット(会長･幹事要覧)の送付

2. R財団の寄付に対して、感謝状･メダルの贈呈
金子正会員；ポール･ハリス・フェロー

3. 例会変更のお知らせ
松戸西RC；2/5(水)は2/4(火)の第12分区合同例会及びIM



　皆様こんにちは　ユニホームサービスの渋谷です。
　昨年３月末に入会させて頂きましてまだ１０ヶ
月の新米会員です。皆様のお仲間に加えて頂きま
して有難うございます。
　最初に入会のお誘いを頂きました時には「もう
少し私共の企業レベルが上がりましてから入会さ
せて頂きたいのですが」と申し上げていたのです
が、逆に「入会すれば企業レベルもそして経営者
自身のレベルもアップするよ」とおっしゃられた
ので素直に入会させて頂きました。ただその際に
この「卓話」のことは全くお伺いしておりません
でしたので、もし「こういう卓話があるんだよ」
とお教え頂いておりましたならば…多分入会させ
て頂かなかったのではと思っております。
　その位、人前でお話をするのが苦手でありま
す。見かけよりもとても気の小さい方ですので…
　昨年の１１月中旬に金子幹事さんから「１月の
卓話は渋谷君だよ」と言われましてから初めて
「あ、自分にも卓話があるんだ」と知りました。
それまでは卓話はある一定のレベル以上の選ばれ
た方々がされるものと思っておりました。（皆様
とてもお話が上手でしたので）
　卓話があると知らされた以降かなり意識して一所
懸命皆様のお話を聞かせて頂く様に成りました。そ
れまでも決して聞いていなかったという訳ではござ
いません。念のため申し上げて置きます！
　１２月にお話をされた２名の方、丸山さんと牧
野さんがまた更にお話上手な方でしたので今日は
更に緊張してここに立っております。
　皆様の貴重なお時間を頂戴致しておりますのに
私めの様なつたない卓話で誠に申し訳有りません
と最初にお詫びさせて頂きます。
　最初簡単に自己紹介をさせて頂きます。
　会社は柏市若柴（柏公設市場の隣）で、ユニ
ホームの販売やダスキンのＦＣ事業（もっぱらお
掃除ですが）をさせて頂いております。自宅は茨
城県の守谷市です。１０年位前に柏から引っ越し
ました。趣味は特にありませんが、休日に家の犬
や猫とたわむれているのが好きです。ちなみに家
には大型犬1匹と猫が５匹おります。全員が家の中
でゴロゴロとお互いにじゃまにされながら共生し
ております。
　出身は、お隣の松戸市です。実家は松戸で小さ

な商売をしておりました。次男でしたので普通に
サラリーマンに成りましたが、やはり親のＤＮＡ
が少しは残っていたのでしょうか、何か自分で商
売をして見たいと思い、独立出来そうな仕事に関
わりながら探しました。その結果、現在の職業で
あるユニフォームの外商販売業で３０才の時に脱
サラ致しました。
　何故ユニフォームの販売かと申しますと、当時
この業界は大手の業者さんが少なく（現在も少な
いのですが）資本といいますか、運転資金も比較
的少額で始められそうでしたからです。創業地に
松戸ではなく柏を選ばせて頂いたのは、当時柏の
方が（今は更にですが）交通の便、特に車使用の
場合の営業エリアが広く組めたからです。ちょう
ど常磐自動車道が柏と谷田部の間で開通した頃
だったと思います。
　会社を起こすにのお金がなかったのでプロの方
にお願いできず、法務局への登記や関係役所への
申請など、全部自分でやる事にしました。全くの
素人がぶっつけ本番で、登記所に行き、お願いし
教えて頂きました。
「すみません、有限会社ユニフォームで登記した
いのですが…」「それは一般名詞だからダメで
す」「そうですか、じゃあ　株式会社ユニフォー
ムならどうですか？」「ダメです！」「あなた
ね、せめて名詞に何か付けて下さいよ。例えば自
分の名前をつけて渋谷ユニフォームとか、柏でや
るなら柏ユニフォームとか、でっかく行くなら日
本ユニフォームとか…」と言われました。
　自分は出来るだけユニホームの言葉以外は必要
なかったので「じゃあ何か付ければ認めて頂ける
のですね。ではユニホーム屋と屋根の屋、屋号の
屋を付けてお願い致します。」と。「あんまりか
んばしくないけどね…」とＯＫが出たのを覚えて
おります。
　有限会社ユニホーム屋でスタート致しました。
　２年位経ってから、店舗販売もさせて頂こうと
思い、店舗を借りる事に致しました。国道１６号
線沿いにちょうど手頃な空き地がありましたの
で、その地主さんを調べて御自宅にお伺い致しま
した。「すみません、あの土地を貸して下さい」
と。どこの馬の骨かもわからない私が図々しくお
願いにあがりました。もちろん、最初は断られま

卓話 渋谷 修 会員



出席報告

欠席者

出席率　86.21%

58名
8名

秋元、太田、後藤、小林（正）、東海林、染谷、
馬場、冨士川　　　　 　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
川和会員、中村（佳）会員

パートナー誕生日
丸山会員、高田会員（10月分）

結婚記念日
高田会員（10月）

ある程度こちらの希望のものを建てて頂ける事に
成りました。とても有りがたかったです。そのや
さしい温厚そうな地主さんが、数年前にお亡くな
りになった柏西ＲＣの染谷正己さんでした。もち
ろんその時はＲＣのこともその会員さんである事
も知りませんでした。ちなみにその店舗を建設し
て頂いた建設業者さんも当時柏西ＲＣの会員さん
だったと後に教えて頂きました。
　その建物に有限会社ユニホーム屋の看板を取り付け
ました。１６号線の若柴の交差点のそばでしたので信
号待ちの車がよく止まっていました。ある時遠足に行
く子供達をのせた観光バスが止まっておりました。車
内の子供達が「おーい見てみろよ、ゆにほーむ屋だっ
てよ」と指さしながら笑っておりました。
　笑われていたんですね！
　今でこそ、㈱花やさんとか㈱餃子屋さんとか商品
名を模した社名が増えましたが、当時はまだかなり
皆様に違和感を感じさせる名前だった様です。
　ユニフォームの業界で集まりがあった時、当時ま
だ携帯電話などなかった頃です。会議場へ会社から
呼び出しのＴＥＬがありました。係りの方が後ろの
ドアから大きな声で「ユニフォーム屋さんへ電話で
す」そこにいらっしゃったほぼ全員の方が振り向い
て「はーい」と返事をしたのを覚えております。皆
さんお客様の所ではほとんどの方が「ユニフォーム
屋さん」と呼ばれていたらしいです。
　それほど自分が入れ込んでつけていた(有)ユニ
ホーム屋の名称でしたが、ユニフォームの販売だ
けでなく、リース・レンタル・クリーニング・メ
ンテナンスへと業態が変化して行きサービス業的
に成ってまいりましたので、後に株式会社ユニ
ホームサービスと社名を変更させて頂きました。
今度は子供達にも笑われなかった様です。

　今朝会場へ来る前に柏西ＲＣさんの名簿を見な
がら、弊社とお取引させて頂いておりますお客様
のお名前をかぞえさせて頂きました。会員数約６
０名様の内、１６社様とお取引させて頂いており
ました。皆様有難うございます。
　柏の皆様と着実にお取引させて頂いているおか
げで、私どもは少しずつですが確実に成長させて
頂いております。本当に有難う御座います。
　これからもお仕事を通じて、そしてＲＣ活動を
通じて、末長くご指導頂けます様、どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

写真ありがとう！
杉山会員

(^^♪
飯合会長　70歳のお祝いを頂きました

事務所移転（2/20より）のお知らせ

新所在地
〒277-0863　千葉県柏市豊四季975-4
新電話番号：04-7197-7131（代表）
新FAX番号：04-7197-7132
有限会社ナビック
代表取締役　中嶋利生



幹事報告 幹事　金 子 正

1. ローターアクト『リーダーシップフォーラム』の開催の案内
日時；2月15日(土)13：30～
会場；『プラザ･ヘイアン茂原』　

2. 例会変更のお知らせ
松戸RC；2/5(水)は2/4(火)の第12分区合同例会及びIMに振替

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　斎藤 敏文   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　先日の宇田川恵司さん通夜、告別式
には多くの方にご参列頂きまして有難う
ございました。宇田川さんのご家族か
ら、丁重な御礼の言葉を頂きましたこと

を、まず皆さんにお伝え致します。
　特に、親睦委員長の小林大時さん初
め、親睦委員の皆さんには感謝致しま
す。忙しい中をお手伝い頂きまして、誠
に有難うございます。宇田川恵司さん
も、きっと天国から我々の姿を見て同じ
思いをされていることと思います。
　又、１月２７日（月）に、国際ロータ
リー第２７９０地区の職業奉仕委員会
の講演会とフォーラムが、千葉市で開催
されました。テーマは「職業奉仕を学び
あい、ロータリアンの心を輝かせます」
です。終始ロータリーらしい真面目で真
剣な発言が飛び交い、とても熱気溢れ
るフォーラムでした。ロータリアンとし
て、いかに自分の職業にプライドを持っ
て仕事をする事が大事か、今従事して
いる仕事を誠実に一所懸命する事が社
会貢献になる等、激論が交わされまし
た。
　また、今年度の国債ロータリークラブ
のロンＤ・バートン会長は、ロータリー

の奉仕では、努力をすればする程多く
を得る事ができ、ロータリーを真に実践
し、ロータリーの奉仕と価値観を日々活
かす決意をすれば、自分がいかに素晴
らしい影響をもたらすかが見えてくるで
しょうと述べています。また、そうする
事は、ロータリークラブの超我の奉仕
の哲学にある「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
理原則にも相通じていると思います。
私もフォーラムに参加して、奉仕を通じ
て豊かな人生を送れるように、改めて
日々のロータリー活動に力を入れていき
たいと思います。

1840回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

　皆様、こんにちは。昨年6月に入会した斎藤と申
します。先ず初めに私が生まれたところは、柏市
十余二　小字鴻の巣というところに生まれまし
た。鴻の巣は戦後の開拓地区で終戦後入植した訳
です。父は、富勢連隊に配属され上官クラスにな
ると近隣に下宿が出来た訳です。下宿先は、今の
布施や花野井があり、花野井の下宿先の家が母の
実家でありそこで知り合い結婚した訳です。
　私は、柏西RCの物故会員であられる伊東幸市さ
んに仲人をしていただきました。
　会社のご案内をしますと、昭和56年に個人店と
して文具店を出店いたしました。その頃は、松葉
町も入居数が少なく商売にならず、女房と暇にま
かせバトミントンをしていた記憶があります。

　文具店としてまだまだこの地では需要が少なく、
しょうがないので隣りにパン屋さんを出店しました。
　月ヶ瀬パンから仕入れていましたが、途中からイ
ンストアベーカリーとして形態を変えました。仕入
先からは、職人も抱え込み売れましたが大変な時期
を過ごしました。そして、パン屋を閉店して店舗を
立替え今のウエルシティビルを平成6年に完成しまし
た。文具店をやるきっかけは、私は卒業後4年間電算
処理会社に勤めており、COBOLという言語でプログ
ラミングや大型コンピュータのオペレーションをし
ていました。その為、立地にふさわしいのと自分で
も機械等好きだったので文具と事務機販売を始めま
した。店舗販売と外商を行っており、シャープと沖
電気の事務機の販売を手掛けています。また、業務

卓話 斎藤 敏文 会員



の一つとして当社は、出力という事業を手掛けリ
ソー科学工業のカラー出力機を設置しております。
　この仕事は、全国的に展開している温泉施設等
がお客様です。
　商店会活動として、12年間理事長を地元で勤めて
います。柏駅前には劣りますが、国や県市から今ま
で５千万円以上の助成を受け商店会活動をしていま
す。松葉町地域も６５歳以上住民が今では３割を占
め、購買力の低下が商売に影響しています。私もこ
の辺で理事長という職を譲ろうと思っています。
　学生時代の話になりますが、大学が世田谷まで
行った関係上、アルバイトは中間地点のお茶ノ水で
しておりました。スキーショップで有名だったビク
トリアで冬は毎年していました。お茶の水という街
が好きで、喫茶店の“さぼうる”など良く行きまし
た。また、友達がジャズ研に入っていた関係でその
頃からジャズが好きになり、明大近くの“NARU”と
いうジャズ喫茶によく行っていました。ジャズ好き
が高じて、当ビルでは毎年２回ほどジャズライブを
開催しています。これは、柏神社裏手の“Nardis”　
マスターの小峰くんがお手伝いしてくれています。
毎回１００名近くのお客様が来てくれています。
　また、私は学生時代にオートバイで４４日掛けて日
本一周しました。北に向かって北海道から本州に入っ
た時には、青森のねぶた、秋田の竿灯、山形の花笠踊
りとちょうどよく見ることが出来ました。日本一周を
子供に勧められるかというと私は反対します。なぜな
ら、景色や観光地が一色単になってしまい記憶が無く
なってしまうからです。やはり、年１回か２回ゆっく
りと旅行するのが一番良いと思います。
　趣味の話になりますが、私の一番好きな趣味は
へらぶな釣りで２００５年にはシマノのジャパン
カップという大会で、関東大会を勝ち抜き全国大

会に出場したことがあります。子供のころ大堀
川、今でいう松葉町の地金堀で毎日釣りをしてい
たのが釣り好きになったようです。
　時間が来ました。私は色々な組織にも入っていま
すがローターリークラブは初心者マークです。皆様
のご指導をお願いします。話纏まりませんが、卓話
とさせていただきます。ありがとうございました。

出席報告

欠席者

出席率　84.48%

58名
9名

後藤、小林（正）、杉山、助川、染谷、高田、
田代、冨士川、湯浅　　　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
水野会員

(^^♪
斎藤会員　千葉県中小企業団体中央会松葉町商店会
　　　　　組合功労賞 受賞
浅野・飯合会員　先週日曜日 次女 6番目の孫娘が
　　　　　　　 誕生しました　真衣（マイ）ちゃん

次回の例会は2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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　 3 分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。昨日まで正月気
分でいましたが、早いものであっと言う
間に２月になってしまいました。いよい

よ、柏西ロータリークラブの姉妹クラブ
である台湾の東南港ロータリークラブ
創立４０周年記念式典参加の公式訪問
日が近づいて来ています。
　訪問される方への説明会が、１２日
（水）に、麗宮飯店で午後６時より開催
されます。お忙しい所恐縮ですが、宜し
くお願い致します。
　又、「柏西・柏南ＲＣゴルフ対抗戦」
が、５月１６日(金)に開催される事が決
定しました。ゴルフ場は、名門の龍ヶ崎
GCです。当クラブと日頃良い付き合い
のある南クラブとの親睦を深めるため
にも、出来るだけ多くの皆さんに参加し
て頂きたいと存じます。ぜひ、予定に加
えて頂けますと幸いです。
　尚、2月１９日（水）に、IMが三井ガー
デンホテル柏で開催されます。今年の
テーマは「元気あるロータリークラブと
例会」です。当柏西RCからは、副SAA
の丸山真クレストホテル総支配人が発

表者となっています。サービス業の集大
成のような仕事に従事した方ですので、
きっと大変興味深いスピーチが聞ける
のではないかと、皆さんが楽しみにして
いる事と思います。大役ですが、丸山さ
ん宜しくお願い致します。
　最後に、浅野肇さんにお子さんが誕
生されました。皆さんでお祝いをしたい
と存じます。浅野さん、おめでとうござ
います。今日、日本は人口の減少が叫
ばれていますので、子供が生まれるとい
う事はとても素晴らしく、また社会貢献
にもなっていると思います。
　話は、変わりますが、天気予報では明
日から大雪警報が発令されています。
積雪が２０～３０㎝にもなるとの事で
す。皆さん十分に準備をして、気を付け
るようにしてください。

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？

第1841、1842回通常例会、1843回合同例会（2014.2.7、2.14、2.19）
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1841回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

会報　第1811・1812・1813号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 2014-2015 年度版『ロータリー手帳』注文の依頼
１部＝６４８円 (５月下旬配布予定 )

2. 第１０分区「次年度会長･幹事会」の案内
日時；２月２６日( 水 )18：30 ～
場所；麗宮飯店
議題；次年度ガバナー方針についての報告

分区申し合わせ等の確認

3. 2014-‘15 年度米山奨学生『世話クラブとカウウンセラー引受けについて』の案内



1．助川 会員　1．助川 会員　
　

なかなか出席できないのですが、来週例会は卓話
です。
私は若い頃国体の選手で2001年のモーグル青年の
部で代表でした。
選手は皆一緒に移動しますので、里谷多英、上村
選手とも一緒でした。
女性選手はホルモンの関係で年とともに筋力画衰
えますが上村選手には期待しています。

2．浅野2．浅野 会員 会員
　

60年物のワインの話をします。62年前のイタリア
のウィスキーを飲みました。とにかく酸っぱい。
空気に十分に当てて飲んだが、何の事は無い紹興
酒みたいだった。ワインは値段だなということを
改めて実感。
今、ニッカウィスキー創始者の竹鶴政孝の研究を
している。既にニッカウィスキーを100本以上集め
た。興味のある方はどうぞ。
生まれた子供は今生後12日です。
オッパイアレルギーかもしれません。

3．水野（晋） 会員3．水野（晋） 会員

Ｑ　夫婦円満の秘訣は？
Ａ・出張が多いので、家にいるときは家のこと（家事

や子供の相手？）をやるようにしています。
・４０過ぎてからの子供なので子供を見ている
と命をつないでいくのだなァと感じます。
若いときには解らなかったことです。
・柏西クラブは、最先端を行っていることになっ
ているので、まだフェイスブックの会員になって
いない方はぜひ会員になって利用してください。

4．五十石4．五十石 会員 会員
　

今月は2/21～23まで台湾旅行に16名で行ってまい
ります。
昨年初めて台湾に同行させていただき勉強させて
いただきました。
その際にお酒をあびるほど飲み半分意識がありま
せんでしたので今回は少し控えめにし、昨年より
も勉強させていただきたいと思います。

5．田代5．田代 会員 会員
Ｑ　奥様の誕生日には何をプレゼントしますか？
円満の秘訣は？

Ａ・毎年１万円分のバラを送っています。
（周りからホウ̶！との感嘆の声）
・女房の手の内にいること
・争わず謝ること
・大きな病気をすること、優しくしてもらえる
・酒は女房の前では飲まないようにしている
（実は隠れて飲んでるとのこと）

卓話　3 分間スピーチ

出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

ゲイビ、後藤、小林（正）、斉藤、渋谷、杉山、
鈴木、住田、染谷、高田、冨士川、中村（佳）
　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

出産祝い
浅野会員（ニコニコ先回済み）

本人誕生日
五十石会員、日暮会員、松本会員、中村（博）会員

パートナー誕生日
田代会員、増谷会員

結婚記念日
水野会員



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

◯ ①2014-'15年度米山奨学生『世話クラブとカウンセラー引き受け』の件　
　（資料添付） 受けます、承認

◯

◯
承認

合同夜間例会　麗宮飯店

◯

◯ □2013‐14年度7月1日～1月31日決算報告　（資料添付） 承認

□安田勝紀新入会員の職業分類＝料理店(日本そば） 承認

□2/19(水)IMの発表者＝丸山真副SAA 承認

◯ □宇田川恵司会員2014年1月24日逝去

を贈る 承認

◯
□浅野肇会員へ慶弔金支給規定による出産祝い金(3万円)を贈る 承認

◯
⑥その他　

□11/7(金)創立40周年記念事業について 承認

× チャリティーゴルフ大会をする

□4/6(日)大堀川清掃　PM10時～ 承認

◯

◯

◯ ●次回理事会　2014年3月7日（金）〔例会終了後〕

勝　田　健　一

金　子　　　正

日 暮　　肇

慶弔金支給規定による香典10万円・供花(会長名会員一同名の二基)
中 嶋　利 生

金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

勝 田　健 一

 小 林　太 時

鈴 木　桂 三 ×

③報告事項　　
東海林  康之

金 本　元 章

嶋 田　英 明

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第9回　理事会資料　

2014年　2月  7日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

②5月23日(金)「柏西･柏南RCゴルフ対抗戦｣は5月16日(金)に変更の件



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　助川 昌弘   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
７日（金）より、ソチオリンピックがロシ
アで開催されます。前評判では、ジャン
プ女子の高梨沙羅さんや、女子フィギュ

アスケートの浅田真央さん、男子フィ
ギュアスケートの羽生結弦、男子ハーフ
パイプの平野歩夢さん等が金メダル候
補に挙がっています。日本との時差は５
時間ありますので、あまり無理に深夜ま
でＴＶを見過ぎて寝不足なさらないよう
に気を付けてください。
　また、柏南クラブとのゴルフ対抗戦の
日程が変更になりましたので、お知らせ
致します。５月２３日（金）が５月１６日
（金）に変わりました。ゴルフ場は名門
の龍ヶ崎ゴルフクラブです。夜間例会と
なりますので、間違いの無いようにメモ
をして頂けましたらと思います。
　また、安田勝紀会員の職業分類が、
料理店（日本そば）に入ることになりま
した。
　そして、宇田川恵司会員逝去につきま
しては、慶弔金支給規定により香典と
供花を、会長名と会員一同名で二基贈
らせて頂きました。
　４月６日（日）に、職業奉仕委員会

と、親睦委員会の合同主催で、大堀川
清掃と、以前記念植樹「桜」の見学会
を企画致しました。その後、榊会員の御
好意に甘えて西光院での観桜会を、親
睦を兼ねて予定しています。皆さん楽し
みにして下さい。

1842回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 宇佐見　透ガバナーエレクトより2014-15年度地区
役職に仮委嘱状の送付
中村博亘会員　1.地区諮問委員会　委員

2. 地区研修委員会　委員(RLI担当)
3. RLI　リーダー

鈴木桂三会員　1.地区ロータリー財団委員会補助金
小委員会　委員

金本元章会員　1.地区広報公共イメージ委員会　委員長
松本ユミ会員　1.地区奉仕プロジェクト委員会社会

奉仕委員会　委員

2. ロータリー財団への寄付に対し、認証状･ピンの送付
水野晋治会員　マルチプル･ポール･ハリス･フェロー(5回目)
ゲイビ･アデル会員　ポール･ハリス･フェロー

3. 2015-16年度　ガバナー候補者再度推薦の依頼
推薦期限；3月末日
理由；2013-14年度ガバナーノミニーとして指名された

宮寛(柏南RC)様体調不良のため辞退されました

4.『第10分区親睦ゴルフゴルフ』仮登録(締切2/25)の依頼
日時；4月16日(水)　7:46スタート(イン･アウト共)
場所；藤ヶ谷カントリークラブ　※乗用カート有り
参加費；3,000円　
プレー費；18,000円(税食事別)　

5. レイソル後援会より2014年度年会費(10,000円)納入の依頼



●自己紹介
氏　　名　助川　昌弘
生年月日　昭和44年3月22日　　現在44歳
出 身 校　柏第五小学校 ～ 柏第二中学校 ～ 二松

学舎大学付属沼南（現：柏）高校
中央工学校　建築設計課　卒業 ～
設計事務所へ就職

●事業紹介
社　名　㈱助川工務店
創　業　1887年　明治20年　今年127年目
初代　助川　甚太郎　創業　二代目　助川　善次郎
三代目　助川　秋蔵（現代の名工として、勲六等瑞宝章）
四代目　助川　廣　　　　五代目　助川　昌弘

