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会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　先程の新旧役員交替式並びに就任
式も無事に終了し、日暮・水野年度の
始まりです。
　新年度の始まる前に、先月25日には
親睦委員会の引き継ぎ、翌26日にはク
ラブ管理運営委員会と奉仕プロジェク
ト委員会合同で、新年度に向けた委員
会が開催され、行事予定と担当委員会
の確認をしました。
　今年度上期では、40周年の事業が一
番大きな行事に成ります。会員全員で
御祝し、更なるクラブの発展につなが
ればと考えています。鈴木子郎実行委
員長、馬場副実行委員長を始め、実行
委員の皆様には、ご負担をお