卓話 助川 昌弘 会員

 初代～三代までは助川大工として仕事をしていま
したが、4代目　助川廣の代で、これからの時代は
大工だけでなく、総合請負業としてやらなければと
の思いで、昭和42年、助川工務店として法人登録し
ました。その後、柏市の発展と共に、公共事業も手
掛け、木造は元より、鉄骨、鉄筋造の物件も数多く
施工してきました。しかし、私の代は時代が大きく
変わり公共事業や大型のＰＪは減少、この10年で市
内の大きな建設会社がいくつも廃業する時代になり
ました。その中での社長交代、初めに行ったのは会
社の改革でした。交替して5年になりますが、私は
原点回帰を目指してきました。また、社員が感謝の
心と喜びをもって仕事が出来る会社づくりです。
　現在は、弊社の原点である木造建築を柱に、新
築・リフォーム事業を発展させ、公共工事や大型物
件に関しては、身の丈にあった範囲で仕事を頂いて
います。公共工事部門に関しては、一昨々年、昨年
と、校舎耐震工事、体育館耐震工事に於いて、柏市
優良工事表彰を受賞しましたし、一昨年は、県知事
より、新設小学校の体育館新築工事で、千葉県建築
文化賞を受賞しました。これは、工事に対する総合
評価点の中で決まるもので、順番がくれば与えられ
る賞ではありません、社員の能力は勿論ですが、少
数精鋭の改革をしてきた中で、会社の為に頑張ると
いう社員の意識が変化してきた結果でもあると思っ
ています。社長交代から今日までの中で、改革で大
切な事はトップのビジョンがぶれない事ではないか
と感じています。
　この5年は、経営方針と合わずに辞めた社員も多
くいましたし、経営も逃げだしたくなる場面の連続
でした。先代も父が家業を継いでからは一切口を出
さなかったと聞いています、また私の父も、社長交

代をしてからは、町会長と神社関係以外の全ての役
職を下り会社にも一切出なくなりました。私の場
合、順風万端に事業を継承するより、大変でした
が、その中でこそ多くの人に助けられている事が良
くわかりましたし、それまで考えの甘かった私には
良かったと感じています。
　実家に戻り、30歳から40歳迄10年間、ここRCに
も先輩方が沢山いらっしゃいますが、柏青年会議
所、柏JCへ入会させて頂き、副委員長、委員長、監
事、副理事長を歴任し、日本JCの国際会議支援委員
会　ASPAC（アジア環太平洋）長野大会の運営委
員会へ一年間出向しました。
そ　のご縁から、以前より増谷先輩からＲＣのお誘
いを頂いていたのですが、会社が大変な時期も重な
りまして、ようやく昨年6月、社員も社長が外に出
て行っても大丈夫となってきたようで、晴れて入会
させて頂くことが出来ました。
　本日は、大先輩を目の前にして大変恐縮している
のですが、まだまだ若輩者ですので、今後ともご指
導ご鞭撻の程を、よろしくお願い致します。
　以上で私の卓話とさせて頂きます。



次回の例会は2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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

　当クラブは毎週金曜日、12時30分より、ザ・クレ
ストホテル柏にて実施しております。現会員数58
名、11名掛けできる円卓を5台用意いたします。席
は自由席ですが、前回の例会で同席したメンバーと
なるべく一緒にならないように、名前の50音順に並
べたり、生年月日ごとに並べたりと、少しでも多く
のメンバーがコミュニケーションをとれるようＳＡ
Ａの判断で配席するようにしております。
　出席率は勝田会長年度の7月から12月の6か月で、
86.13％。毎回約50名のメンバーが出席しているこ
とになります。
　会の進行は点鐘の後、ロータリーソング斉唱、お客
様のご紹介後は全員で食事をとります。メニューは和
食3回、洋食1回の割合でございます。しばらく歓談後
は、例会の次第に沿って会長挨拶や幹事報告へと進め
て参ります。外部卓話をお願いしている例会では、会
長挨拶を少し早めに始めるなど、進行時間の調整を行
いながら、13:30に終了するようにしております。
　例会は終始和やかな雰囲気で進行しております
が、勝田会長のユーモアあふれる「会長挨拶」、金
子幹事の緊張感のある「幹事報告」、時折、中村パ
ストガバナーによるＲＩに関する解説を交えなが
ら、委員会報告やニコニコ発表などを経て、いよい
よ卓話へと進んで参ります。
私ども柏西ロータリークラブは、前年度に新入会員
が7名加わりました。今年度はこの新入会員を対象
に「内部卓話」を実施しております。卓話内容は自
由ですが、主に自己紹介と出身地にまつわる話や、
ご自身の家業の話が多いようです。皆さんひとりひ
とりの人柄が表れて、メンバーとより一層近くなれ

る、とても良い企画であります。　
もう一つ卓話に代わる企画としましては、幹事司会
による「3分間スピーチ」というコーナーがありま
す。これは司会をＳＡＡから幹事に交代しまして、
司会者の独断で出席しているメンバーを指名し、3
分間お話をしていただくものです。誰が指名される
か全くわかりませんので、スリル満点であります。
また例会場の入り口手前には、ラウンジのようないわ
ゆる「いこいの広場」を設けております。ここでは例
会開始前のおよそ30分、また例会閉会後の30～40分は
メンバー達の「異業種交流会」が行われております。
日頃違う業界の方同士が、コミュニケーションを図る
絶好の場所でございまして、世間話のみならず、時に
「新しいビジネス」が生まれたりもします。活発に、
且つ和やかに会話をする場となっております。
 私ども柏西ロータリークラブの今年度会長であります
勝田会長は、「奉仕を通じて豊かな人生を」というテー
マをかかげて会長職を務めていらっしゃいます。例会
は奉仕の理想を探求するために、また会員の交友を深
め親睦を図る場として、とても重要であると考えてお
ります。例会が楽しく有益になるために、そして豊か
な人生を気づく一助となるようにと、通常例会のみな
らず、夜間例会でジャズ奏者を招聘するなど、エン
ターテイメントにもこだわって運営して参りました。
 私たちＳＡＡもこうした会長の思いを実現すべく、
例会運営に臨んでおります。第10分区他クラブの皆
様、毎週金曜日12時30分よりザ・クレストホテル柏に
て例会を実施しております。メーキャップップで是非
お越しください。お待ちしております。

1843 回合同例会
第 10 分区合同例会及び Intercity Meeting
Intercity Meeting 発表者 副 SAA 丸山 真　－クラブの例会報告－

2月 19 日（水）

柏西 RC　丸山真副 SAA　発表 総評；　中村博亘パストガバナー 「ゴールデンホークス」の躍動感ある
チアダンスの演技



2013-14 年度 国際ロータリー第 2790 地区  

第 10 分区合同例会及びＩ．Ｍ．プログラム 

 

【日時】 2014 年 2 月 19 日（水）１２：００～ 

【場所】 三井ガーデンホテル柏３Ｆ 天空の間 

 

≪合同例会≫ 司会 ＳＡＡ 

１１：３０～      登録受付 

１２：００～      お食事 

１２：３０       点鐘 

            国歌斉唱 

            来賓紹介・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

物故会員への黙祷 

参加クラブ紹介・・・・・・・・・・・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

            ホストクラブ会長歓迎の言葉・・・・・・柏ＲＣ会長  常井 典夫 

            来賓挨拶・・・・・・・・・・・・・・・柏市 市長  秋山 浩保 

            幹事報告・・・・・・・・・・・・・・・柏ＲＣ幹事  中沢由岐子 

             

１２：５０   休 憩 

 

≪Ｉ．Ｍ．≫ 司会 ガバナー補佐幹事 中山 浩一 

 

テーマ『元気あるロータリークラブと例会』 

１３：００～      ガバナー補佐開会の挨拶・・・・・・・・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

１３：０５～      基調卓話 ＩＭリーダー ・・・・・・・パストガバナー 中村 博亘 

１３：３５～      ―各クラブの例会報告― 

            我孫子ロータリークラブ  ＳＡＡ  服部 広司 

            柏西ロータリークラブ   副ＳＡＡ 丸山 真 

            柏東ロータリークラブ   ＳＡＡ  荒木 賢治 

            柏南ロータリークラブ   ＳＡＡ  櫻井 好美 

            柏ロータリークラブ    副ＳＡＡ 勝田 秀一 

 

１４：１５～       グループディスカッション 

            『わがクラブの例会へ期待する事』 

 

１４：４５～       グループ発表  



 

１５：１５～     総評・・・・・・・・・・ ・・・・・・・パストガバナー 中村 博亘 

    前ガバナー補佐への感謝状及び記念品贈呈・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

           次期ガバナー補佐紹介・・・・・・・・・・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

           次期ガバナー補佐挨拶・・・・・・・・・・・・我孫子ＲＣ 松本 憲事 

           次期ホストクラブ会長挨拶・・・・・・・・・・我孫子ＲＣ 上村 文明 

 

１５：３０      ゴールデンホークスの紹介及び演技披露 

 

 

１６：００      閉会の点鐘･･・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー補佐 風澤 俊夫 

 

≪懇親会≫ 

１６：１５～      三井ガーデンホテル柏２Ｆ 北斗の間 



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？

第1844回通常例会（2014.2.28）
■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/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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1814号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

　2月21日（金）より2月23日（日）まで2泊3日で台
中港東南ロータリークラブへの公式訪問に榊訪問団
長以下総勢16名行っていました。
参加メンバー
勝田会長夫妻、金子幹事、榊隆夫団長、森市直樹会員、
鈴木子郎会員、鈴木健吾会員、鈴木桂三会員、嶋田
英明会員、金本元章会員、日暮肇会員、柳肇会員、
水野晋治会員、五十石真由美会員、水留茂之会員、
中村靖会員

　柏を朝6時に出発し、羽田空港より台湾松山空港
へ、現地では台中港東南RC会長、幹事を含む６人
のメンバーに出迎えていただきました。
　その後バスで台中市に移動し、夜はホテルの宴会
場で歓迎晩餐会が開催されました。
　台中港東南クラブのメンバーや夫人も多数参加し
ていただきご馳走やお酒もたくさんいただき楽しく
親睦を深める事ができました。
　二日目は観光組とゴルフ組に分けれ、ゴルフ場で
はメンバーに朝食まで用意していただき、ゴルフク
ラブもメンバーのものを借り、当クラブからは9
名、台中港東南RCからは3名が参加し、穏やかな天
候の中楽しくプレーしました。ゴルフは昼過ぎに終

わり、その後はゴルフ場のレストランでまたもや大
宴会が始まり大いに盛り上がりました。
　観光組は寺院などを巡ったとの事です。
　その夜は今回の目的であった台中港東南RC設立
35周年記念式典に参加しました。式典では勝田会長
も登壇し祝辞を述べさせていただきました。
　懇親会ではメンバーのご夫人方が中心となった余
興もあり大いに盛り上がり「台湾式乾杯」で何度も
乾杯をさせていただきました。
　また、恒例となった柏西のメンバーによる「北国
の春」合唱し、最後には全員で手をつなぎ音楽に合
わせ会場を回り楽しい懇親会となりました。
　3日は朝8時前の出発にも関わらず、メンバーがお見送
りに来ていただき秋の再開を誓いお別れをしました。
　その後台北市に戻り、ハイアットリージェンシーホテ
ルのレストランで昼食を取り、商売繁盛の寺院に行き参
拝をし、免税店に寄り空港へ向かいました。
　日本へは午後8時半ごろ到着し、ワゴン車分乗し
柏に戻りました。
　2泊3日の旅行で4回の宴会とお酒を飲む機会が多
かったですが、台湾メンバーの熱烈な歓迎に感謝が
絶えない旅行となりました。

台中港東南扶輪社設立 35 周年公式訪問 2月 21（金）～2月 23 日（日）



ツアーNo.00003227

御旅行行程表 作成日:2014年02月12日

柏西ロータリークラブ 様

コース名
台中港東南ＲＣ３５周年式典ツアー２０
１４

期　間 2014年02月21日(金)～2014年02月23日(日) 3日間

人　数 大人 15名 小人 0名 合計 15名

月日 都市名 時間/交通機関 コース／スケジュール 食事

1
2/21
(金)

集合 05:40 柏西口りそな銀行

柏 06:00 柏西口りそな銀行前よりワゴン車にて羽田空港へ。

現地集合 07:30

羽田 09:20 羽田より全日空1185便にて松山国際空港へ。

NH-1185 機内

台北（松山） 12:25 入国手続き

13:00 到着後、貸切バスにて台中へ。

台中 17:00 テンパスホテルにチェックイン

18:00 貸切バスにて歓迎晩餐会　台湾料理 夕：○

台中 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル泊

2
2/22
(土)

朝食：ホテル 朝：○

現地

観光組：ゴルフ組

17：00 ホテル

金本会員　合流

３５周年式典 夕：○

台中 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル泊

3
2/23
(日)

08:00 朝食：ホテル 朝：○

09:00 チェックアウト

貸切バスにて途中民芸品店と免税店立ち寄り台中へ

11:30 台北　晶華軒（広東料理）にて昼食 昼：○

14:30 台北松山国際空港に到着

台北（松山） 16:50 台北松山空港より全日空1188便にて羽田空港へ。 機内

NH-1188

羽田 20:40 到着後、ワゴン車にて柏へ。

柏 22:30 お疲れ様でした！

都市 連絡先名・住所 TEL(上)／FAX(下)

利用ﾎﾃﾙ 台中
永豊桟酒店台中（テンパスホテル・台中） ＴＥＭＰＵＳ　ＨＯＴＥＬ　ＴＡＩＣＨＵＮＧ 886-4-23268008

886-4-23268060

利用ﾎﾃﾙ 住所
台中市西屯区中港２段９号

現地旅行
社

開発旅行社有限公司　 02-2711-0045
台北市長安東路2段184号5F

担当者
林儀欣MS（日本語可）携帯：0933-528-399

備
　
考

PAGE 1/1

千葉県知事登録旅行業　第３－８５３号

株式会社アクタス(細田観光)　本社

TEL：04-7128-6421 FAX：04-7128-6491

代表取締役：細田　啓介 総合旅行業務取扱管理者：細田　啓介

担　当　者：五十石真由美

〒277-0872 千葉県柏市十余二313-202



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　杉山　 智   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。２３日に台中港
東南ＲＣ３５周年記念式典に出席して参
りました。会長の王焜森（MORI）さん、
幹事の何炳煌（GLOBE）さんを始め、
皆さんに大歓迎をして頂きました。これ
も、歴代の柏西ロータリークラブの先輩
方が気づいてきた３３年間の歴史の賜物
と思い、感謝申し上げます。
　私達は、総勢１６人のメンバーで訪台
致しました。団長には、国際奉仕（姉妹
クラブ）委員長の榊隆夫さんに務めて頂
きました。大宴会場の中で、堂 と々柏西
ロータリークラブと台中港東南ＲＣとの
姉妹クラブの絆、今後のお付き合いの仕
方等について御挨拶をして頂きました。
　到着日の２１日から２３日の最終日ま
で、台中港東南ＲＣの皆様には終始大
歓待頂きました。台湾流「おモテナシ」
をたくさん受け、大満足を致しました。

また、ゴルフ組は、優勝が金子幹事、準
優勝が嶋田英明さんでした。
　今回の旅行では、五十石さん、奉仕委
員会の森市直樹さん、職業奉仕委員長
の嶋田英明さん、ＩＴ雑誌広報委員長の
水野晋治さん、水留茂之さん、中村靖さ
ん、柳　肇さん、他皆さんに活躍して頂
きまして、本当に有難うございました。
お疲れ様でした。「感謝！」
　又、２１日、２２日にはＲＹＬＡがあ
り、青少年奉仕委員長の杉山智さんに
参加して頂きました。みくに幼稚園の先
生方に協力して頂きました。急な要請に
も関わらず快く参加して頂きまして、とて
も感謝しています。
　これからの日本を支えるのは、子供や
若い人たちです。杉山智先生には、ぜひ
立派な日本人をたくさん教育して頂きた
いと思います。

1844回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 第 10 分区会長・幹事会開催の案内
日時；3月12日 ( 水 )　19：00
場所；三井ガーデンホテル柏
会費；一人　5,000 円　

2. 地区社会奉仕セミナー開催の案内
日時；3月14日 ( 金 )　14：00 ～15：30
場所；千葉市民会館

　平成26年（2014年）2月21日から23日にかけて、
台中港東南ロータリークラブの創立35周年記念式典
に、勝田会長、会長夫人をはじめとして総勢16名で
訪台し、参加してまいりました。
　私どもは、台中港東南ロータリークラブのクラブ
を挙げての大歓迎を受けました。まず台北の飛行場
に台中港の会長をはじめ主要なメンバーに出迎えを
いただきました。その晩は、歓迎会、翌日は2班に
分かれて、ゴルフの接待と市内観光の接待を受け、
夜は、35周年記念式典に参加というスケジュールで
した。
　この間、私どもは、それぞれ今後の姉妹クラブの
交流をどういう形で進めるのがベターなのか、台中
港東南クラブの会員と話し合いの機会を窺いました
が、今回のスケジュールの中では、なかなかその機
会がありませんでした。
　私としても何らかの感触を得たいと、市内観光の

昼食の折り、レースさんとメディスンさん、それと
幹事のグローブさんを交えて、今後の交流の在り方
について、尋ねたところ、お互いの交流は、それぞ
れの五年毎の創立記念式典に相互に訪問しあうこと
に合意している旨のお話でありました。
　そこで、帰国後相互の交流の記録を調べますと、
台中港東南クラブの訪日は、柏西ロータリークラブ
の五年毎の創立記念式典に合わせてのものでした。
　それにひきかえ当西クラブは毎年のように訪台し
ている実態がありました。
この原因は、どこにあるか分かりませんが、今後
は、五年毎の相互訪問ということを西ロータリーク
ラブ全員が、共通理解し、守っていかねばと考えて
います。
　又、姉妹クラブ締結の記念交流は、それぞれその
時点で話し合って、どうするか決めるのが良いので
はと考えます。以上ご報告いたします。

台中港東南扶輪社設立 35 周年公式訪問 報告 榊 隆夫 会員



出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

小阪、後藤、小林（正）、渋谷、東海林、助川、
染谷、高田、中村（佳）、冨士川、升谷、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

　今の青少年の気になるところは失敗を極端に恐れる
ことです。失敗をするから、反省をし、次へのステッ
プとなります。失敗をするから忍耐を覚え、勇気が育
ちます。失敗をするから、他者の存在に気づき、共に
活動する喜びを知ります。失敗から学び、成長をしま
す。どうぞ、たくさんの失敗を経験してください。そ
して、その体験を認めてあげてください。
今回のＲＹＬＡは習志野で開催されました。高校２
年生の男子、野球部に所属し頭は丸刈りの好青年を
引率していきました。渋滞に巻き込まれてしまった
道中でしたが、人生のこと、将来のこと、野球のこ
と、家族のことなどを話しながら会場へ。千葉県内
より集まったロータリーメンバーと地区のリーダー
を目指す青少年総勢５０名ほどが１泊２日の研修に
参加しました。ＲＹＬＡの内容については自己を見
つめ仲間と協力して問題解決を図るものとだけ行っ
ておきます。経験して初めて得られるものがたくさ

んあります。ぜひ、柏にしロータリーのメンバーに
は１度経験してもらいたいものです。参加してこん
なことを思いました、ある方の文章の引用です。
　心を育てるために
子どものころに抱いた疑問や不思議への問いかけ
は、けっして大人によって答えられてはならない。
というより、その質問は大人にはもともと答えられ
る筈がないものなのだ。子どもはそれを何年も何十
年もかけて追い求め、自分が何を探していたかを忘
れかけた頃、はじめて謎を解く鍵を与えられるので
ある。
謎こそが子どもの命であり、不思議こそが子どもの
糧なのである。大人にできることは、子どもの疑問
に性急に答えることではなく、せめて子どもがその
問を胸に大切に抱き続け、いつの日にか自分で答え
を手にするのを、そっと見守り続けることしかない
のだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

卓 話 2月22（土）～2月23日（日）

次回の例会は3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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



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？

第1845、1846回通常例会（2014.3.7、3.14）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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1815・1816号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　鈴木 子郎   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様　こんにちは。
いかがお過ごしでしょうか。
　また、柏市でマスコミをにぎわすよう
な事件が発生してしまいましたね。柏市

あけぼので起きた殺傷事件です。連日、
テレビや新聞等で話題になっています
が、本当にあまりにも身近なところでの
出来事なのでビックリしました。
　犯人は、24歳の若者で仕事もしない
で生活保護を受けながら尚且つ親から
仕送りをしてもらっていたとの事です。
　それで、マンションに住んでいるという
ことですが、何かおかしい気が致します。
　犯人には、心から話し合える友達は一
人もいなかったとのことです。逮捕され
た時には、（チェックメイト）と叫んでい
ました。チェスのゲームが、終わった時
の意味だそうです。私は、本人のこれか
らの人生が終わったのだと思います。
　4日に台湾訪問旅行の山返しが、八
ちゃんで行われました。
　お陰様で何のトラブルも無く無事に台
中港東南RCの皆様と懇親を深め柏西
RCとの友情を確かなものにできたこと
と思います。訪問団長の榊さん大役お疲
れ様でした。又、旅先では色 と々細かな
ところまでご配慮をして頂いた五十石さ
んありがとうございました。

　水野さん、中村さん、榊さん、水溜さ
んの献身的なご協力ありがとうございま
した。その他、皆さん本当に最後までた
くさんのご協力をして頂きましてありが
とうございました。
　最後に今日の午前中、奉仕プロジェク
ト委員長の森市さんと人間尊重委員長
の岡島さんをはじめ、松本隆一郎さん金
子幹事と住田さんと一緒にマザーズガー
デン（特別養護老人ホーム）に慰問に
行ってきました。
　天候も良く、又、施設も閑静で広い敷
地の中にあり（風さわやかな森の家）そ
のままの素敵な建物でした。
　皆で、庭にチューリップの球根を植え
ました。後藤施設長に広い館内をくまな
く説明を聞きながら見学させて頂きまし
た。参加した会員の中で将来のために
予約をしたいとの申し入れをした方がい
ましたが、要介護４以上にならないと申
し込みはできませんと断られてしまいま
した。入居者の方もゆっくりとした恵ま
れた環境の中で毎日暮らしていけるの
は幸福だなとしみじみ感じました。

1845回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 会長エレクト研修セミナー開催の案内
日時；3月29日 ( 土 )　13：30 ～
場所；ホテル　ザ・マンハッタン

2. 柏南ロータリークラブ『観桜例会』の招待 (会長・幹事 )
日時；4月1日 ( 火 )　18：00 ～
場所；廣池学園　れいたくキャンパスプラザ　3F

3.　受信　《冊子》山田 RC「第 42 回やまだの作文」

　新しい会員さんが多くなりましたので、今日は最
初に自己紹介をさせて頂きます。司会者から紹介さ
れた通り鈴木子郎です、宜しく、通称シロウさんで
す。昭和48年9月に㈱消防機材センターで38歳の時

独立させて頂きました。少しPRさせて頂きますが
仕事の内容は自動火災報知設備の工事と工事後の消
防設備のメンテナンス業務が主体です、どうか宜し
くお願い致します。

卓話 鈴木 子郎 会員



特別養護老人ホーム マザーズガーデン訪問 3月7日  人間尊重委員会  岡島昭信

人間尊重委員会では、3月7日特別養護老人ホーム・マザーズガーデンにフェイスタオルとゆりの球根を贈呈
しました。タオル贈呈式とゆりの球根の一部を植栽を行いました。

出席報告

欠席者

出席率　79.31%

58名
12名

小阪、後藤、小林（正）、斉藤、渋谷、杉山、
助川、染谷、冨士川、中村（佳）、宮城、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
小溝会員、馬場会員、高田会員、森市会員、増谷会員
安田会員、塚本会員、水留会員

パートナー誕生日
日暮会員、嶋田会員、塚本会員、鈴木（健）会員、金本会員

結婚記念日
鈴木（子）会員、勝田会長、中村（博）会員

(^^♪
後藤会員　タオル、球根、慰問訪問ありがとう 大ニコ
柳会員　　台中の山返しありがとう
鈴木（健）会員　孫の大学合格おめでとう

ビジター

松丸 隆一（柏RC）

　今年は柏西ロータリー40周年の年に当たり不運と
云うか幸運にも柏西ロータリークラブ40周年記念事
業の実行委員長に指名されました。会員皆様のご支
援を頂きながら進めていきたいと思います。正式に
は次年度日暮肇会長年度にならないと非公式ではあ
りますが、記念式の会場は、ザ・クレストホテル
柏、開催日は2014年11月7日（金）の予定です、又
記念事業はチャリティゴルフを10月17日（金）に
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎で行う予定で進めておりま
す。会員皆様のご協力とご支援を宜しくお願い申し
上げます。
　折角の機会でありますので今日は36～7年前に、
この素晴らしい柏西RCに何故入会したか、柏青年
会議所通称JCの先輩でした石川先輩の話を聞いて
ロータリークラブの素晴らしさ、ロータリー財団、
米山奨学会の寄付は交換留学生の資金として使う、
日本で有名な国連高等弁務官の緒方貞子さんなど世
界には多くの方々が活躍されている、又世界中に多
くの知人が増え遠い未来には世界中に友達だらけで
戦争のない世界がくるかも！そんな会話が昨日のよ
うに思います。その当時、昭和50年代は1ドル360円
でした、財団の寄付は一口1000ドルですので36万

円、それが最近では1ドル100円前後になりました、
また米山の方は一口30万円でしたが、今では一口10
万円になりました。
　会員の皆様！今でしょう！桂三さんや米山奨学会
の千秋委員長に私の方からもお願い申し上げます。
　ロータリー網領第二に職業奉仕の委員会について
会員個人の仕事を通じて社会に奉仕してください、
それは会社の従業員にもこの事を理解出来るように
教育し共に良い仕事をして地域に貢献できるよう努
力すること。
　そして地域の業界で一番になれるよう道徳心を高
めることによって成長するとのこと。素晴らしい団
体だと思います。お互いに仕事に頑張りましょう。



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

①6月12日（木）～13日（金）親睦（打上げ）旅行の件　（添付資料） 承認

個人負担 ゴルフ；3,000円

観光；1,500円
懇親会・宿泊のみ；10,000円

②報告事項　　
□ 米山記念奨学生　世話クラブ決定 承認

　咸光珉（ハンガンミン）様　男性　韓国
千葉大学　博士課程2年生

□ 2013‐14年度7月1日～2月28日決算報告　（資料添付） 承認

□ 5/16(金)「柏西・柏南RCゴルフ対抗戦」 承認

ゴルフ場；竜ヶ崎GC　9：00スタート
集合時間；8：30
プレー費；18,000位（食事付）
参加費；2,000円
合同例会；麗宮飯店　18：00点鐘

□ 台中港東南扶輪社公式訪問決算報告　（資料添付） 次回

□ レイソル後援会2014年度会費10,000円納入 承認

③その他　
□ バナー（残２８本）作成について

  50本×＠2300＝115,000円　◎ 承認

100本×＠1890＝189,000円

□ 40周年記念事業「チャリティーコンペ」開催　案

●次回理事会　2014年4月4日（金）〔例会終了後〕

◯

◯金 子　   正

森 市  直 樹

◯

◯

◯

◯

鈴 木　桂 三 ◯

◯

×

◯

◯

◯

◯水 野　晋 治

馬 場　　弘

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第9回　理事会資料　

2014年　3月7日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一

金 本　元 章

勝　田　健　一

金　子　　　正

日 暮　　肇

中 嶋　利 生

 小 林　太 時

東海林  康之

嶋 田　英 明

増 谷　信 一



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　浅野 肇　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様こんにちは。ようやく春めいた気
候になって参りました。このまま穏やか
な日が続いてくれると有難いのですが、
この時期は三寒四温と昔から言われて
いるように、気温の変化も大きく油断は
できません。
　３月１２日に、三井ガーデンホテルに
て第１０分区の会朝幹事会が開催され
ました。各クラブとも、会員増強に力を
入れているとの事です。また、４月１１日
（金）に風沢様には、当柏西ロータリー
クラブに公式訪問をして頂きます。皆様
ご期待ください。
　話は変わりますが、本日は、故宇田川
恵司会員の御子息が、先日の葬儀に関
して御礼の御挨拶に来て頂いています。
後程、お話をして頂きますので宜しくお
願い致したいと存じます。
　それから、残念なことに、小坂博司会

員が３月の移動により、日本でも有数の
大きな支社である「岐阜支社」へご栄転
になります。３年間柏西クラブの為にご
協力を頂きまして、誠に有難うございま
した。小坂会員には、新転地における一
層のご活躍をお祈り申し上げます
　又、小坂会員の送別会を行いたいと
思っておりますので、皆様宜しくお願い
致します。後程、小林親睦委員長と打ち
合わせの上、追ってお知らせしたいと思
います。
　最後に染谷照夫会員の父上（染谷普
一）様、３月９日午前１０時１８分に、享
年８７歳でご逝去されました。謹んでお
悔やみ申し上げますと共に、ご冥福をお
祈り申し上げます。
　尚、詳しい通夜、告別式の日程は、分
かり次第皆様にお知らせいたします。

1846回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1.2014 学年度　米山記念奨学生　世話クラブ決定のお知らせ
咸光珉 (ハンガンミン ) 様　　男性　韓国
千葉大学　博士課程 2 年生

2. 第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会の案内
期日；4月16日 ( 水 )
【親睦ゴルフ】スタート；7：46

場所；藤ヶ谷カントリークラブ
参加費；3,000 円
プレー費；18,000 円 ( 税食事代別 )

【合同例会】点鐘；18：00
場所；三井サンガーデンホテル柏

3.例会変更のお知らせ
松戸 RC；3/26( 水 ) 家族移動例会

4/16( 水 ) 移動例会 (健康診断 )
4/30( 水 ) 休会

柏東 RC；3/27( 木 ) は 3/25( 火 ) 我孫子RCとの親睦クラブ及び合同例会に
振替の為休会
4/10( 木 ) 観桜例会
4/17( 木 ) は 4/16( 水 ) 第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会に振替の為休会



　皆様こんにちは、浅野肇です
　昨年入会して早くも半年が経過しまして、今回同
時に入会した方の中では最後の卓話の順番になりま
して、満を持してといった所でありますが、最初は
卓話くらいなんてこたぁねえよと思っていたんです
が、先月の３分間スピーチをトップバッターで振ら
れまして、さすがに準備しないと２０分の間は持た
ないなと痛感しまして、本日はこのようにちゃんと
原稿を書いて参りました。
　まずは私が柏西ロータリークラブ初の、と言いま
すか、多分千葉県では初めての親子会員なのではな
いかという事らしいんですが、親子会員のくせに親
父と苗字が違うのは何故かという所を含めまして、
まずは自己紹介から始めさせて頂きます。
　私の生まれは１９７３年、昭和４８年で、生まれ
も育ちもここ柏なんですが、１９７３年の柏と言い
ますと、駅前に高島屋とそごうがオープンした年だ
そうでございます。しかも昭和４８年というのは団
塊ジュニアのベビーブームのピークの年でありまし
て、昭和４８年生まれの人口は２１０万人、これは
２０１３年のほぼ倍の出生数だそうであります。な
にしろ人口が多いという事は競争も激しいという事
で、例えば私が大学に進学した１９９２年は、大学
進学者の現役の割合が５６％、つまりほぼ半数が浪
人生だったという事でございます。ちなみに現在の
現役率は８４％程度との事だそうです。
　という事で高校受験はそこの東葛高校を受験した
んですが見事に不合格で、滑り止めの明治学院高校
に入学して、そのまま明治学院大学、こちらは今週
発売の女性週刊誌で、ジャニーズのタレントが在籍
しているという事でちょうど話題になっています
が、こちらを親父の払ってくれた授業料を無駄遣い
して卒業したというわけであります。
　卒業後は書籍問屋、取次と言うんですが、この日
販という会社に２年間お世話になりまして、その後
に西口アサノに入社したというわけであります。
　で、この会社なんですが、簡単に説明しますと、
そもそも母親の実家の会社でありまして、そこが見
事に女系の家系でありまして、例えば親父から見る
と孫が６人いるんですが、全員女の子であるという
ぐらいに徹底した女系であります。だから婿養子を
取ったりしてたんですが、数代ぶりに私が生まれた
ので、母方の浅野さんに養子縁組して、一代飛ばし

て相続させれば相続税もお得とか考えたのではない
かと、自分で考えた事でもなければ、あんまり詳し
く経緯を聞いた事がないんで、そのへんはなぁなぁ
で済ませておきたいと思います。
　家族構成なんですが、現在は嫁と生まれたばかり
を含む娘２人で休日は長女の習い事の送り迎えや、
買い物の代行などで休日が休日になっていない日々
を過ごしています。５年前に結婚するまでは自転
車、ロードバイクを趣味にしていたんですが、結婚
式の準備をしている当たりから時間に余裕がなく
なって、まとまった時間が取れなくなったしまった
んですね。なので時間を小分けにしてもできる趣味
を探していたんですが、今は夜に娘２人が寝静まっ
た後、パソコンをやりながらウイスキーを傾けるの
が安らかな時を過ごす方法になっています。
　というわけでお待ちかねのお酒の話しに移らせて
頂きます。２年くらい前から柏に工場のあるニッカ
ウイスキーを趣味にしまして、きっかけは友人の
持っていたニッカウヰスキー余市工場限定の原酒の
２５年ものを飲ませて貰った事から始まりました。
あまりのおいしさに目から鱗が落ちまして、それを
きっかけに酒屋を回って売れ残りを安く買ったりし
てたんですが、２年前に「マイウイスキーづくり」
という、要するに２日間蒸溜所に行って、かまどに
石炭を入れたり、樽を作ったりして、ウイスキーづ
くりの真似ごとをするという企画が年に何回か抽選
でありまして、これに当選したわけです。んで、北
海道の余市、これ余市ってのは良い地、ではなく酔
い地、と発音するんですけれども、こちらに行って
参りまして、２日間、余市蒸溜所で実習をして来た
んですね。ちなみに、１０年後、この時に仕込んだ
ウイスキーを受け取る事ができまして、１本だけな
んですけど、１本８０００円で追加で購入すること
もできるんですね。
こういうイベントに参加してきた事でニッカウヰス
キーが大好きになってしまいまして、ニッカウヰス
キーのコレクションを始めてしまったわけです。ウ
イスキーのコレクションと言っても、そのへんの酒
屋さんで売ってるのを買っておしまいというわけで
はなくて、ニッカができて今年で８０周年になるわ
けですから、既に発売終了になってしまったウイス
キーというのもいっぱいあるわけです。そこで地方
の古びた酒屋に売れ残っているウイスキーだとか、

卓話 浅野 肇 会員



インターネットオークションを探して、と言っても
予算に限りがあるので、１本３０００円以下とか予
算を区切ってですね、ちまちまと買っていたわけで
す。それでお酒の種類が揃ってくると、今度は集め
たお酒の目録作りを始めて、ニッカウヰスキーが８
０年間で出した全てのお酒の目録を作って、それを
ニッカに寄贈して、その御礼に前の社長に柏工場に
招待して貰ったとかありましたね。
　それから、ネットのオークションを見ていると、
時々竹鶴政孝の、竹鶴政孝ってのはニッカウヰス
キーの創業者なんですけど、その伝記が時々出品さ
れていまして、何しろ本屋さんなもんですから、つ
い時々落札してしまうわけです。そうして数冊溜
まってきて読み込んでますと、何しろ明治生まれの
人の話で、イギリスに留学にも行ってるわけですか
ら、現地の事とか、みんな書いてある事がバラバラ
なわけなんですよ。そこでそのニッカの前社長の方
にお願いして、ちょっとニッカの社内の資料を見せ
て頂けないかとお願いして、貴重な資料をいろいろ
見せて頂いたわけなんですね。で、２年前の年末頃
から竹鶴政孝の伝記を書き始めて、ネットで発表し
ています。最初は半年もかければ終わるかなと思っ
てたんですが、書いてる途中に仙台とか大阪に取材
に行ったりして、国会図書館なんかも１０回くらい
行ってるんですけれども、今、１年４ヶ月かかって
やっとあと１０年でお亡くなりになる所まで話が進
んだんですね。それでもあと１０年分の事を書くの
にあと３ヶ月くらいはかかりそうな感じなんです

が、そうして書いているうちに、竹鶴政孝が朝ドラ
になるという話が出まして、ひょっとしたら私が書
いたのをみてヒントにしたんじゃないかと薄々疑っ
ているんですが、そんなわけで今年の９月から
「マッサン」という、これは竹鶴政孝のイギリス人
の奥さんが竹鶴政孝を呼ぶときの愛称なんですけ
ど、これが放送されるわけです。今「ごちそうさ
ん」というたいめいけんをモデルにしたドラマを
やっていて、その１つ前は有名な「あまちゃん」
だったわけなんですが、「マッサン」は朝ドラ９１
作めにして初めての外国人ヒロインになるんです
ね。先日キャストの発表がありまして、アメリカ人
の、２８歳の日本語が喋れない方に決定したと発表
がありました。ここは是非皆様も毎朝御覧頂いて、
夜にお酒を飲みながらお話できればと思います。な
にしろまだ若輩ですので、奢られる気は満々ですの
で、ぜひ一声かけて下さればと思います。といった
わけで卓話、終了させて頂きます。ありがとうござ
いました。



出席報告

欠席者

出席率　81.03%

58名
11名

ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、東海林、杉山、
高田、塚本、冨士川、牧野、松本　　  各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
助川会員

パートナー誕生日
助川会員

(^^♪
小阪会員　3年間お世話になりました
　　　　　3/31付 岐阜支社へ異動になりました
宇田川さん　葬儀の御礼　大ニコ

次回の例会は3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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文

■ 4 月 4日（金）【通常例会】
- お祝い事理事会（10）-
卓話＝3分間スピーチ

　
■ 4 月 11 日（金）【通常例会】

卓話＝小林正直 会員
　
■ 4 月 16 日（水）【合同例会】
- 第 10 分区親睦ゴルフ及び合同例会 -
□親睦ゴルフ　時間；スタート 7：46

場所；藤ヶ谷カントリークラブ
参加費；3,000 円
プレー費；18,000 円（税食事代別）
※各自精算

□合同例会　　点鐘；18：00
場所；三井サンガーデンホテル柏

■ 4 月 18 日（金）【休会】
4/16 に振替

　
■ 4 月 25 日（金）【通常例会】

卓話＝安田勝紀 会員
　

《その他の行事》
◆ 4/6（日）『大堀川清掃と懇親会』

13：00～　西光院集合
◆ 4/17（木）『次年度委員長会議』

19：00～　ザ・クレストホテル柏
◆ 4/29（火＝祝）『地区研修セミナー』

4 月の行事予定



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

①創立40周年記念事業チャリティーゴルフコンペ開催の件 承認

承認

承認

承認

②その他

承認

承認

承認

承認

承認

承認

×

◯金 子　   正

森 市  直 樹

◯

◯

×

◯

鈴 木　桂 三 ◯

◯

×

◯

◯

◯

◯水 野　晋 治

馬 場　　弘

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　持回り　理事会資料　

2014年　3月14日

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一

金 本　元 章

勝　田　健　一

金　子　　　正

日 暮　　肇

中 嶋　利 生

 小 林　太 時

東海林  康之

嶋 田　英 明

増 谷　信 一



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？

第1847、1848回通常例会（2014.3.28、4.4）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月創 立 1975年11月 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1817・1818号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　古田 穰治   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　九州や西日本各地では、桜の開花宣
言が届いています。日本人は昔から桜

の花が大好きな方が多いと聞きます。
　もちろん、桜の花がきれいな事は一
番でしょうがそれ以外に桜の花の咲き
方と、その花の見ごろの期間の短さ。
又、散り方の早さ等に原因があるように
思います。
　又、花見と言いますと恒例の観桜会
が4月1日に、柏南ロータリークラブ（柏
南RC）で、4月1日火曜日に開催されま
す。ちょうど、一番の見頃時だと思いま
すので時間の都合のつく方は是非、ご
参加くださいますようお願い致します。
　米山記念奨学会より鈴木子郎会員の
寄付に対し、米山功労者（第５回マル
チプル）感謝状が届いています。鈴木子
郎会員ありがとうございました。（感謝
状を渡す。）
　又、R.L.I　ロータリーリーダーシップ
の研修を金子幹事が千葉市で3日間受
講されました。研修の講師は、中村パス
トガバナーです。ロータリーの事をしっ

かりと学んできましたので、後の任期の
三ヶ月間、多いに活躍してもらえるもの
と楽しみにしています。
　最後に、研修委員会主催の研修会
（３回目）が、本日１８時より柏商工会
議で開催されます。今回は上級編とい
う事です。炉辺会議も兼ねていますの
で１人でも多くの皆様のご参加をお待
ちしています。ロータリークラブの理念
や重みを学ぶ絶好の機会だと思いま
す。今回が最後ですので、有意義で楽
しい研修会にしたいと思います。
　担当研修委員長の増谷さんや、講師
の中村パストガバナーからも是非皆さん
に参加をして頂きたいとの事です。
　年度末でお忙しいとは思いますが、
宜しくお願い致します。

1847回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 次年度会長・幹事会開催のお知らせ
日時；4月9日 ( 水 )　18：30 ～
場所；麗宮飯店
議題；次年度ガバナー補佐会議報告

2.宇佐見透ガバナーエレクトよりシドニー国際大会の
『委任状』提出の依頼

3. 地区研修・協議会開催の案内
日時；4月29日 ( 火・祝日 )　10：00　点鐘
場所；アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール

4. 米山記念奨学会より鈴木子郎会員の寄付に対し、
米山功労者 (第 5回マルチプル ) 感謝状の送付

5. 米山梅吉記念館　春季例祭の案内
日時；4月26日 ( 土 )14：00 ～
場所；米山梅吉記念館ホール

6.《受信》米山梅吉記念館館報
ポコアポコ通信

7.例会変更のお知らせ
柏 RC； 4/2( 水 ) 移動例会 ( 屋形船観桜例会 )

4/30( 水 ) 休会



最後の幕引きはどうなるの？
　私は、当クラブ創立２年目に入会し、第二十代
会長を務めて、今年三十八年目を迎えます。
　二年前　クラブ生活を総括して卓話しました。
今年は卒業させて貰おうと申し入れたのですが，
一寸待てと言われ、もたもたしていたら、先日勝
田会長が来訪し、例会の卓話を依頼されました。
実は、まだ何人かの喫煙者がいるので、そのこと
も含めて健康談義をしてくれないかということで
した。
　会員としての職業奉仕が足りないかと反省しな
がら、まだ止めない天邪鬼の顔を何人か思い出し
ながら、会員の健康を気遣う会長の熱意に押され
て引き受けました。
　早速、いまだに喫煙している方に申し上げます。
あなたは、ニコチン依存症という病気でありま
す。健康保険の適用になる病人であります。十二
週間チャンピックスを服用すれば依存症から脱出
出来ます。禁煙成功率は１００パーセントではあ
りません。「止める」という強い決意と途中で諦
めない心が必要です。
　ただ副作用として眠気が出るので車の運転は、
この薬の服用中は不可能です。その他　貼る薬
や、他にも色々と薬はありますので、中村佳弘先
生に相談して下さい。
　ご自分のご体験を含めて良いご指導をして下さ
いますから、何とか頑張りましょう。
　蛇足に二つだけ付け加えますが、過日、私がメ
ンバーのゴルフ場で、タバコを吸っていたプレー
ヤーを見た友人が、このクラブは意識が低い、一
流とは言えないよ。自分のクラブにはいないよ。
カラス以外の物取りも全くないし、と言ったの
で、そこまで言うかと腹が立った記憶がありま
す。勝田会長も他クラブとの交流が多く、会合で
喫煙者のいるクラブは意識が低い、品位が落ちる
と感じられているのかも知れません。
　もう一つは、身内のことですが、私の弟が六十五
歳までタバコを喫っていて、七十八歳で肺気腫、肺
癌、心筋梗塞となり、八十一歳の現在その治療を続
けていますが、内心きっと兄貴の言う事を聴いてい
ればと思っただろうし、苦しみもしたろうけれど
も、幸い目下の処、経過はよいようです。
　タバコの話は終わりますが、勝田会長は、併せ
て健康談義をしてくれ、柏クラブで柏厚生病院長

の諏訪先生が先日良い卓話をしたそうで、と言わ
れたけれども、こちらはもう隠居に近い身で、私
こそ彼の話を聞きたい、最新の医療の話を当クラ
ブでやって貰えば、・・・諏訪先生は、私と同じ
慶応の外科研究室の後輩で、現在は私の主治医の
一人でもあり、と言いかけた所で、会長曰く、
「貴方は、会員の健康について親身になって電話
にも気軽に出て皆の相談に乗ってくれた。危機一
髪の時にすぐかけつけて、適切な指示をしてく
れ、命の助かった人が何人もいる。そんな身近な
人だから、皆も身に沁みて聞くだろうから、話し
て・・・。」とおだててくれましたけれど、個人
情報は話せない。たとえもう故人となられた方で
も我々の身近の人の具体的な事は話したくない。
環境、遺伝、家族構成、事業経営、女性関係、負
債、その他ストレス等一人として同じ人はいな
い、その人固有の人生であるが「生病老死」を語
る時はこれら凡てを総合して話さなければならな
い。私が関係した人の病気や死を皆様に語るのは
不可能なことです。くどいけれども、故人の冒涜
になりかねないし、残された遺族の方々に不利を
もたらすこともあり得る。
　だから　皆さんの知っている身近な人の話は出
来ない。一般論しか言えない。と、このことは心
に決めた当たり前のことではありますが、さて、
何を話そうかと迷いました。

　２～３日して朝、気になって思案している時
に、ＮＨＫ・ＦＭで、ヘンデルの「矢車草とロマ
ンス」という優美なメロディーが流れてきた。続
いて「先なる日々の重いわずらい」という何か物
悲しい曲に変わった。同じ作曲家のこの二曲の
ギャップが気になり、どんな人だったのか興味が
湧き、ヘンデルについて調べた。
　慶応の先輩で東海大学医学部附属病院長だった
五島雄一郎さんの「偉大なる作曲家たちのカル
テ」によれば、彼は音楽にとりつかれた大食漢
で、当時の漫画家がブタの顔をしたヘンデルがワ
イン樽に腰かけて食卓に山海の珍味を並べている
絵を残している程に、高血圧で肥満の大食漢で、
五十二歳の時に脳卒中になり、大変なリハビリの
努力により右半身不随から回復し、再び作曲を始
めたが、そのうち白内障、うつ病、痛風を患い、
失明の衝撃と苦悩にあえぎながらも作曲と演奏を

卓話 古田 穰治 会員



続け、七十四歳に脳卒中の再発で死亡した。
　ドイツ人でありながらイギリス宮廷に愛され、
ジョージ一世に捧げた「水上の音楽」や、メシア
などの名曲を残し、偉大な作曲家としてイギリス
人最高の名誉であるウエストミンスター寺院に埋
葬された。ということであります。
　ざっと通読し終った頃、朝ドラの「ごちそうさ
ん」のテーマソングが聞こえてきました。毎朝観
るのが日課なのだが、今まで気が付かなかった
「突然？偶然？必然？」と言う歌の文句が気にな
りました。ドラマは戦前、戦中、戦後の自分が生
きて来た時代の話で、懐かしく面白く観ていたの
だが、ヘンデルの大変段差のある音楽を聞いた後
なので、妙にこの文句に引っ掛かったのです。
　ヘンデルは偉大な作曲家であるけれども、その
生涯をみると巨万の富を得たかと思うと脳卒中に
なり病苦に悩まされる。やはり人の子であるか
ら、突然、偶然、必然の人生であり、原因あって
の結果なのだなと納得する。止むに止まれぬ原
因、或いは欲望を抑えられず、それに漬かってし
まう・・・そして病気が出て思いわずらうことに
なり、なげき悲しむと言う・・・これが人間の姿
でありましょう。因果応報、偶然、必然、神のお
ぼしめし、仏の慈悲、ご縁等々・・・色々な出会
いも、どう考えるか、人によって様々であり、神
を信ずる人もあれば、無神論どっぷりの人も多く
いるーこれが私の感想です。

　先述の五島雄一郎氏は、著名な作曲家ですばら
しい出来栄えの音楽があるかと思えば同じ人なの
に何でこんな曲を作ったのかと思えるものもあ
る。こういうことはどうして起こるのかと疑問を
もち、伝記から年代と作品を調べ、病気と作品の
関係をみてみると両者は明らかに関係が深いとし
て、十九世紀から二十世紀前半に死んだ四十人の
作曲家の病気、精神状態、食生活や嗜好品などを
「表」にして発表しています。コピーしたのでお
目にかけます。
　さて、あの人は「何で死んだか」を知りたがる
のは人情でありますが、同様のことを本にした人
がいます。
　山田風太郎氏で、東京医大出身ですが、皆様ご
存知の忍法ブームを起こした作家です。週刊朝日
に102回にわたり「人間臨終図巻」を連載しました
が、第一回目にモンテーニュの随想録から「実際
ひとびとの死に際ほど、つまり彼がどんな言葉、
どんな顔つき、どんな態度で死に臨んだかという

ことほど、わたしの聞きたかったことはない。歴
史の中でも、そういう部分に、一番深い注意を
払っている」という言葉を警句として冒頭に載せ
ています。
　古今東西の有名人七～八百人位の生き方死に方
を書いています。
　昨年角川文庫から上中下の三巻になって再版さ
れましたから、飯合さんのウイングにもありま
す。これを読むと「人のなり見て我が振り直せ」
ではないが、あの偉い有名な人でもそうだったの
かと腑に落ちたり、落ちなかったり、考えさせら
れますが、「他山の石」となるものもあります。
私共は死に方を選ぶことは出来ない。突然の事
故、天災、人災に遭うかも知れない。先週も千葉
から長野にスキーに行った五人組が雪崩に遭って
七十歳の人が死んだというニュースがありました
し、八十二歳になって結婚式を挙げ、女性を入籍
したその日に亡くなった有名な俳優もいました。
本人の予想外のことです。

　二、三十年前は八十歳過ぎまで生きられれば、
苦しまずに、ポックリ死ねると言われておりまし
た。昨今は、寿命も当時からみれば十歳も若返
り、九十歳、百歳の人も珍しくありません。そこ
まで生きなければポックリ死ねないというのは大
層なことですが、最近は健康寿命を延ばそうと皆
さん大層努力されているようです。
　私も八十三歳になったので　八十歳過ぎの人は
どんな死に方をしたか、関心を持って「臨終図
巻」を見ましたが、大体脳卒中、がん、心臓病を
逃れた人は、肺炎で亡くなっています。　　　　
　日本人の四大死因のどれかで亡くなっているの
には、変わりないでしょう。
　四大死因は全て生活習慣病であり、昔から貝原
益軒の「養生訓」以来言われてきたことを現代な
りに、新しく解明された医学の知識をうまく取り
入れて、良い生活習慣を守ればこれらの病気には
なりにくい筈だと言われています。
　良い生活習慣を代々守っている家は長寿の人が
多く、その家も栄えていると思えるのは間違いで
はなさそうです。

　最近は長寿遺伝子が分かってきました。サー
チュイン遺伝子と言います。これを活性化し免疫
機能を上げるにはどうすればよいか、先ず
①摂取カロリーを抑えること
②植物が光合成で作ったポリフェノール、例えば



茶、ブルーベリー、赤ワインに含まれるレスベ
ラトール
③抗酸化物質、ビタミンC、セレン、亜鉛、ビタミ
ンE、コエンザイムＱテン等を適正に摂取するこ
とと言われています。
　だから　食物について言えば、体に大切な物
は、皆さんの知っている五大栄養素（蛋白質、炭
水化物、脂肪の三大栄養素と、ビタミン類、ミネ
ラル類）のみならず、身体の免疫機能を上げるも
のとして、ポリフェノール、食物繊維、抗酸化物
質を摂るよう心掛けることです。
　さて最後に人生の幕引きの場所ぐらいについて
は心掛けておくようにしたいと思いますので、触
れておきます。
　昔は大体自宅で亡くなりました。ところが、高
度経済成長の昭和三十年代後半以降は、大体八割
の人が病院で亡くなっています。
　団塊の世代が七十五歳以上になる十年後には高
齢者が二千万以上となり、若い人が少なくなり、
病院のベッドも不足し、とても今までのようには
いかないだろうと言われています。特に首都圏、
大都市圏はその可能性強く、今から対策を取らね
ば手遅れになると危惧されている所です。
　五年前から東大高齢社会総合研究機構が中心と
なり、柏市役所、柏医師会がタッグを組み、全国
に先駆けて始めた柏プロジェクトを紹介しておき
ましょう。
　在宅医療、つまり最後の幕引きも自宅で迎える
ためには、沢山の人、多種の職種の人々が協力連
携しなければ成り立たないし、推進も出来ませ
ん。市内の十病院も加わって、在宅医療推進の研
究、議論、実践、検証を百回以上の会議を重ねて
「在宅医療に必要な多職種連携のルール」を完成
させて、主治医、副主治医制度もあみ出し「在宅

医療介護多職種連携柏モデル・ガイドブック」を
作成しました。これは、柏市以外の各都市でも話
題となり、関係者が講演を依頼されたりしていま
すが、このガイドブックも、今後在宅医療現場の
バイブルとなるだろうと自負しているようです。
倅も医師会の一員としてこのプロジェクトに参加
していて、昨日は前橋市医師会から講演を依頼さ
れ柏市職員と共に出掛けております。
　さて、本年四月、豊四季台に、柏地域医療連携
センターが開設され、早速、ケアマネージャー、
訪問看護師、介護福祉士、管理栄養士、訪問リハ
ビリ、歯科医師、薬剤師、医師等の在宅医療にか
かわるすべての職種が、このセンターを地域拠点
として、患者情報を共有し、シームレスなサービ
スを提供できると公表されました。
　この柏プロジェクトの在宅医療が完璧に作動す
れば、病院に入れなくても自宅で往生出来ると期
待しています。
　また市民の知識理解を深めるために、この地域
医療連携センター一階講堂で定期的に講演会を開
催する啓発活動も予定しているそうで、これも大
変結構なことであります。
　私も生きたいように生き、余計な治療はご免
蒙って、願わくは自宅で幕引きしたいと思ってお
ります。ご清聴有難うございました。



第 3 回研修会および炉辺会議 上級編 3月29日　18:00～

テーマ「ロータリー財団」について、がありました。
研修会は、講師中村博亘会員により柏商工会議所会議室に
て実施、終了後《炉辺会議》を「いこい」で和気あいあい
の中行われ
良きコミュニケーションの場となった。
出席者２３名

研修会風景

出席報告

欠席者

出席率　73.68%

57名
15名

秋元、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、東海林、
杉山、助川、染谷、高田、中村（佳）、冨士川、
水留、森市、安田　　  　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
古田会員

パートナー誕生日
古田会員

(^^♪
川和会員　孫の大学入学

ポリオ募金

55,427円（3/31現在）

結婚記念日
古田会員

古田 会員

本人誕生日



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　3分間スピーチ 各会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。今の季節は桜
の花があちこちで咲き乱れ、とても綺麗

です。桜の花の色で、周りの景色が明る
くなっています。それを見ている人達の
心まで、華やいだ気持ちになることで
しょう。
　４月１日に、麗澤大学で開催された
柏南ロータリークラブ観桜会に、私と
金子幹事他４名で参加してきました。
会場が２階にあり、窓から見下ろすライ
トアップされた夜桜は、それはそれは素
晴らしく美しかったです。また、料理も
とても美味しかったです。
　来年は、今年参加できなかった方も
ぜひ参加してください。とても素敵な花
見ができることと思います。
　ロータリー米山記念奨学会より、カウ
ンセラー委嘱状が田代充会員に届いて
います。2014年4月1日～2015年3月31日
まで、奨学生は威光珉（ハンガンミン）
さんで、国籍は韓国です。田代会員はお
世話をする事があり大変かと思います

が、１年間宜しくお願い致します。
　又、３回シリーズで行われた研修委
員会主催の研修会が、３月２８日をもち
まして全て終わりました。研修委員長の
増谷信一さん、副委員長の金本元章さ
ん、有り難うございました。また、講師
の中村博亘パストガバナーも、事前の
準備など大変だった思います。参加者
全員を代表して御礼申し上げます。
　最終回の後の懇親会も和気藹 と々盛
り上がり、楽しい時間となりました。大
いに会員同士の友好と親睦を深められ
た事と思います。とても中味の濃い充実
した研修会でした。「感謝！」
　６日には、社会奉仕委員会と親睦委
員会主催の大堀側清掃と、記念植樹の
桜を見ながらの親睦会が、榊隆夫会員
の西光院さんの会場をお借りして行わ
れます。皆様、ぜひ御参加下さいます様
宜しくお願い致します。

1848回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1．鈴木（桂） 会員1．鈴木（桂） 会員　
　

私は60才を越え、ここ数年財団委員会関係に携わ
ることが多く、財団の川原元委員長の年賀状に書
かれていた座右の銘に「低く暮して高く想う」と
いうことに大変感銘を受けました。今年はロータ
リー財団と米山委員会への貢献をしたいと考えて
おり、ぜひ皆様のご協力をお願い致します。
なお今週の日曜日の大堀川のごみ拾いも皆で協力
して大堀川をきれいに致しましょう。

2．2．秋元 会員秋元 会員　
　

52才になりました。前の例会で田代会員に夫婦円
満のひけつを聞きまして、家族でグアム旅行を企
画しましたら妻は行かないと言われ親子で行く事
になりました。娘と行ったグアムはつまらなかっ
たです。
私も鈴木桂三会員と同じくつつましく生きなが
ら、ハデに生きたいと思います。

卓話　3 分間スピーチ

1. 2013-14年度 ローターアクト『リーダーシップフォーラム』の案内
日時；4月20日 (日 )　13：00 ～
場所；「プラザ・ヘイアン茂原」

2. 2014.4.1-2015.3.31 米山記念奨学生カウンセラー田代充
会員に対し、委嘱状　

3.《受信》We　Love　Kashiwa 報告書



出席報告

欠席者

出席率　80.70%

57名
11名

浅野、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、
染谷、高田、冨士川、牧野、水留　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
鈴木（桂）会員、秋元会員

パートナー誕生日
中嶋会員、小溝会員

結婚記念日
馬場会員、塚本会員、榎本会員

(^^♪
中村（博）会員　浜名さんメーキャップありがとう

ビジター

浜名 賢一（船橋南）

3．塚本3．塚本 会員 会員
　

27年前にハワイで結婚式をやりました。
娘も今年6月にハワイの同じ教会で結婚式をいたしま
す。そして披露宴をクレストホテルで行います。同
じ場所で結婚式を挙げられるのは嬉しいです。
結婚生活は大きな山もありましたが、今は平穏に
暮らしています。息子も娘も独立して、今は犬中
心で過ごしています。犬がいないとむずかしいで
すよ。
今年もロータリー財団で頑張っていくので宜しく
お願いします。

4．馬場4．馬場 会員 会員
　

会員増強ですが現在2名欠けています。目標は3名
でしたので、あと5名増強となり、先日安田会員に
入会していただいたので、あと4名増強しないとい
けません。
お友達やお知り合いなどいかがでしょうか？推薦
カードが必要な方いませんでしょうか？
残り3か月ございます。ご協力お願いします。

5．湯浅5．湯浅 会員 会員
　

こんにちはゆあさです。確定申告からずっとご無
沙汰で段取りを忘れてしまいました。今週は土曜
日コースレッスンで日曜日は月例で、週2回づつ
しょうがないコースが入っています。5月16日のコ
ンペがあるので個別にお誘いしたいと思います。
今のシーズン気持が良いので是非参加していただけ
ればと思います。私は6月のクラブ対抗の選手選考
に向けて日々練習しています。夜は事務所でアプ
ローチの練習をしています。アプローチとパターで
ラウンド10個違いますので、あっという間に９０叩
いちゃいます。仕事も頑張っています。また、個別
にお誘いしますのでよろしくお願いします。

6．中嶋6．中嶋 会員 会員
　

Ｑ　夫婦仲が良い秘訣は？
Ａ　毎年桜の時期に２人で「お花見」に行って
いることです。
今年は、花見の絶好日和に、千鳥ヶ淵から皇
居の壕沿いにお花見をして、銀座で食事をし
てきました。これまで毎年全国のお花見100％
開花に合わせて出かけています。
印象に残っているのは、6月に、利尻島礼文の
桜を見に行ったとき、島に信号が学校の前に1
つしかないとのこと、何故なら、教育の一つ
として設置しているということでした。

次回の例会は4月11日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・小阪 博司

　　　　　　　　中村 靖・齋藤 敏文



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

◯

◯

◯

□2013‐14年度7月1日～2月28日決算報告　（資料添付） 承認

◯
□柏商工会議所家賃・共益費、消費税率引上げに伴い、金額の改定の依頼

家賃；84,672円(現行82,320円）
◯ 共益費；31,752円(現行30,870円）

合計；116,424円(現行)113,190円 （3ロータリークラブ合計)
承認

□台中港東南扶輪社公式訪問決算報告 (資料添付) 承認

□第３回研修会及び炉辺会議決算書 (資料添付) 承認

◯

◯
②その他　

榊会員へ御礼について。お菓子を持参する 承認

◯ 4/6（大堀川清掃）

◯

　　　　　　
◯

◯

◯ ●次回理事会　2014年5月9日（金）〔例会終了後〕

金 本　元 章

嶋 田　英 明

 小 林　太 時

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第10回　理事会資料　

2014年　4月  4日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一 　

勝　田　健　一

金　子　　　正

①報告事項　　

東海林  康之

日 暮　　肇

中 嶋　利 生

金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

鈴 木　桂 三 ◯



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？

第1849回通常例会、1850回合同例会、1851回通常例会（2014.4.11、4.16、4.25）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月 7日創 立 1975年11月 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1819・1820・1821号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　安田 勝紀   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
本日は、第１０分区ガバナー補佐風沢

俊夫様と、カバナー補佐幹事の中山浩
一様の公式訪問日です。風澤様には後
程ご挨拶をして頂きたいと存じますの
で、宜しくお願い申し上げます。
　今週、６日の日曜日には、社会奉仕委
員会中村佳弘委員長と親睦委員会小林
大時委員長合同の、大堀川遊歩道及び
川沿いの清掃を、総勢１８人の会員の皆
様にご協力頂きまして開催致しました。
　併せて、柏西ロータリークラブの25周
年記念植樹（桜）を見学致しました。小
さな苗木が驚くほど立派な成木にな
り、美しい桜の花を咲かせておりまし
た。皆、一瞬感激！！です。
　その後、榊会員の御好意により、場
所を西光院に移して懇親会を盛大に行
いました。その中でも、榊令夫人の手料
理の天ぷらと竹の子の料理は絶品でし
た。一同大満足でした。ごちそうさまで
した。

　その後、竹の子堀りを体験しました。
初めての体験でしたが、とても難しく大
変な思いをして収穫を致しました。皆さ
ん、お疲れ様でした。
　掘った竹の子は、全員にお土産とし
て頂きました。榊さん、有難うございま
した。
　７日には、新会員の安田さんのお店・
一茶庵で、公共イメージ委員会が開催
されました。ＩＴ雑誌広報委員長の永
野晋治会員、クラブ会報委員長の松本
ユミ会員他、水溜茂之会員、中村靖会
員と私、金子幹事で、今までの振り返り
と今後の計画などについて真剣に話し
合いました。皆さんの博識ぶりには、大
いに学ばせて頂きました。
　追伸、一茶庵の料理が美味しかった
ので話しに熱が入り、閉店間際まで話
が尽きませんでした。

1849回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

　皆さんこんにちは。今年１月にこの柏西ロータ
リークラブに入会させて頂きまして、勝田会長在任
中の入会者は今のところ私１名という事で、早速卓
話の出番が廻って来てしまいました。しかも今月２
５日の予定よりも早まり今日という事になりました
が、逆にこういう課題は早くやっつけてしまおうと
いう気合いも入り、スピーディに準備が出来た気が
します。とは申しましても、私は今までこういった
経営者の集まりに参加した経験が殆どありませんの
で、スピーチも正直不慣れで、当然、今日は大変緊
張しております。お聞き苦しい卓話となるやもしれ
ませんが、よろしくお願い致します。
　さて、まずは改めて自己紹介をさせて頂きます。

安田勝紀、昭和４８年３月３１日産まれで、先月４
１歳になりました。前回卓話の浅野さんと同い年に
なります。いわゆる団塊ジュニア世代です。浅野さ
んも話されていましたが、とにかく頭数の多い世代
なので、受験、就職など何かにつけ競争率が高い状
況であったかと思います。父で家業の現社長は安田
政弘、私は四人兄弟の長男です。産まれと育ちは市
川市で、高校は品川の泉岳寺となりにある私立高輪
高校、そして一浪の後、流通経済大学に進みまし
た。大学卒業後はまず普通に就職活動をして、柏市
内にある業務用冷凍食品メーカーに３年、次に新宿
丸正という都内の食品スーパーに２年間お世話にな
り、平成１３年より実家の会社に入社しました。家

卓話 安田 勝紀 会員



族は私と妻の２人で、市川の実家で両親と同居、市
川から柏に通勤しております。
　市川の人間である安田家が何故柏とのご縁ができ
たかといいますと、元々は市川で、今とは違う商売
をしていた家だったのですが、私の祖父、この柏西
クラブのチャーターメンバーでありました、安田正
男が新たな会社設立の地に選んだのが柏市であるか
らです。そして、この柏の地に立ち上げたのが「株
式会社ヤスダ」でありまして、設立は昭和４１年で
す。話しが前後しますが、元々市川で営んでいた商
売は銭湯業でした。その安田家には私の祖母が一人
娘、という状況だったので、婿養子として入ったの
が、白井市出身の正男さんでした。正男さんは電
気・工業系の学校を卒業しており、そこで得た知識
を活用したのでしょうか、家業であった銭湯業に従
事するうちに、お湯をわかすボイラーに対して、石
炭の燃焼効率を改善する構造を考えだして改造を施
し、銭湯業組合の仲間の銭湯さんに提言するなどし
ていたと聞いています。こういったエピソードを聞
くに、やはり、起業家らしいアイデアマンであった
なと思うと同時に、後のロータリアンとしての活動
に通ずる、皆の利益・幸福のために行動する人で
あったのだなと思います。
　会社設立に話しを戻します。これは先見の明で
あったと言えるのですが、ある時期で、銭湯業は今
後立ち行かなくなるであろう、何か別の商売をしな
ければ、という判断をしました。では商売をどこで
やろうか、と思案した結果、鉄道の乗り換え駅で人
の往来が増え、今後発展する町に違いない、と、こ
の柏に目を付けたのであります。普通、市川や船橋
といった地域出身の人は、この東葛地区の土地勘は
あまり無いと思うのですが、祖父が白井市の出身で
あった事も幸いしていたと思います。そして株式会
社ヤスダで何の商売をするかを考えた結果、やはり
人々の暮らしの基礎である、衣・食・住のいずれか
に直接関わる業種が、食いっぱぐれる可能性は低い
であろうと考え、その中でも「食」、食べ物を扱う
商売を選びました。因みに会社を立ち上げる前は、
４６歳にして専修大学の夜間講座に２年程通い、経
営と会計を学んだとの事です。
　こうして西口駅前に立ち上げたのが飲食店ビルで
す。当時の自社ビルは、聞いた話ですが、おそらく
柏市でエレベーター付のビルの第一号であったとの
事です。なおかつ、ファミリーレストランの元祖Ｒ
ｏｙａｌＨｏｓｔと同時期に、ファミレスの走りといえ
る飲食店を開業しております。この最先端を行く感
性は本当に見習いたいものです。実際、祖父正男は
何かにつけて「新し物好き」でありました。生前、
齢８０歳にして、当時急速に家庭に普及し始めてい
たパソコンに興味を持ち、近所のパソコン教室に史
上最高齢入学者としてごく短期ですが通った事もあ

りました。更に、イチからパソコンを覚えるのはさ
すがに難しいと判断するや、今度はどこからか「イ
ンターネットだけが出来る」という機械を見つけて
きて購入する、などという好奇心旺盛ぶりでした。
なんともはや、現在４１歳の自分がＦａｃｅｂｏｏｋや
Ｔｗｉｔｔｅｒを今イチ使いこなせていない事が、少々
情けない気持ちになります。。。
　会社の沿革に戻りますが、株式会社ヤスダは飲食
店ビルからスタートした後、昭和４６年から食品
スーパー事業も開始してゆく事となりました。そし
て祖父正男は本業とは別に、昭和４４年、髙島屋柏
店誘致事業組合に参加し、有志の方々と共に大変困
難な事業に携わる事になります。この事業に関する
話は色々複雑な部分もありますので、かいつまんで
お話します。必要用地面積１,０００坪に対して、
当初は３９５坪しか確保できていなかったところか
らスタートしています。用地確保のため、組合メン
バーと共に、地権者の方々のお宅を文字通り昼夜を
問わず一軒一軒訪ね歩き、誘致事業が柏西口発展の
チャンスである旨を説明し続ける日々となります。
その過程では、訪問回数２０数回、半年以上を要し
た後、深夜２時に帰宅を待ち受け、ようやく承認文
書を取り付けた、という厳しい地権者さんもいらっ
しゃったと記録されております。また、時には用地
提供と引き換えに多額の自己資本投下や所有不動産
の提供を決断する事も多々ありました。こうして３
年の月日を費やした後、ようやく必要用地の確保に
こぎ着けたとの事です。しかし用地が確保でき、開
発行為が許可されても、更に営業許可がおりなけれ
ば出店はできません。次は柏市との交渉です。これ
を突破するには住民の賛成署名が必要と判断し、昭
和４６年、柏西口の各商店会の方々から、髙島屋柏
店出店賛成の署名を１４０店分、正に執念で集め、
商工会議所に提出となりました。この署名簿が後押
しとなり、同年６月１５日、柏市からの営業許可が
おりたとの事です。この日、当時の株式会社柏髙島
屋 河合正嘉社長（かつて分社化されていました）
と祖父他の誘致組合メンバーは、当時営業していた
ヤブキ喫茶店で柏市の決定を待ち、出店許可の連絡
を受け、思わず握手、握手で喜びを分かち合ったと
の事です。
　安田正男が数年にわたり本業を投げ打って、ここま
での自己犠牲・労力を費やしたのは、ひとえに柏西口
の商業地としての発展はこの事業にかかっている、と
の責任感であったとの事です。そして柏髙島屋さんは
開業にむけて本格的準備を始めた訳ですが、昭和４８
年１１月の開店を迎えるまでの期間も、髙島屋さん・
誘致組合共に様々な障害、難題を解決してゆく状況で
あった事も聞いておりますが、この辺りの記録は髙島
屋さんの方がお詳しいと思いますので、髙島屋さん誘
致の話はこれまでと致します。



　我が社の本業に話しを戻しますと、メインの事業
であった食品スーパーは、平成１２年の１２月を
もって同業他社さんに店舗設備、従業員全てを売却
となりました。この経営判断は父の安田政弘が行っ
たわけですが、事業譲渡の際は、給与規定通りの退
職金を対象社員全てにお支払いする事が可能となる
様綿密に計画し、無事実現させました。先見の明と
いう観点でも、昨今のスーパー業界は大手２～３社
が圧倒的シェアを占めている状況であり、この経営
判断も絶妙のタイミングであったと思う次第であり
ます。また、先々の業況に不安があったスーパー事
業を売却した事は、後々会社を引き継ぐ私の負担を
軽くしておく意図もあったと思われ、息子としては
何ともありがたい事で、本当に頭に下がります。
　そして現在、事業としては唯一残った日本蕎麦
店、「柏一茶庵」において、コンパクトになった会
社ですので、私が商品企画、販売促進、設備投資、
経理、労務、従業員教育、時にはホール接客応援な
どを一手に引き受け、何でも屋として従事しており
ます。自社に入社するまではスーパー業の丁稚修行
で、飲食店の経験は学生時代のハンバーガー店ぐら
いで皆無だったのですが、この１０年で、蕎麦屋の
経営者に必要な知識、経験はどうにか付いたかなと
思います。祖父、父が守ってきた店を、今後も大切
に存続させて行きたいと思う次第です。
　最後に話題はガラリと変わりまして、自分の趣味
について少しお話しします。趣味は、１０代の頃か
ら変わりませんで、音楽鑑賞とバンド演奏です。楽
器のパートはドラムを担当しています。音楽のジャ
ンルはロック、しかもかなりやかましいハードロッ
ク系です。今も、学生時代の軽音部の仲間と月１回
程度スタジオで練習をしており、年に１～２回はラ

イブハウスでの演奏もしております。友人達も、皆
４０歳を過ぎて所帯持ちになり、仕事における責任
も重くなってきているので、当然練習の時間は取れ
なくなってきていますが、逆に、捻出した時間を無
駄にしない様、皆、自分の楽器パートをしっかり練
習してからバンド全体の練習に臨むようになってき
ました。尚かつ、自分の担当楽器の腕前を見せつけ
る事にばかり熱心だった学生時代とは違い、演奏す
る曲が最大限魅力的に聴こえる事を最優先、さらに
お互いが演奏し易いよう、演奏の呼吸を合わせよ
う、という少し大人な取り組み方に変わってきまし
た。その結果、毎日のように楽器に触れていた学生
時代よりもむしろ演奏が上手い、という状況で、楽
器の演奏というものは、人としての成長も音に現れ
るものなのだな、と新たな楽しさも発見しておりま
す。ただ、こういったいわゆる「芸事」系の趣味
は、追求すればするほど面白くなり、いわば麻薬の
ような性質を持っています。それを私もバンド仲間
も自覚しており、自分の体内に住む「音楽の虫」を
なだめつつ、カタギの社会人としての生活を送って
おります。
　以上、とりとめの無い話しもありましたが、ご清
聴、ありがとうございました。

出席報告

欠席者

出席率　80.70%

57名
11名

浅野、太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、
杉山、助川、染谷、冨士川、牧野　　 各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

結婚記念日
榊会員

写真ありがとう！
五十石会員、中村（佳）会員、鈴木（子）会員、水留会員、
中村（靖）会員、小林（大）会員、嶋田会員、日暮会員、
鈴木（桂）会員、中村（博）会員、森市会員、勝田会長、

(^^♪
中村（佳）会員　二男　薬剤師国家試験合格

ゲスト

風澤 俊夫（柏） 第10分区ガバナー補佐
中山 浩一（柏） 第10分区ガバナー補佐幹事



順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット 順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット

1850 回　10 分区　親睦ゴルフ及び合同例会 三井ガーデンホテル　14.4.16

ドラコン賞：助川会員
ニアピン賞：飯合会員
シニア（8 名）レディース（5 名）賞 2 位：湯浅会員

出席率 100%

シニア（8 名）レディース（5 名）賞 2 位
湯浅会員

ブービー賞　安田会員

ドラコン賞　助川会員

助川　昌弘

金本　元章

嶋田　英明

金子　正

塚本　英夫

増谷　信一

湯浅　千晶

松本　隆一郎

齋藤　敏文

森市　直樹

2 位

5 位

6 位

7 位

8 位

9 位

14 位

23 位

24 位

26 位

45

41

49

46

46

51

46

53

51

60

37

41

49

45

51

52

45

54

56

51

82

82

98

91

97

103

91

107

107

111

9.6

8.4

24.0

16.8

22.8

28.8

15.6

28.8

28.8

32.4

72.4

73.6

74.0

74.2

74.2

74.2

75.4

78.2

78.2

78.6

鈴木　健吾

水留　茂之

飯合　幸夫

鈴木　子郎

安田　勝紀

31 位

33 位

37 位

44 位

50 位

57

62

60

60

68

53

52

43

58

61

110

114

103

118

129

30.0

33.6

21.6

34.8

36.0

80.0

80.4

81.4

83.2

93.0





1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　大内 啓（柏南RC）会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。本日も初夏のよ
うな気持ちの良い気候で、とてもさわや

かな日和ですね。
　１６日に第１０分区親睦ゴルフ大会
が、藤ヶ谷カントリークラブで開催され
ました。柏西クラブからの出場者は１３
人でした。
　総出席者数５１人の中で、当クラブの
会員がベスト１０に、助川昌弘会員を筆頭
に６名入賞されました。さすが柏西ロータ
リークラブだと、改めてゴルフの上手な人
がそろっていることを実感致しました。
　又、話しは変わりますが、４月１５日の
朝日新聞朝刊に、当クラブの小林会員
の記事が、大きく顔写真入りで掲載され
ておりました。東葛地区の街並みをイラ
ストで紹介し魅力を伝える「とうかつふ
れあい百景我孫子編」の展示会のお知
らせ記事の中で、なんと小林会員が、極
細のペンでデッサンし色鉛筆で仕上げ
た作品を３１点制作したと書かれてあり
ました。本当に驚きました！！素晴らし

い画の才能の持ち主だったのですね。
　先日の韓国での海難事故では、多く
の貴重な人命が失われました事は、私
達にとっても大変なショックでした。決
して他人事では無いと思います。
　先日、個人も企業も国家も、サバイバ
ルできる確率を高めていかなければな
らないという日経新聞の記事が目に留
まりましたので、ここで紹介致します。
　第１ 自己の尊重、第２ 緊張感、第３  
共感力、第４ 強靭さ、第５ 独創性、第
６ ユビキタス（あらゆる状況に対応でき
る能力）、第７ 革命的な思考力
　この７つを実践し、その適用性を絶えず
検証していくことが大事だという事です。
　柏西クラブには、色々な多種多様な
素晴らしい才能をお持ちの方が大勢在
籍していますので、どのような時代が来
ても、サバイバルできるものと確信して
います。

1851回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. RIL（ロータリーリーダーシップ研究会）参加者へ各パートの
修了証の送付
日暮　肇　会員　　パートⅠⅡⅢ
金子　正　会員　　パートⅠⅡⅢ
中村　靖　会員　　パートⅠⅡ
 2. ５月のロータリーレートは１ドル=１０２円
 3. フェアウェル・チャリティーパーティーの案内
『さよならパーティーとロータリー希望の風奨学金への協力』
日時；６月１３日（金）18：00 ～
場所；ホテル・ザ・マンハッタン
登録費；一人　13,000 円
 4. 例会場変更のお知らせ
柏 RC ザ・クレストホテル柏（5/7 水曜日より）

5. 地区ローターアクト年次大会の案内
日時；５月１８日(日 )13：30 ～19：00
場所；ホテルプラザ菜の花
 6. 柏市『ゴミゼロ運動』参加依頼
日時；５月２５日(日 )8；30 ～10：00( 雨天決行 )
場所；柏駅西口周辺
 7. 例会変更のお知らせ
松戸中央 RC；５/Ⅰ( 木 ) 休会
 8. 柏ロータリークラブ公開例会の案内
日時：5月22日（木）19：00～20：45
場所：ザ・クレストホテル柏
与話：おしどりマコケン（よしもと興業）
※食事無し

ロータリーの友
　戦後、ロータリーへの復帰が承認されますと、1949年 
東京 京都 大阪 名古屋 神戸 福岡 札幌の7クラブが復活
しました。1950年に開催された地区大会には30クラブが
登録されるまでになり、その後も増え続け 1952年7月か
ら始まる年度から第60地区に加え61地区が新設され日
本のロータリーは東西2地区に分割される事と成りまし
た。地区が分割されても、情報の共有とお互いのコミニュ
ケーションを保ち続けようとの願いから、両地区共通の
新しい雑誌が計画され1953年1月号でロータリーの友が
創刊されました。

（ロータリーの友）の命名につきましては、いろいろな候
補が挙がったようですが、中々決まらず、当時、人気の婦
人誌（主婦の友）を参考に命名されたようです。国内の
ロータリアンの情報交換を目的として創刊され以来、長
年発行されてきた（ロータリーの友）に1980年7月 新たに
RIの情報を普及するという目的が加わり国際ロータリー
の「公式地域雑誌」に指定されました。全世界にそれぞ
れの国の言語で書かれた地域雑誌は現在31あります。ア
メリカのエバンストン、RIの本部で発行されている『The 
Rotarian』これが国際ロータリーの認める唯一の機関誌
ということですが、この雑誌を合わせると全部で 32 にな

卓話 ロータリー雑誌月間に因んで　大内 啓 会員（柏南RC）



りますが、この 32 を総称して、ロータリー・ワールド・マ
ガジン・プレスと呼んでいます。アメリカおよびカナダ内の
各クラブの正会員がすべて機関雑誌の有料購読者であ
る事を、会員資格取得の条件としています。それ以外の
国のクラブの正会員はワールド・マガジン・プレスの刊行
物の有料購読者となり、その購読を続ける事を、会員身
分保持の条件とされています。従いまして日本のロータリ
アンは『ロータリーの友』の購読によって会員保持の条件
が満たされます。重い責務を担った『ロータリーの友』に
は地域雑誌として守らなければならない義務がいくつか
あります。7月号にRI会長の写真をいれるとか、『The 
Rotarian』に掲載された記事のうちRIから指定された記
事を翻訳して必ず掲載しなければならないと言う事があ
ります。この記事は、全世界すべての地域雑誌に同時に
指定記事という形で掲載されていますから、それらを通し
て全世界のロータリアンが同じ記事を読んでいるという
ことになります。一人ひとりのロータリアンができることは
多くありませんが、全世界のロータリアンが同じ記事を読
むことができるということは、それを読んだロータリアン
が自分は国際的組織の一員なんだと感じる事が出来、同
じ価値観を共有する事ができます。それこそがRIがロー
タリー誌を購読義務と定めている理由の一つだろうと想
います。「ロータリーの友」はご承知のように横組みと縦

組みとに分かれています、横組みはRIの指定記事やロー
タリーの特別月間にちなんだ記事など、地域雑誌として
の公式的な記事を一方縦組みは、日本のロータリアンの
コミュニケーションの架け橋になる、と言うような投稿記
事を中心として構成されています。「ロータリーの友」は
ロータリー哲学を求心的に追求していく案内書のような
気持ちで読んでも何の解答も得られず、記載されている
いろいろな事象、現象もさして面白いとは感じませんが、
少し経ってから読み返してみると 当時はさして気にも留
めなかったことが「なるほど、こういう事だったのか」と後
から検証が出来ると言う事で是非大事に保管されるよう
お勧めいたします。また現在の変わり行く国際ロータリー
の変遷は、正に「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もと
の水にあらず。」でございます。色 と々考え深い、貴重な
資料でもあります。これを機会にロータリーの友にご興味
頂けますようお願い申し上げます。

次回の例会は5月9日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・中村 靖

　　　　　　　　齋藤 敏文

■ 5 月 2日（金）【任意休会】
　
■ 5 月 9日（金）【通常例会】
- お祝い事・理事会 -
卓話＝丸山真 会員『大人のマナーとエチケット（作法）』

　
■ 5 月 16 日（金）【合同例会】
- 柏西・柏南RCゴルフ対抗戦 -
□ゴルフ　時間；集合 8：30　スタート 9：00

場所；龍ヶ崎カントリー倶楽部
参加費；2,000 円
プレー費；18,000円位（昼食付き） ※各自精算

□合同例会　点鐘；18：00
場所；麗宮飯店（電話：04-7147-1112）

　
■ 5 月 23 日（金）【通常例会】

卓話＝宮城和彦 会員
　
■ 5 月 30 日（金）【通常例会】

卓話＝水野晋治 副幹事
　

《その他の行事》
◆ 5/25（日）『ゴミゼロ運動』

8：30～10：00　柏駅西口周辺（集合：西口りそな銀行前）

5 月の行事予定

出席報告

欠席者

出席率　80.70%

57名
11名

金本、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、
染谷、高田、冨士川、牧野、湯浅　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

結婚記念日
浅野会員

写真ありがとう！
住田会員、金子会員、水野会員、小溝会員、岡島会員
柳会員、馬場会員

(^^♪
嶋田会員　10分区 GOLF ガバナー補佐賞賞品ありがとう



会社名：三建ホーム株式会社 	

住所：柏市明原１丁目８番地１９ 	

TEL：04-7145-3371 　　FAX：04-7144-3120 	

創業年月日1977年4月30日、柏市にて設立。日本で、最初の不動産フランチャイ
ズチェーンに加盟する。北海道から沖縄までの地域にネットワークがあり取り扱い

が出来ます。柏市内に密着した営業をしています。	

	

■　事業内容   	  
	
不動産の売買、仲介事業、賃貸仲介、建物の総合管理事業、土地、建物の有効活用及びコンサ

ルタント、建築、リフォーム、損害保険代理店 	

■　自社PR   	
	
柏市を中心に、地域に密着した仕事をしています。主に一般消費者を対象に良質な不動産（土地

住宅）を、フルリフォームして販売しています。その他、相続対策や資産活用コンサルティングに
力を入れています。 	



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？

第1852回通常例会、1853回合同例会（2014.5.9、5.16）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月 7日創 立 1975年11月 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1822・1823号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　丸山 真　   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。早速ですが、会
長挨拶をさせて頂きます。４月２９日

に、次年度の為の地区研修委員会が幕
張のアパホテルで行われました。
　日暮年度の準備が、いよいよ始まりま
した。水野次年度幹事も、我々の為に
色 と々気配りをして張り切っておりまし
た。参加したメンバーも、緊張した様子
で終始研修に励んでいました。
　次年度のテーマは、ロータリーに輝き
をです。次年度は、柏西ロータリークラ
ブも４０周年を迎えます。日暮会長エレ
クトと、水野幹事エレクトが中心になっ
て、次年度柏西ロータリークラブも益々
光り輝いたクラブになるものと確信して
います。
　それから、先程金元会員から、松本
ユミさんが本日退院をしたとの報告を
受けました。とても元気だとの事です。
しばらく自宅で療養した後に、なるべく
早く例会にも復帰したいと言っていたと
の事です。皆様に宜しくとの事です。

　又、染谷照夫会員より、先日の通夜と
葬儀に会員の皆様に来て頂いた事に対
して、御礼の羊羹が届いています。どう
ぞ、食後にお召し上がり下さい。
　本日は、柏ロータリークラブの勝田秀
一さんに、ビジターでお越し頂いていま
す。５月２２日（木）に柏ロータリークラ
ブの公開例会が、当クレストホテルで
１９時より開催されます。内容は「お笑
い芸人の笑えない話」海外から見た日
本という演題の卓話です。時間のある
方はぜひご参加ください。
　これから、丸山会員による、大人のマ
ナーの卓話がございます。短い時間で
はございますが、丸山さん宜しくお願い
致します。

1852回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. ロータリー財団への寄付に対し、認証状・ピンの送付
金本元章　会員　　マルチプル７回目

2. 第１０分区「新旧役員引継ぎ会」の案内
日時；６月4日（金）18：30 ～
場所；ザ･クレストホテル柏

3. 2013-2014 年度ガバナーノミニー
（2015-2016 年度ガバナー候補）指名のお知らせ
櫻木英一郎様；千葉ロータリークラブ

1949（昭和 24）年 8月19日生（64 歳）
櫻木興業有限会社（職業分類；不動産賃貸）

4. 例会変更のお知らせ
松戸西 RC；５/21（水）野球観戦の為、
夜間移動例会に変更



　皆さんこんにちは。今回は「大人のマナーとエチケッ
ト・作法」と題してお話させていただきますが、前回の卓
話でご案内した通り、私は入社して２１年の内、接客に
携わったのはたったの２年でございますので、皆様の前
で「マナーやエチケット」の講釈を述べるに値しません。
　そこで、今回は頼もしい助っ人を連れて参りました。
ご紹介しますのは弊ホテルで料飲サービス課長を務め
ております「高橋憲二」でございます。彼は帝国ホテル
のフォンテンブローやユリーカなどで経験を積み、ラブ
ラスリーでは副支配人、こちらに来る直前はルームサー
ビスの支配人を務めておりました。昨年の８月よりこち
らで一緒に働いております。勤続２９年のベテランホテ
ルマンであります。
　お時間に限りがございますので、早速バトンタッチし
て、皆様のためになる「大人のマナーや所作」を少しだ
けお話したいと思います。宜しくお願いします。

　皆さまこんにちは。只今ご紹介に預かりましたザ・ク
レストホテル柏料飲サービス課長を務めております高
橋憲二と申します。日頃より弊ホテルをご利用いただき
まして誠にありがとうございます。今回は貴重なお時間
を頂戴して「大人のマナーとエチケット」をお話しさせ
ていただきます。本日は若干男性目線でのご案内にな
るかと思いますが、女性会員におかれましては何卒ご
容赦ください。
　では、今回は以下の項目をご説明致します。
① マナーとエチケットの違い
② レディーファーストについて
③ レストランにおける着席の仕方
④ 立食パーティーでの振る舞い
⑤ ナプキンの使い方

① マナーとエチケットの違い
　マナーとは社会、集団の中で気持ちよく過ごせる行動
の取り方です。交通マナー、喫煙マナー、携帯電話マ
ナー等いろいろあります。マナーを守らなくても罰せられ
ることはありませんが、周りが不快に感じてしまいます。
　一方、エチケットとは個人的なこと、相手が不快な
気分にならないよう気配りを実践することを指しま
す。咳やくしゃみをする時は手で塞いだり、マスクを
する。普段の身だしなみや冠婚葬祭での身なりもエ
チケットに当たります。

② レディーファーストについて
　　私たちは接客の基本として、常にレディーファース

トを実践しております。私も長年勤務しておりますの
で、自然と振る舞えるようになっておりますが、お客さま
からのリクエストがなければ、基本的にサービスは女
性から行うようにしております。
　このレディーファースト、語源を紐解きますと諸説あ
るようですが、中世ヨーロッパ時代にさかのぼります。
当時は男性優位の時代でした。貴族同士の争いから、
いつも命を狙われる環境であったようです。護身のた
めに同伴する女性に先を譲り、身を守っていたそうで
す。例えば入室を女性に先を譲ることで、暴漢者から身
を守り、食事も先に食べさせて毒味をさせるということ
をしていたそうです。

③ レストランにおける着席の仕方
　貴族の男性は左腰に刀剣を挿していたため、基本的
に椅子後方から見て左側から腰かけるのが基本的なマ
ナーであったようです。

④ 立食パーティーでの振る舞い
　次に日本人が苦手である立食パーティーでの振る舞
いについてご説明します。皆様のお手元にお配りした皿
とシルバーとワイングラスをご用意ください。左の手３
本の指で皿、手のひらでグラスを持つテクニックをご紹
介いたします。※写真参照
　指と手のひらで固定させて持つ高度な技です。皿や
グラスの種類によって異なるもので、基本はそれぞれの
やりやすい持ち方で構いません。本日はその一例をご
紹介させていただきます。
　また料理を載せる皿には、２～３品ずつ、温かいものと
冷たいものを別の更に盛ります。てんこ盛りはＮＧです。
皿に余白を残すように心がけてください。取るのも自分
の分だけで、他の人の分まで運ぶのはマナー違反です。

卓話 丸山 真 会員



出席報告

欠席者

出席率　75.44%

57名
14名

ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、染谷、
高田、塚本、中嶋、中村、冨士川、松本（ユ）、
松本（隆）　　 　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
住田会員、飯合会員、鈴木（康）会員

パートナー誕生日
柳会員、牧野会員、榊会員、木村会員

(^^♪
勝田秀一（柏RC）　金子幹事ごちそうさま
日暮会員　逆井店本日リニューアルオープン（大ニコ）

ビジター

咸 光珉（新米山奨学生）
勝田 秀一（柏RC）

結婚記念日
小林（太）会員、岡島会員、川和会員、榊会員

ポリオ募金

72,479円（5/9現在）

⑤ ナプキンの使い方
　最後に膝元に乗せて使うナプキンの使い方です
が、こちらも決まったルールはございませんのでご本
人のお好みで構いませんが、ここでは基本的な使い
方をご紹介いたします。
　先ずナプキンを広げてください。そしてご自身の腹
部に向けて山折りにして股の上に乗せます。シャツ
の襟で挟んで前掛けのようにするのは、あまりよろし
くないと思います。
　口元を拭く場合は、山折りの内側で拭くようにする
と、汚れが見えずに他に付着もしません。今度是非、
淑女をエスコートして実践してみてください。

　時間の関係で質疑応答のコーナーまではできません
でしたが、ご紹介したものは、マナーやエチケットのほ

んの一部でございます。この続きをご希望の方は、皆様
の会社で社員教育の一環として「テーブルマナー」を
ザ・クレストホテル柏で実施して頂ければ、じっくりご
説明いたしますので、宜しくお願い申し上げます。以上
です。ご清聴ありがとうございました。

新米山奨学生　咸光珉さん　



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

◯
承認

◯

◯

□2013‐14年度7月1日～4月30日決算報告　（資料添付） 承認

◯
□松本ユミ会員入院の為、慶弔金支給規定によりお見舞(３万円) 承認

◯

③その他　

× ※ノーネクタイ、ジャケットの着用不要(襟付きシャツ着用)
行事の時は着用する事 承認

◯ ④移動例会の時にゴングを持参するように　SAA担当 承認

⑤人間尊重委員会 承認

◯ きくら幼稚園
5/30　10：20集合

◯ ⑥40周年記念チャリティゴルフ予算案の件 承認

⑦柏西ロータリークラブ細則変更の件　資料配布来月（6/6）に継続
◯

◯

◯ ●次回理事会　2014年6月6日（金）〔例会終了後〕

 小 林　太 時

日 暮　　肇

中 嶋　利 生
□クールビズ(夏服)の件　　5月1日～10月末日まで

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第10回　理事会資料　

2014年　5月  9日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一

鈴 木　桂 三 ◯

②報告事項　　

東海林  康之

嶋 田　英 明

勝　田　健　一

金　子　　　正

①6/12(木)～6/13(金)移動例会(打上げ旅行及び第二回インターゴルフ)
　進捗状況

金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

金 本　元 章



1853 回　柏西・柏南RCゴルフ対抗戦及び合同例会 麗宮飯店　14.5.16

出席率 100%

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット

湯浅　千晶

金子　正

中嶋　利生

鈴木　健吾

松本　隆一郎

塚本　英夫

森市　直樹

嶋田　英明

日暮　肇

安田　勝紀

鈴木　子郎

2 位

3 位

4 位

5 位

6 位

8 位

9 位

12 位

15 位

18 位

N R

49

41

46

53

53

45

60

51

58

62

0

45

44

48

54

52

50

53

47

56

54

0

94

85

94

107

105

95

113

98

114

116

0

19.2

9.6

16.8

28.8

26.4

15.6

31.2

15.6

30.0

28.8

0.0

74.8

75.4

77.2

78.2

78.6

79.4

81.8

82.4

84.0

87.2

0.0

■ 6 月 6日（金）【通常例会】- お祝い事・理事会 -
卓話＝日暮肇 会長エレクト

　
■ 6 月 13 日（金）【移動例会】
- 6/12（木）～13（金）打上げ旅行 -
集合時間；6：45（柏駅西口りそな銀行前）

　
■ 6 月 20 日（金）【通常例会】

卓話＝金子正 幹事
　

■ 6 月 27 日（金）【通常例会】
- 第 6回クラブ協議会（下期活動報告）-
卓話＝勝田健一 会長『一年間の思い出』

　 ※例会終了後、次年度委員会への引継ぎ
　

《その他の行事》
◆ 6/4（水）第 10 分区新旧会長・幹事引継ぎ会

18：30～　クレストホテル柏

6 月の行事予定

次回の例会は5月23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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・中村 靖

　　　　　　　　齋藤 敏文



ルピナスハウス株式会社
千葉県柏市大室1191-‐36　　TEL:04-‐7132-‐7100　　FAX:04-‐7132-‐8050	

ルピナスハウスはおかげさまで創業59年、地域に根差した歴史ある会社です。
私たちは人と人とのつながりを大切にし。これからもお客様に愛され続ける会
社でありたいと考えています。	  

代表取締役　金子　正	

■事業内容
・建設業・設計事務所・建設⽤用資材の販売及び加⼯工・不不動産売買、仲介、管理理・リフォーム業
【注⽂文住宅宅】
弊社施⼯工の優れた気密・断熱・耐震性能を備えた住宅宅は、夏涼しく冬あたたか。壁・天井には
調湿性の素材を使って結露露を防⽌止するなど、⻑⾧長持ちする家を実現するアイデアもたくさんあり
ます。時間を経てもなお、愛着を感じる家。ルピナスハウスではそんな家をつくり続けたいと
考えています。

【リフォーム】
⼿手摺⼀一本から家全体のリフォームまで、住まいのことなら何でもお気軽に
ご相談ください。地域密着にこだわるルピナスハウスだからできる、お客
様のライフスタイルにぴったりのリフォームを実現します。店舗のリ
フォームもお任せください。

【不不動産事業】
地域密着ならではのネットワークを⽣生かし、⼟土地探しからのお⼿手伝いもさ
せていただきます。そのほかにも地域の賃貸オーナー様とのお付き合いも
ありますので、賃貸物件のご紹介や管理理まで幅広く取り扱っております。

■施⾏行行例例

打ち合わせルーム



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？

第1854、1855、1856回通常例会（2014.5.23、5.30、6.6）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2013/

創 立 1975年11月 7日創 立 1975年11月 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
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1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　宮城 和彦   会員

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様こんにちは。
　先日９日の卓話では、クレストホテル

総支配人丸山会員と、高橋さんによる
大人のマナー講習ありがとうございまし
た。私事ですが、その数日後にたまたま
パーティーがあり、早速マナー講習の話
を復習しながら参加しました。学んです
ぐの事で、まだ鮮明に記憶に残っていま
したので、とても役に立ちました。改め
て感謝申し上げたいと思います。
　16日は、柏南クラブとの合同例会で
した。日中は龍ヶ崎クラブでのゴルフ
大会、終了後は柏にて麗宮飯店での夜
間例会でした。成績は個人の部では、
優勝とベスグロが柏南クラブの八木会
員です。柏西クラブでは、２位が湯浅会
員、３位が金子正幹事です。
　又、何とびっくりしたのは、湯浅会員
はレギュラーティーから打ったとの事で
す。本当に、日頃仕事をしているのかな
…と思います。
　懇親会では、小林大時会員の司会進

行により、余興で各種のゲームをして大
いに盛り上がりました。皆さん、より一
層親睦を深められ、楽しいひと時を過
ごせたことと思います。
　余談ですが、ゲームの中で南クラブ
の会長、幹事と当クラブの会長、幹事
間での綱引き合戦がありました。片足
立ちでの状態で綱を引きあったのです
が、私がつい本気を出して思いっきり綱
を引いた為、服部幹事と共にフロアー
に転がってしまいました。（服部会長、
誠にすみませんでした。）怪我がなくて
良かったです。

1854回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. ローターアクト合同会議開催の案内
日時；６月1日（日）14：00 ～17：00
場所；日本料理『菊屋』　　成田市仲町 385

2. 国際基督教大学ロータリー平和センター
『年次セミナー』開催の案内
日時；6月14日（土）　11：20 ～ 20：00
場所；国際基督教大学　東ヶ崎潔記念ダイアログハウス

3. 例会変更のお知らせ
柏東 RC；5/29（木）は夜間例会

6/19（木）は親睦移動例会

4. 受信　　地域活動支援センターポコアポコ通信



　千葉銀行の宮城でございます。常日頃、弊行をご利
用いただきましてありがとうございます。
　ロータリーのお仲間に入れていただきましてはや10ヶ
月、今回卓話の機会を頂きまして、何を話すか考えまし
た。銀行の支店長を4ヶ店目になりますが、色々な場面
でスピーチを頼まれます。冠婚葬祭、取引先の行事など
一通りはやりました。しかしながら銀行の支店長の話
はありきたりな金融や経済の話が多く固くて退屈です。
また金融・経済の話では、私より遥かに勉強されて詳
しい方もいらっしゃるかと思いますのでやめにいたしま
して、まだ私の個人的な経歴や趣味、日常などを話し
た方が退屈しないと思いましたので、とりとめなく話し
たいと思いますのでどうかお付き合いください。
　昭和42年1月19日生まれの47歳。家族は妻と高校生
の女の子がふたり。子供は双子です。現在は四街道市
に住んでおりますが、もともと実家は流山にありまして、
高校は県立柏高校の出身です。大学を出て就職するま
で流山に住んでおりました。先月、柏南ロータリーの末
広興産の大内さんが卓話をされておりましたが、実は大
学時代大内さんが経営されているこのホテルのはす向
かいにある喫茶店カフェドロワジールでアルバイトをし
ておりました。お陰様で27年ぶりに劇的な再会を果た
しました。
　よく宮城という苗字で「宮城県のご出身ですか？」と
聞かれます。実はこの苗字は沖縄では大変ポピュラー
な苗字で、私の祖父は沖縄県の出身です。インターネッ
トで調べると宮城という苗字は沖縄県で4番目に多い
そうで「みやぐすく」とも読みます。昭和42年1月私は、
両親の出身地である山口県長門市仙崎という小さな漁
師町で末っ子の長男として生まれました。都内の中堅
ゼネコンに勤めていた父は、その後すぐに流山市富士
見台に居をかまえました。その後、父の仕事の関係で
再び小学校4年から中学1年時まで再び山口県長門市
で過ごしました。それまで末っ子の長男として母と姉二
人に甘やかされていた私は、転校を機に地元の気の荒
い漁師の息子たちにもまれケンカをしたり鍛えられまし
た。今考えると私の人格形成の過程の中で少年時代の
この田舎の漁師町で過ごした数年間は、環境に適応す
る力、順応性というものを身につけられたような気がし
ます。長門市は江戸時代長州藩の本拠地である荻市
が近かったため、いまでも私は幕府の志士「吉田松陰
や高杉晋作」をこよなく愛しております。自分のルーツ
を語るうえで山口県で過ごした少年時代は不可欠の要
素であります。小学校は山口県長門市の地元小学校を

卒業し、その後再び松山市に戻り、中学校は流山市立
北部中を卒業しました。中学時代はバスケットボールと
陸上をやっておりまして、陸上は長距離が得意で東葛
駅伝の選手として出場しました。高校は地元の県立柏
高校で、当初ハンドボール部に所属しておりました。し
かし、練習が厳しすぎた事と運営のやりかたに納得い
かず、同期と一斉に退部してしまいました。この部活の
退部のしかたは、先輩達にも大変迷惑をかけ、今でも
後悔をしております。高校生活はその後、ありきたりに
バイトをしたりハードロックのコピーバンドをやったりし
ながら過ごしていました。柏は今では銀行の支店長と
して働く町ではありますが、学生時代、アルバイトした
り彼女とデートをしたり私の青春1ページを彩る大切な
町でもあります。中途半端な高校生活を過ごしている
と、気が付いたら大学受験に突入しておりました。終
わってみれば、吉祥寺にある成蹊大学というところしか
受かりませんでした。ちなみに現在の内閣総理大臣安
倍晋三氏は成蹊大学卒で出身も山口県長門市というこ
とでこの政権には大変な期待と親近感を持っていま
す。浪人してでも更に上の大学を目指そうという根性も
なく、そのまま入学。高校時代に部活動を途中で投げ
出した反省から、体育会の部活に入ろうと決意。しかも
大学から初めても勝てるスポーツを考えた結果、体育
会ヨット部に入ることにしました。周りも生まれてから
一度もヨットに乗ったことがないという初心者がほとん
どでした。今でもその頃取った船舶免許は持っており
ます。ヨット部というのは大学のグランドや体育館で活
動出来ないので、基本的には長期の合宿を基本に活動
しておりました。大学のキャンパスにいた時間よりも神
奈川県横須賀市秋谷というところにある一軒家の合宿
所にいた時間の方が長かったような気がします。当然
のことながら大学には最低限しか行かないので成績は
優良可のうち優が5個しか取れませんでした。ちなみに
優5個のうち体育が2個です。よく銀行に入れたもので
す。ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、ヨット
は飛行機でも使われている「揚力の原理」で風上に対
して45度の角度で走れます。タックという左右にジグザ
グに行く動作を繰り返し、風上を目指して走ることがで
きます。ヨット競技は見かけほどさわやかなスポーツで
はありません。風やポジションの奪い合いで、時には競
争相手を不利な方向に陥れることもあります。わずかな
風向きの変化でレースがひっくり返るのが醍醐味でし
た。また風の変化を先読みするのも面白さの一つです。
たいした能力もないのにこれまで銀行の支店長を4ヶ

卓話 宮城 和彦 会員



店もやってこれたのはこのヨットレースで培ったものか
もしれません。下級生の頃の合宿生活は上下関係が厳
しく奴隷のような生活でした。合宿中は毎朝5時起き
で、食事の準備から始まり、7時までにはヨットが出廷
できる準備をしなければなりません。1日8時間は海の
上で練習しておりました。基本的には正月以外は冬で
も海に出ておりまして海の上で大雪に見舞われたことも
ありました。海に落ちた日でも疲れ果てて風呂にも入ら
ずに寝たことを覚えています。乗っていたヨットは470級
という4m70cmの大きさの船で基本的には上級生がス
キッパーという舵を取る役割で、下級生がクルーという
バランスをとったり風の情報をいれたりする船員の役割
をします。人間は乗り物に乗って競争すると、攻撃的で
好戦的になる傾向があるようで、熱くなる先輩には練習
中やレース中によく殴られました。
　大学4年の最後の全日本学生ヨット選手権出場をか
けたレースで予選までは通過しましたが決勝で敗退し
ました。その後、引退しすぐに就職活動に入りました。
　時はバブル経済の真っただ中の超売り手市場。身の
程知らずの私は財閥系大手総合商社を志望しましたが
全く相手にされませんでした。千葉銀行は地元企業だ
からという極めて安易な動機と、面接の練習程度の気
持ちで行きました。当時体育会出身者は根性があり無
理がきくということで重宝がられ、有利に面接を進めら
れ、意外と簡単に内定が取れてしまいました。もともと
実力以上の企業ばかり狙っていたこともあり気が付い
たら、千葉銀行しか内定が取れていませんでした。ただ
し自分としては銀行は就職先としてまったく選択肢に
なかったので最後まで銀行には行きたくありませんで
した。さんざん悩んだ結果、入行を決断したのは両親
が銀行に入ってくれと熱望していたからです。これも親
孝行かと思い銀行員になることを決めました。私が銀
行に入った平成元年はまさにバブルの頂点、その年の
年末の日経平均が38915円でした。まさにバブル入行組
（半沢世代）です。配属はJR千葉駅前の支店でした。
それ以来、流山の実家を離れ千葉市内の独身寮に入り
ました。新入行員研修が終わってしばらくして、1年目か
ら営業に出ました。決算書の見方もロクに分からない
のに法人の融資新規開拓の飛び込み営業をやってまし
た。取引先の社長に数千万円もする新規会員募集のゴ
ルフ会員権を、ゴルフもやったことのない新入行員の私
が融資とセットですすめるなど、今思うと笑い話です。
その後バブルは崩壊。毎年、株価も地価も下がり続け、
たくさんの辛い場面も見てきました。本部の経験は一度
もなく一貫して県内の営業店で法人営業をやってまい
りました。千葉駅前支店、木更津東支店、市川市店、本
店営業部、船橋支店、中央支店、浦安支店を経て平成

19年、40歳の時に松戸市の矢切支店の支店長になりま
した。埼玉県八潮市の八潮駅前支店、千葉市内の京成
駅前支店を経て去年の7月に柏西口支店の支店長を仰
せつかりました。
　何人かの尊敬する上司に巡り会い、私は社会人とし
て又銀行員として成長させてもらってきました。しかし
ながら、私のこれまでの銀行員としての財産は、たくさ
んの企業経営者と向き合いその生きざまを見てきたこ
とだと思います。銀行員は決して望んでなった職業では
ないのですが、お金の価値や、時間の価値、人生観を
変えてくれるような影響を与えてくれたのは、上司では
なく担当した会社の経営者からです。これは銀行員に
なってなかったら経験できなかったことだと思います。
　さて銀行の話にちなんで昨年大ヒットしたドラマ「半
沢直樹」について銀行員の立場からお話しします。
　まず最初に「半沢直樹」など銀行にはいないという
ことです。上司に「倍返し」していたら、私は今ここに
支店長として立っていません。なぜ、存在しないかとい
うと銀行は「上司や人事の評価が絶対」だからです。上
司に逆らって出世する人はいません。一般事業会社で
も同様かもしれませんが、銀行では特に上意下達の風
土が顕著です。上司が「右」と言えば「右」、上司が
「白」と言えば「黒も白」です。つまり現実の銀行の世
界では半沢直樹は課長にすらなれません。第1話で5億
円の融資が焦げ付いて支店長が「課長が勝手にやっ
た」なんてこと言っても通用しません。融資が焦げ付い
たら、全部支店長の責任です。
　半沢直樹の上司にあたる「浅野支店長」のお陰で
「銀行の支店長は悪い人」のようなイメージがついたよ
うな気がします。娘とドラマを一緒に見て「パパもこん
な悪いことしてるの？」なんて聞かれたりしました。私を
含めて銀行の支店長のほとんどは真っ当な人です。中
にはこいつだけは許せないという人もいましたが、尊敬
できる支店長のもと、毎日仕事が楽しい時もありまし
た。どの職場でも同じで上司によって天国にも地獄にも
なります。私は自分が部下からどう思われているのか
は、あえて考えないようにしてます。
　作者の池井戸潤氏は東京三菱UFJの出身者で、ドラ
マはメガバンクを舞台としております。私は地方銀行の職
員なので若干の違いはありますが、銀行の独特の習慣
や風土、価値観などはよく描けているなあと思います。
　さて、まだ時間があるようでしたら、仕事の話はやめ
て趣味の話をしたいと思います。銀行に入った後も銀
行のヨット部で国体の予選など出たりして5年くらい続
けていたのですが、ヨットは経済的にも、場所やパート
ナーなどたくさんの制約があって続けるのは大変です。
一人で気ままにできるスポーツはないかなと思っていた



出席報告

欠席者

出席率　75.44%

57名
14名

太田、金子（元）、後藤、小林（正）、斉藤、杉山、
助川、染谷、高田、冨士川、増谷、松本（ユ）、
安田、金子（正）、渋谷　　　　　　 各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
根来会員

結婚記念日
中村（佳）会員

ところに後輩から誘われたのがサーフィンでした。私は
ショートボードという比較的アグレッシブに動ける短い
板に乗っていました。行きたい時に一人でいけて、場所
もその日の状況で選べる気ままなところが気に入りまし
た。波に乗ってる時の浮遊感というか無重力感に一発
で虜になりました。双子の子供が出来た時も休みの日
も早朝から海に行ってしまいよく夫婦喧嘩のもとになり
ました。歳とともにだいぶ目立たなくなりましたが、私
の顔を近くから見ると、私の右目の下に小さな縫い傷
があります。これはサーフィンをやっているときに自分
のサーフボードが顔にあたって8針縫ったものです。ケ
ガをして当時の上司であった支店長にも怒られ、また
サーフィン自体が体力的にもきつくなった事もあり、結
局支店長になる直前の40歳でやめました。約10年間続
けました。
　サーフィンをやめる3年くらい前の37歳のときからク
レー射撃を始めました。子供のころからモデルガンや
空気銃が好きで、社会人になっても鉄砲に対する憧れ
はなくなることはありませんでした。銀行の後輩がク
レー射撃をやっており、誘ってくれたのをきっかけに、
銃の所持許可を取る事を決意しました。山に入ってキジ
やイノシシなどを撃つ猟はしません。クレー射撃とは、
散弾銃を用いて、飛んでいくクレーと呼ばれる素焼きの
皿を撃ち壊していく競技です。クレーの形状は通常直
径15cmほどの円盤型で、投射機を用いてフリスビーの
ように空中にアトランダムにし投射し標的とします。昔
は生きた鳩を放して標的としていたようです。競技は25
枚のクレーを1セットとし、それを4セットやります。1枚
のクレーに対し2発撃てます。私はイタリアのベレッタと

いう上下2連銃を使っています。現在は競技などにはほ
とんど出ないで純粋に撃つ事を楽しんでいます。銀行
の支店長も色々嫌な事もありまして鉄砲でもぶっぱなし
たくなることもあるのです。撃ってる時はアドレナリン
が分泌し、終わると程よく疲れ、夜よく眠れます。ご興
味のある方は、いつでも聞いてください。ただし日本は
銃刀法という世界にも類を見ない厳しい銃規制があ
り、所持許可を取るのは大変面倒で約3ヶ月はかかりま
す。ただランニングコストというかプレー代はさほど高
くありません。人によって撃つ量にもよりますが、私は1
回行くとせいぜい5～6千円程度しかやりませんのでゴ
ルフよりも安いと思います。
　さて時間となりましたので結びに、学生時代に青春
を謳歌した柏の地に、25年ぶりに銀行の支店長として
戻ってきた事は感慨深いものがあります。自分を育てて
くれた街に少しでも恩返しができるよう、地域の発展・
活性化のお役に立ちたいと思っております。
　まだ右も左もわかっていない新米ロータリアンですの
で今後ともご指導よろしくお願いします。つまらない話に
お付き合いいただきましてありがとうございました。



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　水野 晋治   副幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。この所、毎日３０
度を超す猛暑が続いています。私達の
身体がまだ暑さに慣れていない為、余
計にこたえるようです。外出の際は、帽
子などで暑さ対策をした上で、お出か

けなさってください。
　行事報告になりますが、本日午前１０
時より人間尊重委員会主催で、岡島委
員長、松本副委員長を中心にした総勢
１１人で、当会員の染谷照夫さんの経営
しているさくら幼稚園訪問をして参りま
した。職業奉仕委員会（委員長嶋田英
明、副委員長柳肇）との合同の行事で
す。さくら幼稚園は、園児数が590人い
るとの事で、単一の幼稚園では千葉県
下で一番人数が多いとの事です。園庭
もとても広く、グラウンドも天然の芝生
が敷き詰められており、子供達が気持
ちよさそうに思い切り裸足で走り回って
おりました。
　最後に、私達会員と園児達共同で、
朝顔の花とひまわりの花の種まきをしま
した。可愛い子供たちに囲まれているう
ちに、私達も童心に帰って新たに大き
なパワーをもらったような気持ちにな
り、清 し々い思いで帰路につきました。
　貴重な体験をさせて頂きました事
を、改めて染谷夫妻や先生方に感謝し

たいと思います。本当にありがとうござ
いました。
　又、本日はロータリーの友の冊子が皆
様の所に届いています。この本は、柏西
クラブから金本元章会員が製作に携
わっていますので、皆さんぜひご覧に
なって下さい。ロータリーの各種の情報
や各クラブの記事、ロータリアンのエピ
ソード等々たくさんの内容が載っていま
す。ロータリーの友は、ロータリーを理解
し、ロータリーに親しむためのとても良
いツール（道具）です。読むことにより、
ロータリーをもっと愛するようになると
思いますので、宜しくお願い致します。
　本日のゲストは、株式会社帝国ホテ
ルエンタープライズの藤井武志社長と、
株式会社エクチの江口秀雄会長です。
ようこそいらっしゃいました。後程ご挨
拶を、一言お願いしたいと存じます。

1855回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 第 10 分区次年度会長・幹事会開催の案内
日時；6月18日（水）18：30 ～
場所；『和香（のどか）』　　

2. 地区より会員拡大・退会に関するアンケート調査への
協力依頼

3. 平成 26 年度「社会を明るくする運動」
柏市推進委員会総会の案内
日時；6月3日（火）13：30 ～
場所；いきいきプラザ

4. 例会変更のお知らせ
鎌ヶ谷RC；6/5（木）は 6/6 親睦家族旅行会に変更

6/26（木）は最終移動例会
松戸ＲＣ；6/11（水）親睦旅行の為、移動例会



卓話 水野 晋治 副幹事

　いよいよあと一ヶ月で次年度に変わり、幹事と言う大
役を一年務めさせていただきます。皆様方のご指導、
ご協力をお願い致します。
　私は現在入会6年目となりました。自分で言うのもなん
ですが、今までそれなりに例会率も良く、それなりに行事
にも参加し、ロータリークラブの事を分かってきたつもり
でした。しかし、次年度幹事としてここ数か月間組織づく
りや予算編成、４０周年の周年事業等様 な々事前準備を
する中でロータリーの事を分かっているようで何もわかっ
ていなかったと痛感しました。それなりに予算や定款、細
則等読んでいるようでしたが、ただ見ていたという程度の
ものでした。そういう意味でこの大役は自分にとっての試
練というか、勉強のチャンスだと受け止めております。
　さて本日は副幹事としての卓話という事ですが、本来は
次年度の抱負なども申し上げないといけないですが、来
週日暮次年度会長の卓話もあります。会長エレクトの前に
出しゃばっていろいろお話しさせていただくというのもど
うかと思い本日は違った話を中心にさせていただきます。
　皆様のMy Rotaryというのはご存知でしょうか？とい
うより見た方はいますか？Rotaryのホームページが昨
年一新し、資料やRIの情報などはMy Rotaryというサ
イトに移行されました。このサイトを使いこなすにはア
カウント登録が必要です。（アカウントがなくてもある
程度は観覧できます）一度この機会に皆様にMy 
Rotaryについて知っていただきたいと思います。
　

この画面がMy Rotaryのホームページです。
これを利用するにはアカウントを登録するとより便利で
す。アカウント登録は至って簡単です。

アカウントの登録より進むとこのような画面が出ます。
ここに英字で名、姓の順で入力し、ログイン用のメール
アドレスを入力します。
続けるをクリックし、次へ進むと
　

このような次の画面が表示されます。
住所は会員番号などを入力します。
会員番号は年２回会費を納入すると事務局の片岡さん
からカードをもらえると思います。
ここに個々の会員番号が記載されています。
これを入力し、指定のアドレスにメールが届き、この
メールから登録完了の手続きをクリックし終わります。
あとは使い方を簡単に説明します。
例えば「手続要覧」をダウンロードする事も可能です。
　

また、最近ロータリーのロゴが新しくなったのをご存知
ですか？新しいロゴもここからダウンロードできます。



柏さくら幼稚園訪問

人間尊重委員会では、5月30日（金）柏さくら幼稚園を訪問致しました。
柏さくら幼稚園は、千葉県一を誇る規模の幼稚園にて園児約580名
園長は染谷照夫会員、当日五月晴の中「あさがお」「ひまわり」等の
種を寄贈し、園児と一緒に種まきを致しました。

人間尊重委員会　5月 30 日（金）

会長の挨拶 種まき風景 幼稚園見学中に飛び出した
岡島委員長の隠し芸

その他にも画像や動画なども簡単に探せます。
　

　
　以上簡単ですが、一度パソコンやスマホでも見れる
ので一度試してみて下さい。

出席報告

欠席者

出席率　84.21%

57名
9名

後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、染谷、
高田、冨士川、松本（ユ）　　　　　各会員

会員数
ビジター

藤井 武志（帝国ホテルエンタープライズ 代表取締役）
江口 秀雄（㈱エグチ オブザーバー）



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　日暮 肇  会長エレクト

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　本日はゲストとして、故宇田川恵司会
員の御子息宇田川博さんと、米山奨学

生のハン・ガンミンさんにお越し頂いて
います。宇田川さんは、理事会の承認も
通りましたので、来週より正式に柏西
ロータリークラブの会員になります。紹
介者は増谷信一さん、金本元章さんで
す。宇田川さんには、当クラブにＪＣメン
バー等の多くの友人知人がおりますの
で、すぐにロータリアンとして西クラブの
メンバーに溶け込んで頂けるようになる
と思います。
　６月４日（金）には、第10分区2013～
14年度の最終会長・幹事会がクレスト
ホテルで開催されました。次年度の各
ロータリークラブの会長。幹事エレクト
との交代式も兼ねての合同会合でし
た。
心なしか、風澤ガバナー補佐と中山ガバ
ナー補佐幹事も、リラックスしている様
子でした。それに比べ、会長、幹事エレ
クトの人達は緊張している様子で、丁度

昨年度に私達が経験した状況と同じだ
なと思うと、本当に一年間があっという
間の時の経過を感じます。
　特に、柏西ロータリークラブでは２０
周年の記念式典を次年度に控えていま
す。日暮会長エレクトと、水野幹事エレ
クトは、お二人とも立派な方ですので、
きっと重責を完璧にやり遂げてくれるだ
ろうと確信しています。
　次年度のガバナー補佐は、我孫子ロー
タリークラブの松本憲事さん、補佐幹事
は丸田勝功さんです。お二人とも、温厚
で真面目な方ですので、第10分区を上手
に運営して頂けるものと思います。
　最後に、本日18時より、奨学生のハ
ン・ガンミンさんの歓迎会が、田代会員
の病院の隣にあるイベントホールで行
われます。時間の都合のつく方は、ぜひ
御参加下さいます様お願い致します

1856回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 例会変更のお知らせ
松戸西 RC；6/18（水）は移動例会（親睦旅行）に変更

6/25（水）は夜間移動例会

卓話 日暮 肇 会長エレクト

　勝田会長から引き継ぎ、柏西ロータリークラブ第40
代の会長を仰せつかった日暮です。会長就任の前に、3
月29日の会長エレクト研修セミナー、4月29日の地区研
修・協議会と次年度の任務に備えて、RIの会長メッ
セージや、ガバナーの地区活動方針等のレクチャーを
受けてきました。今更ながら、会長としての責務の重さ
を痛感しております。
　次年度国際ロータリーゲイリーC.K.ホァン会長は
「Light Up Rotary」「ロータリーに輝きを」をテーマと
し、◯ロータリーの奉仕を人 と々分かち合い、クラブを
より強力なものとし、地域社会でロータリーの存在感
を高めることで、「ロータリーに輝きを」もたらして下さ
い。そして◯「ロータリーデー」を開催して地域の人達
にロータリーを知って頂くよう要請されています。当ク
ラブでも年間の活動の中で、ロータリーデーとして、
ロータリーの活動を紹介する場に出来ることが幾つか

あるのではないかと考えています。◯ポリオを撲滅して
「ロータリーに輝きを」もたらし、歴史に1ページを刻み
ましょう。◯34,000を超える地域社会で、クラブを強化
し、「ロータリーに輝きを」もたらせば、ロータリーの奉
仕で世界に輝きをもたらすことができるでしょうと述べ
ております。
　又、第2790地区 宇佐美 透ガバナーは「原点回帰」
を地区テーマとしました。要旨は◯自らの職業におい
て、プロの職業人としての信頼獲得を常に携え、会員一
人ひとりがロータリーの魅力を語れる「原点回帰」を地
区テーマとして運営にあたります。◯ロータリー活動の
原点は職業奉仕にあると考えます。自らの職業を通し
た精神と身体の活動で、倫理運動に根ざした地域社会
への貢献を基本としており、これがロータリーの定義で
あると考えています。その他、「希望の風」について等、
幾つもの要望がございました。



　後、一月後には新しい年度が始まり、会長として一年
間務めなければならないということで、次年度のテーマ
は「友情・寛容そして奉仕」とさせていただきました。
ロータリーで大切なものは何かと考えた時、「善意と友
情」「寛容の心」これがクラブの中にあることが、楽し
い例会となり、良いクラブの良い雰囲気を作り出す基に
成ると思います。「世界で良いことをしよう」テーマの実
現に向け、クラブ内の親睦を計りながら奉仕の理想を
追い求めたいと思います。一年間、日暮、水野の両名で
頑張ります、ご指導、ご協力宜しくお願い致します。
【クラブ計画・活動方針】
①会員増強、会員60名越えを目指す。
②例会の充実、情報交換や親睦が深まるような例会を
目指す。
③職業奉仕の原点を見詰め、自らの職業を通しての
奉仕を実践する。
④年間行事の中でRIの提唱するロータリーデーと
マッチするものを開催する。
⑤台中港東南扶輸社との交流（柏西RCの40周年で来柏）。
⑥ロータリーの公共イメージの向上を図る
⑦長期計画の策定
　次年度は柏西ロータリークラブの創立40周年にあた
ります。当クラブは5年ごとに周年を祝う行事を実施し
ています。40周年の記念式典は創立記念日の11月7日
金曜日クレストホテルで行う予定で準備を進めていま
す。式典そして祝賀会と、先輩会員の皆様によって受け
継がれてきた歴史に思いを馳せながら、全員で祝賀
し、更なるクラブの発展につなげていければと願って
います。そして式典に先駆け、10月17日金曜日には記念
行事としてザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎に於いてチャリティ
ゴルフコンペを行い、収益金はポリオ基金と、地区役員
として金本会員が担当している「希望の風」計画の方
へ寄付をさせていただくことで準備を進めていきます。
前期については周年行事が大きな行事となり会員の皆
様にも負担をかけることに成りますが、ご協力をお願い
します。
　その他、各委員会で企画し、実施する行事も色々あ
りますので、多くの会員に参加して頂きますようにお願
い致します。

　私がロータリークラブに入会したのは、平成10年1月1
日となっていますので、ロータリー歴は15年になります。
この間、ロータリーに入ったことによって色々な体験を
することができました。リニアモーターカーに試乗した
り、裁判を傍聴したり、帝国ホテルではVIPが宿泊する
特別な部屋を見せて頂いたり、ロータリーに入らなけれ
ばとても経験することはなかっただろうと思います。何
にもまして色 な々職業に就いている全員の皆さんとと知
り合いになれたこと、例会や行事への参加を通じて親
しく成ることが出来、その時々の会話の中から、多くの
情報を得ることが出来、自分の仕事にとってもプラスに
なることが多かったように思っています。そんなことか
ら居心地の良さみたいなものが有って退会しないで居
座っていたら、とうとう会長という大役が周ってきてし
まいました。柏西クラブでは入会した順番で会長にな
るという、しきたりになっているそうですが、私より先
に入会して、まだ会長をやっていない会員もいますの
で、この人達にも、例会に出席して頂き、いずれは会長
に成って頂きたいと思っています。



次回の例会は6月12、13日（木・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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・中村 靖

　　　　　　　　齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　82.46%

57名
10名

太田、金本、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、
染谷、高田、冨士川、松本（ユ）　　 各会員

会員数

ビジター

宇田川 博司（オブザーバー）
咸 光珉（米山奨学生）

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
小林（太）会員、嶋田会員、ゲイビ会員、升谷（庸）会員

パートナー誕生日
安田会員、小林（太）会員、水留会員、ゲイビ会員

(^^♪
東日本大震災被災動物救援事業で千葉県より特別
表彰頂きました

結婚記念日
嶋田会員、斉藤会員

■ 7 月 4日（金）【夜間例会】- 新旧役員交替式 -
≪時間≫ 18：30～ 新役員就任式

19：00～ 例会
19：30～ 懇親会

≪場所≫ ザ・クレストホテル柏
　
■ 7 月 11 日（金）【通常例会】-お祝い事・理事会（3）-

卓話＝増谷信一 プログラム委員長
『年間行事予定について』

　

■ 7 月 18 日（金）【通常例会】-第 1回クラブ協議会 -
会長方針
五常任委員長『上期活動計画発表』

　
■ 7 月 25 日（金）【通常例会】

卓話＝嶋田英明　社会奉仕委員長
　

《その他の行事》
◆ 7/27（日）『柏まつり参加』

7 月の行事予定



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

　
□ 江口秀雄様　(昭和29年8月16日生　59歳）

㈱エグチ　取締役会長
柏市柏の葉5-4-6-307東葛テクノ内
職業分類；土地・土壌改良OK
推薦者；金子正・勝田健一会員 承認

□ 宇田川博司様　(昭和29年9月8日生　59歳）
㈱宇田川電機　代表取締役
柏市明原1-1-18 7月より（会費）
職業分類；電気器具販売
推薦者；金本元章・増田信一会員 承認

②規定審議会による細則（柏西ロータリークラブ）変更の件
総会で報告する 承認

③2014-'15(日暮肇会長)年度からの会計について
前期繰越金は別会計にし各年度ゼロ発進とする 承認

④柏ロータリークラブの今後について
（提唱クラブ；柏・柏西・柏南RC）

地区ガバナー事務所に確認 承認

⑤報告事項　　
□ 2013-'14年度7月1日～5月31日決算報告　（資料添付） 承認

⑥その他
6/24　旭東小学校　残業奉仕活動（森市会員より報告）

●次回臨時理事会　2014年7月４日(金)　17：00～

 小 林　太 時

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　第12回　理事会資料　

2014年   6月  6日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一 ①新入会員候補者の件

勝　田　健　一

金　子　　　正

金 本　元 章

嶋 田　英 明

中 嶋　利 生

鈴 木　桂 三　　　　　　　

金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

日 暮　　肇



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

①2014‐'15年度名誉会員の件
秋山浩保市長   板倉茂元会員 承認

②7月4日(金)新旧役員交替式の件
☑ 時間 18：30～役員交替式・就任式 承認

19：00～例会
19：30～懇親会

☑ 招待者＝名誉会員(秋山浩保市長   板倉茂元会員) 承認

パートナー 米山記念奨学生(ハンガンミンさん）
                                                                                  ☑ 案内状＝柏RAC会長・幹事　元米山奨学生　(登録料3,000円） 承認

　　　□ロータリー暦記念(年数入りバッチ)の贈呈☑ ロータリー暦記念バッチ(年数入り)の贈呈 承認

20年＝鈴木桂三･高田住男・金本元章会員
  　 15年＝日暮肇会員
  　 10年＝松本ユミ・杉山智会員

☑ アトラクションについて 承認

（エド山口）出演料　15万+予備費　3万円（宿泊費）

③2014‐'15年度 ☑ お祝い事の件；パートナー誕生日・結婚記念日の品物
☑ 出席率の件；合同例会・移動例会は100％とする
☑ ニコニコBOXは本会計に組み込む
☑ 年度入りファイルは希望者のみに配布
☑ 7月27日(日)『柏まつり』参加の件 全て承認

④小委員会・勘定科目追加の件
☑ ロータリー財団委員会 (小委員会)基金委員会 承認

(小委員会)ポリオ･プラス委員会
□ 交際費；他クラブ周年･例会等参加費・地域参加費 否決

⑤2015-'2016年度第10分区ガバナー補佐候補者 承認

　　　　　　榊隆夫会員(パスト会長懇談会にて指名)

⑤その他 ☑ 「柏まつり」協賛金(昨年３万円)の依頼 依頼通り3万円　　　　
☑ 社会を明るくする運動柏市推進委員会協力金(昨年2万円)の依頼
☑ 特注歴代会長ボード(プレート20枚付)制作費

見積額；74,520円 全て承認

●次回理事会　2014年7月4日（金）【17:３０～】

　　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第１回　理事会資料　

2014年　6月6日　　11時50分

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三

25年＝榊隆夫会員

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

◯

◯

◯

柳          肇

松本 隆一郎

◯

◯

×

×

◯

◯

秋 元　慶 一

◯

日　暮　　　肇

水　野　晋　治

◯

◯

◯

嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正



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？

第1857回移動例会、第1858回、第1859回通常例会（2014.6.13、6.20、6.27）
■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/2013/

創 立 1975年11月 7日創 立 1975年11月 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1827・1828・1829号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：勝 田 健 一　　幹 事：金 子 正

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット

助川　昌弘

金子　正

中嶋　利生

金本　元章

嶋田　英明

水野　普治

飯合　幸夫

川和　弘行

鈴木　健吾

日暮　肇

森市　直樹

増谷　信一

優　勝
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1857回　打上げ旅行（静岡県 袋井・浜松方面）及び移動例会 14.6.12～6.13

出席率 100%

葛城ゴルフ倶楽部

三保の松原 宿泊：葛城北の丸



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　金子 正　   幹事

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆様、こんにちは。本日は、とても嬉
しいお知らせがございます。私共の柏西
ロータリークラブに、新入会員が承認を
受け入会いたします。
　まず１人目は、宇田川恵司元会員の
御子息の宇田川博司さんです。紹介者
は増谷信一会員と、金本元章会員です。

２人目は、江口秀雄さんです。紹介者は
金子正会員と、私勝田健一です。
　お二人とも、当クラブには多くの顔見
知りの友人、知人がいらっしゃるので、す
ぐに仲間の輪に加わって活躍して頂ける
ものと思います。宜しくお願い致します。
　又、先週の12、13日に柏西ロータリー
クラブの親睦打ち上げ旅行がございま
した。総勢28人で静岡県袋井市に行っ
てまいりました。出発時は小雨がぱらつ
いており、午前中は雨模様でしたが、さ
すが皆さんの日頃の行いの良さでしょう
か、午後から天候も回復して晴れ間が
でてきました。午前中は、今年世界遺産
に指定された三保の松原を見学し、そ
の後焼津魚センターを見学し、宿泊地の
葛城北の丸に到着致しました。
　宴会では、色々なハプニングもありま
したが、終始和やかで楽しい時を過ご
しました。宿も立派で、食事もとても美
味しかったです。この施設は、ヤマハの
迎賓館用として計画され造られたとの
事です。
　二次会は、カラオケ組と飲み会組の２
班に分かれて賑やかに、深夜まで親睦

を図り合いました。翌日は、ゴルフ組と
観光組に分かれての行動となりました。
ゴルフでは助川昌弘さんがベスグロで
の優勝、２位が幹事の金子正さん、３位
がＳＡＡの中嶋利生さんです。
　観光組は、午前中にうなぎパイ工場見
学をした後、浜松名産の老舗うなぎ店
の藤田で昼食をとりました。その後、航
空自衛隊浜松エアパークの施設を見学
し、最後に掛川城を見学しました。
　柏到着後、小林親睦委員長も参加し
ての山返しを行いました。楽しい時を、
そのまま永く続けていたかったのです
が、きりが無いので締めを日暮会長エレ
クトにしてもらいました。「40周年度」の
協力要請と、ぜひ成功させようとの唱和
で暮となりました。
　細田観光の五十石さんや、親睦委員
の嶋田英明副委員長始め、森市さん、
中村靖さん他大勢の委員の方々には、
色 と々気を配って頂きお世話になりまし
た。本当に有難うございました。何事も
無く、無事旅行が出来たのも、皆さんの
協力があったからだと思い、心より感謝
申し上げます。

1858回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 銚子ロータリークラブ会員、2010-11年度第 2790 地区
ガバナー織田吉郎様が 6月6日永眠されました。
『織田吉郎氏を偲ぶ会』
日時；6月28日（土）  17：00 ～献花

18：00 ～偲ぶ会
会場；銚子プラザホテル
会費；5,000 円

2. 2013-2014年度 柏ローターアクトクラブ『最終例会』の案内
日時；6月22日（日）14：30点鐘
場所；サロン･ド･ワンニャン
会費；ロータリアン4,000 円
内容；年間活動報告・増山会員卒業式

3. 平成 26 年度「社会を明るくする運動」チラシ配布の依頼

4. 例会変更のお知らせ
我孫子RC；6/24（火）は最終例会及び新旧交代式の為、

夜間移動例会
柏 RC；6/25（水）は最終例会（新旧交代式）の為、

夜間例会



卓話 幹事　金子 正

　いよいよ後２週間で勝田年度のK・Kｺﾝﾋ の゙幹事をど
うにか無事に終わる所までやっとたどり着きました。こ
れも皆様の協力のお蔭の賜物です。本当にありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　　
また、先週は、打ち上げ旅行に多くの方に参加していた
だきとても思い出に残る旅行が出来たと思います。今日
は参加されていない方がおられますので旅行の思い出
話をさせていただきます。
　初日の朝から雨に降られ、嫌な雰囲気でしたが、今
回は遅刻する方や日付けを間違える方も無く無事出発
する事が出来ました。するとやはりみなさんの口からは
天気の悪いのは、会長､幹事の日頃の行いが悪いから
こんな天気になったんだねと、出発早々からそんな雰
囲気だったので、K・Kｺﾝﾋ の゙年度だからまあしょうがな
いかと思っていたところ、都内を抜けたころから明るく
なり東名高速では富士山が見えるまでに天気が回復し
てきました。そこで思ったことは、やはりK・Kｺﾝﾋﾞは、日
頃の行いがとても良かったんだなと確信いたしました。
そして昼食は清水港の駅の近くの日本料理の店のなす
び総本店で清水港で取れた生ｼﾗｽと桜海老のかき揚げ
等を美味しくいただきました。
　昼食後には、三保の松原を散策しましたがそこで
は、富士山は見る事が出来ず少し残念でした。ですが
富士山の見えている三保の松原の看板がありましたの
で、その看板をみなさん写真に収めていたようです。ち
なみに私も写真を撮りました。
　そこから焼津さかなｾﾝﾀｰに寄り宿泊先に向かいまし
た。もうその頃には皆さんも大分お酒に酔いしれていた
方もおられましたが無事に宿泊先の葛城北の丸に予定
時間の４時に到着しました。そしてみなさんは、例会時
間の６時半までゆっくりしていただきました。
　いざ例会をはじめようとしましたが、SAAの中嶋さん
がまだ来ていないという事で携帯に連絡しても出ない
ので私が中嶋さんの部屋に行ってﾋﾟﾝﾎﾟﾝを押したら
「今起きた所」という事であわてて例会場へ行ったの
ですがみなさんは浴衣なのに、中嶋さんだけ真っ赤な
服でとても目立つSAAが例会を盛り上げていただきま
した。それから懇親会も和気あいあいで終わり２次会
のカラオケも無難に終わったのですが、中嶋さんが担
当の点鐘のｺ ﾝ゙ｸﾞを宴会場から忘れていたので明日帰り
に中嶋さんを驚かせようと五十石さんと計画しました。
　次の日は朝から晴天になり絶交の観光とｺ ﾙ゙ﾌに最適
の日になりました。観光組は昼食を浜松のうなぎ家さ
んで食べ掛川城を観光しました。ｺ ﾙ゙ﾌ組は女子ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

も行われる葛城ｺ ﾙ゙ﾌ倶楽部でトリッキーでグリーンも早
くとても難しいｺ ﾙ゙ﾌ場でしたのでみなさんも大分ｽﾄﾚｽ
がたまったようでした。順位は助川君がﾍ゙ ｽｸ ﾛ゙で優勝し
２位が私で３位が中嶋さんでした。
　それから観光組と合流して柏へと向かいました。そ
こで昨日、五十石さんと計画したｺﾞﾝｸ の゙事を中嶋さん
に確認して「中嶋さんｺﾞﾝｸﾞはどうした」と尋ねた所
「あー」と中嶋さんが叫んだら横で嶋田さんが前の席
に有るよと言ってしまったので作戦は失敗でした。で
も、中嶋さんは冷や汗をかいていました。そのような事
で今回の旅行の珍ﾌ ﾚ゚ｲMVPは中嶋さんだと思っていた
ら、帰りの途中の休憩所のサービスエリアでまた今回
の旅行の珍ﾌ ﾚ゚ｲMVPとなる出来事が起きました。それ
はやはり勝田会長で最後のサービスエリアで10分間の
ﾄｲﾚ休憩を取った所、ﾗｰﾒﾝを食べていて20分も遅刻して
しまいそこが一番、大うけして今回も勝田会長が珍ﾌ ﾚ゚
ｲMVPに決まったようです。これで勝田会長は昨年の
台湾旅行、立山ｱﾙﾍﾟﾝ旅行、今年の台湾旅行、そして今
回の旅行でMVPを連続で４冠を達成しました。次回も
勝田会長に注目しましょう。
　そして無事柏に到着しまして、その後、吉春で山返し
を行いそこで親睦委員長の小林君にも参加していただ
き親睦旅行を無事に終える事が出来ました。旅行で
は、親睦の副委員長の嶋田さん、森市君、五十石さんに
は大変お世話になりました。そして参加くださった皆様
にも感謝いたします。
一年を振り返りまして感想は、理事の方をはじめ各委員
長さんそして、委員会の方々にたくさんの事をフォローし
て頂き、また盛り上げていただきありがとうございまし
た。勝田年度は奥様にも楽しんでもらえる行事を優先
させていただきディナーショーを２回行わせていただき
ました。そして色々な行事を行いましたがたくさんの思
い出に残る行事が出来たと思います。何年か前の年度
を見た時は私が幹事をきちんと出来るか本当に自信が
無く心配でしたが、みなさんに協力していただきここま
で出来たと思います。特に水野副幹事には、偶々、大事
な行事の時に限って代役をお願いしたようで、誠に申し
訳ありませんでした。でも、水野副幹事にとってとても
勉強になったようなので、水野幹事の時も副幹事にお
願いすると副幹事さんの勉強になりますので偶には次
期水野幹事もそうされると良いと思いますよ。
そして、一番助けていただいたのが片岡さんでした。そ
れは、他ｸﾗﾌ の゙幹事の人に聞いた所、資料を全部作成
しているから大変なんだよと聞いていましたが、西ｸﾗﾌﾞ



出席報告

欠席者

出席率　81.36%

59名
11名

金本、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、
染谷、高田、田代、冨士川、松本（ユ） 各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
榎本会員

パートナー誕生日
日暮会員

(^^♪
インターゴルフ優勝ありがとう　助川会員
旅行ありがとう　勝田会長

結婚記念日
太田会員

は片岡さんに大抵の事をしていただきましたので、本当
に片岡さんには助けていただけたと思います。そして勝
田会長１年間お世話になりました。楽しく幹事をさせて
いただきました。次年度は増強委員長ですので、引き続
き次年度もみなさんの協力を宜しくお願い致します。

金子正幹事

宇田川博司新入会員　江口秀雄新入会員

入会式



開催　日時 会　長

開催　場所 幹  事

理　　　事 出欠

○ ①柏市立旭東小学校『先輩に学ぼう！』講師依頼の件 承認

日時；６月２４日(火)10：30～12：15

場所：旭東小学校　体育館
×

　　   丸山　真　(クレストホテル柏総支配人）

○
          日暮 肇（セブンイレブンオーナー）

○

○

○

○

○

○

○

○

○金 子　   正

森 市  直 樹

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷　信 一

日 暮　　肇

中 嶋　利 生

鈴 木　桂 三 ○

東海林  康之

　　　柏西ロータリークラブ　2013～2014年　持回り　理事会資料　

2014年   6月  20日　　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

勝 田　健 一

講師；勝田健一 （不動産屋）

勝　田　健　一

金　子　　　正

金 本　元 章

嶋 田　英 明

　　　　　　住田みゆき　(行政書士) 小 林　太 時
   　　嶋田英明　(看板屋)



1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

1. 会長挨拶　勝田 健一   会長

1. 幹事報告　金子 正　   幹事

1. 卓　　話　勝田 健一   会長

1. 点　　鐘　勝田 健一   会長

　皆さん、こんにちは。
　今日は、いよいよ２０１３年度から２０
１４年度　勝田　金子年度の最終例会
日となります。ここまで、何とかたどり着
くことができたのは、パスト会長を始め
として各委員長さんやその他の会員の
皆様のご協力があったからだと思い感
謝申し上げます。
　本日は、公式訪問で風澤俊夫ガバナー
補佐及び中山浩一様をお迎えしていま
す。この記念すべき例会にお越しいただ
きました事をとてもうれしく思います。風
澤様と中山様には、ロータリーの何たる
かという貴重なお話しを毎回して頂き、
多くの事を教え、導いて頂きました。
　又、会長、幹事会は、風澤様の人徳な
のかと思いますが、出席していた皆様
が最終、笑いの絶えないとても、和やか

な楽しい会議でした。
　改めましてここでお二人にお礼の言
葉を申し上げたいと存じます。
　本当に一年間おせわになりありがとう
ございました。

1859回通常例会

会長　勝 田 健 一
会長挨拶

幹事報告 幹事　金 子 正

1. 7月のロータリーレートは 1ドル=102 円

卓話 会長　勝田 健一

　改めまして皆様こんにちは。
　今日は、待ちに待った勝田 金子年度の最終例会日
です。思えば、昨年度の７月５日、増谷信一会長からう
けついだ、会長バッチを胸に着けてから早一年間にな
りました。色々な行事や出来事はありました。簡単で
は、ありますが、一年間の振り返りを語ってみたいと存
じます。
　まず、最初は、７月２７日　人間尊重委員会　岡島委
員長主催の八幡苑慰問です。
吉野会長と奥様、それに私たち柏西口ロータリークラ
ブ会員で、約１時間程度、老後の事やその他、たくさん
の話しをして帰路につきました。吉野会員、奥様も私達
の慰問をとても喜んで頂きました。

　また、８月２７日は、親陸委員会　小林大時委員長
主催で、レイソル対ベガルタ仙台戦を観戦致しました。
家族例会と言う事で多くの奥様やお子様にも参加して
もらい大いに盛り上がりました。又、嶋田副委員長に
は、チケット手配やお弁当の手配等、細部にわたり御
配慮を頂きました。お陰様で、暑い天候の中で冷たい

ビールを飲みとても楽しい時間を会員皆で共有するこ
とができました。本当お世話様でした。

　７月２８日には、柏祭りに参加致しました。
今回から柏西ロータリークラブの会場設定場所を飯合
会員のはからいで西口千葉銀行前に変更になりまし
た。会員皆で子供さん向けに花火やうちわ等をプレゼ
ントとして柏西ロータリークラブの広報活動をいたしま
した。中嶋会員が外人とスペイン語で楽しそうに会話
をしている姿を見て皆感心していました。スゴイ

　８月３０日には、恒例のローターアクトクラブとの納涼
夜間例会が高島屋屋上のビアホールで開催されました。
風澤様、中山様、初め柏南クラブの会長、幹事他１０分
区の多くの会員の方々にもお越し頂きましてとても有意
義な一時を過ごしました。牧野店長には、特別サービス
をしてもらいましてありがとうございました。
　９月６日、関口ガバナーからは、柏西クラブには、何も
言う事は無い。逆に会の運営について、私達が色 と々学
んでいきたい。との過分なお褒めの言葉を頂きました。



　又、１０月１０日から１１日には、職業奉仕委員会と親陸
委員会合同の北アルプス黒部ダムの旅行が行われました。
途中、ドシャ降りの雨の中をトロッコ列車に乗った事は
忘れられません。雄大なアルプスを眺めての巨大な黒
部ダムを見学しながら先人の偉業に皆、敬意を表しまし
た。強行日程でしたが、なかなか普段では体験するこ
とが困難な素晴らしい体験ができた事と思います。
 
　９月２７日は、金子幹事、推薦のパーカッション演奏
会が夜間家族例会で行われました。
日本でも有数の演奏家との事で会員一同素敵な音色に
うっとりと聞き惚れていました。
 
　１０月２７日は、奉仕プロジェクト、社会奉仕、親陸委員
会合同で、手賀沼マラソンへの協賛で、参加いたしました。
会場は約１万人という、すごい人数の人達で、私達会員
もビックリです。その中の出店で柳会員が中心になって
販売したモツの煮込みが大人気であっという間に完売
になってしまいました。

　翌平成２６年１月１０日の家族新年会例会は、昨年、
皇居で、天皇陛下の御前に演奏されたという、日本でも
トップのクラスの根市タカオさんグループ（ボーカル含
む）のデイナーコンサートを開催しました。
私達の年代に会った選曲をしてもらった為、聴衆の会
員一同じっくりと演奏に聞き入り音楽の世界にひたりま
した。後で感想を聞きましたら、とても良かったと言っ
てもらえました。又、飯合委員には、御祝儀まで頂きあ
りがとうございました。
 
　２月２１日から２３日には、柏西ロータリークラブとの
姉妹クラブであります、台中港東南ロータリークラブの
３５年周年記念式典に参加してまいりました。
国際奉仕委員長　柳団長に頑張ってもらい、柏西ロー
タリークラブとの友好も大いに深められました。私達一
同大歓待のサービスを受けました。
　又、会長エレクトの日暮会員も今年の柏西クラブ４０周
年で向けての話し合いをされ布石をうたれたようです。
 
　３月７日　人間尊重委員会主催で、後藤会員の経営
されている柏市布施にあるマザーズガーデンに訪問し
て参りました。広大な敷地の林の中にあり豪華なとて
もおしゃれな施設でした。私達一同、施設内を見学し、
できればこんなきれいな所に将来お世話になりたいと
話をし合いました。最後に園庭にチューリップの球根を
植え施設の方や後藤会員と一緒に記念撮影をして、施
設を後にしました。

 ４月６日に奉仕プロジェクト、親陸委員会合同の大堀
川清掃と花見会が開催されました。
清掃途中の出来事ですが、安田会員の川沿いのごみ拾
いには、会員皆が、感心していました。
　又、以前柏西クラブで行った桜の植樹の小木が大き
くなっているのを見て驚いていました。
　その後、西光院さんで、親睦会を催したのですが、
柳会員の竹の子料理と美味しいお新古を頂ながら会員
相互の親睦と友情がより一層深められました。森市さ
ん、嶋田さん、小林さんその他参加した会員の皆さん
お疲れ様でした。
 
　５月２３日　柏西クラブと柏南クラブとのゴルフ大会
が竜ヶ崎クラブで開催されました。
 
　５月３０日　奉仕プロジェクト、社会奉仕委員会共同
のさくら幼稚園訪問が行われました。
千葉県下で、単一の幼稚園では、園児数が一番多いとの
ことです。（約６００人）広い園庭に、私達会員と可愛い
幼稚園児で、ひまわりと朝顔の種子を蒔いていきました。
　その後、応援室で、染谷さんご夫妻と私達で懇親会
を行いました。染谷会員の幼児教育の重要な理由等を
聞かせて頂いて私達も全員その通りだと共感しまし
た。これから立派な日本人を是非、養成して頂きたいと
エールを送りました。
 
　６月１３日から１４日　今年一番のメインイベントであ
る打ち上げ旅行が開催されました。
職業奉仕と親睦委員会に全面的にご協力をして頂きま
した。場所は、静岡県袋井市で、世界遺産に指定された
三保の松原浜名湖エアパーク　掛川城　うなぎパイの
工場見学等です。宿泊地はヤマハの迎賓会用に建築さ
れた葛城北の丸ホテルです。深い緑におおわれたとても
立派なホテルでした。宴会では、色 な々ハプニングがあり
ましたが、深夜まで、若手、ベテランの会員入れ交じな
がら楽しい時間を過ごすことができました。
　又、ゴルフでは、コースもトーナメント開催コースとい
うことで素晴らしかったようです。コンペでは、助川昌
弘会員がべスグロ優勝を遂げました。
おめでとうございます。

　研修委員会では、中村博亘パスとガバナーに講師を
して頂きまして入会5年までの会員を対象にした研修会
を2回、全会員を対象にした研修会を1回の計3回を、柏
商工会議所にて行いました。柏西ロータリークラブの
現在までの歴史とロータリークラブを楽しむ為の勉強
を行いました。



懇親会でも、多いに研修会では聞けない有意義な話し
合いが沢山飛び交っていました。
増谷信一委員長ありがとうございました。

　６月２４日に奉仕プロジェクト委員会から企画で柏市立
旭小学校で、小学校６年生とのふれあいが行われました。
私達の従事している仕事についての職業感や仕事を何
の為にやるのか、その仕事が世の中の為に役に立って
いるのか等、小グループに分かれてのインタビュー形式
のデイシュカッションです。柏西クラブからも６人程出
席致しました。
元気の良い子供達と接していると私達まで一緒に元気
をもらえたようで、とても素晴らしい経験をさせて頂き
ました。
 

　最後にお世話になった中でも特にスペシャルでお世
話になった嶋田会員、日暮会長、永野会員、丸山会員、
森市会員、五十石会員、それと会長エレクトの時から細
部にわたってアドバイスを頂いた増谷会員、そして全般
に、渡って色 と々助けて頂いた事務局の片岡さん、本当
にありがとうございました。
それに何といっても、金子正幹事、一年間、至らない私
を強力なパワーで支えて頂きましてありがとうございま
した。Ｋ・Ｋコンビとしてこれからも末永いお付き合いを
お願いしたいと思います。
　皆さまのご協力、御支援のお蔭で、楽しい貴重な会
長体験をさせて頂きました。
感謝申し上げます。

【奉仕プロジェクト委員会】【奉仕プロジェクト委員会】
奉仕プロジェクト委員長　森市奉仕プロジェクト委員長　森市 直樹直樹

7 月奉仕活動服の製作
10 月 27 日（日） 手賀沼マラソンに参加

■職業奉仕委員会　委員長　嶋田 英明
高い倫理水準を実施し、職業上の知識やスキルを人の
ために生かすことを、ロータリアンに推興する活動
10月 10日（木）11 日（金）職場見学　立山アルペンルート
11月 30日（土）職業奉仕セミナーに参加 松戸商工会議所
1・10・12・13 分区合同 21 クラブ森市、嶋田、職業奉
仕フォーラム
下期職場見学（東葛飾地区）
旭東小　先輩に学ぼう（森市・嶋田・勝目・丸山・日暮・
住田）

■社会奉仕委員会　委員長　中村 佳弘
地元地域社会のニーズに取り組むプロジェクト
7月 28 日（日）かしわ祭り参加 花火・うちわ配布
地域への奉仕活動 ごみゼロ・大堀川清掃等
社会を明るくする会 2 万円　福祉協議会 1 万円
 ■人間尊重委員会　委員長　岡島 昭信
7月 19 日（金） 八幡苑　慰問
10月 13日（日） 献血キャンペーン ららぽーと柏の葉
福祉施設等
マザーズガーデン チューリップ球根植栽・タオル配布
さくら幼稚園 朝顔 210袋配布・朝顔・ひまわり植栽
 

■国際奉仕委員会　委員長　榊 隆夫
複数の国のロータリアンが協力してロ行うプロジェクト
FVP（未来の夢計画）グローバル補助金
8月3日（土） 国際奉仕・ロータリー財団合同セミナー
台中港東南RC交流（訪台）
　■青少年奉仕（RAC・RYLA）　委員長　杉山 智
青少年に、奉仕・国際理解・世界平和・リーダーシッ
プスキルの育成
RAYA参加（幼稚園教諭・ロータリアン）5名
8月 30 日（金）柏ローターアクト合同例会
10 月　親子ラクビー教室
　　　 子育て後援会等
 【会員増強委員会】【会員増強委員会】

会員増強委員長　馬場会員増強委員長　馬場 弘

勝田会長年度 58 名でスタートをしまして、会長の
年間計画 3名の純増を考えながら、新規会員の推薦
を試みましたが、余り上手く行かず、皆様のお力を
おかりしまして、2名の新規純増が出来ました。安田
会員、江口会員、又、継続会員であります、宇田川会
員、宮城会員が新たに加わり新規会員は 4名で締め
くくりました。
一名の退会者が出たものの、次年度は、59 名のス
タートです。
私の微力の中、皆様のお力をお借りしまして、一年
間増強に力を入れてまいりましたが、無事に終わり
が参りました。

第６回クラブ協議会 下期活動報告（五常任委員長）



ご協力して頂いた方々ありがとうございました。
次年度も終わる事無く新規会員の推薦をよろしく
お願いいたします。
まとまりのない文章ではありますが、下期活動報告
と反省文といたします。
 【公共イメージ委員会】【公共イメージ委員会】

公共イメージ委員長　東海林公共イメージ委員長　東海林 康之康之

公共イメージ委員会の東海林です。本日は最後の例
会なのに出席出来ず、すみません。
ＩＴ雑誌広報委員会とクラブ会報の両委員会から
成り立っております。
ＩＴ雑誌広報委員会では水野委員長が前期同様
facebook について率先してやっていただいており
ました。水野さんからの報告ありましたら 入れて頂
けると助かります。
会報委員会では、松本ゆみさんががんばっていただ
きました。原稿をメールで送っていただくというこ
とで進めさせていただき、パソコンの慣れていない
勝田会長にも頑張っていただきました。
その他、自社 PRを集めておりますが、まだまだ頂け
てない方々がおります。来季に引き継ぎ、今期同様
集めさせていただきたいと思いますが、もう少し積
極的にお声がけさせていただきたいと思いますの
でご協力のほどよろしくお願いいたします。
水野、松本両委員長並びに委員会の皆さま、併せて
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。
それと毎回校正をしていただいてる　片岡さん、あ
りがとうございます。
来季もよろしくお願いいたします。
以上、この場をお借りして委員の皆様、会員の皆様 
御礼を申し上げます。
 【ロータリー財団委員会】【ロータリー財団委員会】

ロータリー財団委員長　鈴木ロータリー財団委員長　鈴木 桂三桂三

ロータリー財団委員会の鈴木です。本年度の当委員
会の活動報告をさせて頂きます。ロータリー財団へ
の寄付は年次基金、恒久基金寄付の合計が 748,000
円、指途指定寄付のポリオには会員からとニコニコ
ボックスからの合計が 107,838 円でした。御協力あ
りがとうございました。
引き続きロータリー財団の奉仕活動に御理解を頂
き、財団への御支援を宜しくお願い致します。
 

【クラブ管理運営委員会】【クラブ管理運営委員会】
クラブ管理運営委員長　日暮クラブ管理運営委員長　日暮 肇

6 月 12 日と 13 日の打ち上げ旅行も終わり、勝田会
長年度も今日で最後の例会となります。一年間ご苦
労様でした。クラブ管理運営委員会では、各小委員
会の委員長を中心に下期の活動を計画し実施して
まいりました。
　■プログラム委員会　委員長　金本 元章
ロータリー活動の原点である例会を、会員が積極的
に出席したいと考え、そして出席して良かったと思
う魅力のあるものにしたいと考え例会プログラム
を編成してまいりました。結果、親睦委員会をはじ
めとした他の委員会と連携のもと例会を楽しんで
頂けたり、会員間の親睦を深めるきっかけになれた
のでは、ないでしょうか。
また、昨年度入会頂きました皆様のおかげで円滑な
例会スケジュールを図ることができました。
最後に、新入会員の皆様には卓話を快くお引き受け
を頂きました、この場をお借りして、厚くお礼を申
し上げます。
　■親睦活動委員会　委員長　小林 太時
昨年末よりしばらく慌ただしく、親睦委員会とし
て下期の展望ができず、反省頻りです。4 月になり
ようやく余裕ができ、5 月 9 日に下期 5～6 月の詳
細についての委員会を八ちゃんで開くことがで
きました。
打上げ旅行について、委員長として参加できない
ことをお詫びし、それぞれの詳細についてほぼ打
合せができました。
往復のバス車中での飲み物等の依頼、観光につい
て、ゴルフ大会についての詳細等、皆さんからた
くさんの意見を頂き、残り二ヶ月の運営の糧とな
りました。
5 月 23 日には、勝田会長と出席頂いた親睦委員の
ご協力で、おざなりではない変化に富んだゲーム
タイムが行え、出席者の皆さんにも楽しんで頂け
たように思います。
委員長を仰せつかいながら、なかなか委員長とし
ての仕事ができなかったこと、島田副委員長はじ
め、ゴルフの湯浅副委員長、旅行の五十石副委員
長には代わる代わるおせわになり、受付やニコニ
コ発表を滞りなくして頂いた、各親睦委員の皆さ
んに、この場をお借りして御礼を申し上げます。
一年を通して、もう少し委員会の打合せができる
くらいの余裕があると親睦活動も充実するので
はないかと思い、次年度の親睦委員会では、3 ヶ月



次回の例会は7月4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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／松本 ユミ・松本 隆一郎・柳 肇・中村 靖

　　　　　　　　齋藤 敏文

出席報告

欠席者

出席率　77.97%

57名
13名

後藤、小林（正）、斉藤、渋谷、東海林、杉山、
助川、染谷、高田、中嶋、冨士川、松本（ユ）、
江口　　　　　　　　　　　　　　 各会員

会員数
ゲスト

風澤 俊夫（ガバナー補佐）
中山 浩一（ガバナー補佐幹事）

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
1年間ありがとう　勝田会長（大にこ）
1年間ありがとう　第10分区 風澤ガバナー補佐
1年間ありがとう　金子幹事（大にこ）

に一度くらいは委員会を開催し、さらに充実した
親睦活動をして頂きたいと思います。 

■出席委員会　委員長　小溝 正行
例会に参加することがロータリーの原点であり、例
会は奉仕の理想を探求するために会員同士が切礎
琢磨する自己研績と、奉仕の実践の源となる会員の
親睦を図る場であるとされています。例会の出席率
の向上を図るため次の目標を掲げて取り組んでま
いりました。
①欠席の多い会員へのメッセージの送付。
②メーキャップの推奨。
③出席規定の周知徹底。
これらの結果、通常例会におきましてはメーキャッ
プをしないで 78.1% メーキャップ出席を算入する
と 83%を超える出席率となりました。
これも会員皆様のご協力のおかげです。有り難うご
ざいました。
 ■研修委員会　委員長　増谷 信一
研修委員会は、計画通りに上期において昨年度入会
をして頂きました新入会員 11 名、並びに入会 3 年
未満を対象に、9月 13 日に第 1 回研修会〔入門コー

ス・参加者19名〕 11月22日に第2 回研修会〔中級編・
参加者 18 名〕 の、研修会を行う事が出来ました。
下期では、3月 28 日に第 3回研修会〔上級編・参加
者 23 名〕を開催しました。
又、第 3 回研修会では、入会 3 年未満だけではなく、全
会員を対象に炉辺会議も同時に行う事が出来ました。
ベテラン会員・中堅会員・新入会員がーつとなり、
膝を交えての有意義な炉辺会議となりました。
本年度、全 3 回開催の研修会参加総数は、6 0 名とな
りました。
そして、全研修会の講師をして頂きました、我が柏西
クラブの会員でもあり、第 2790 地区のパストガバ
ナーでもございます、中村博亘会員に対しまして、改
めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
最後に成りますが、増谷研修委員長から新入会員の
研修会参加者に対しまして、記念品の贈呈をさせて
頂きます。
以上で、下期活動報告とさせていただきます。
一年間、ご協力をして頂き、ありがとうございました。

ポリオ募金

97,727円（6月末）
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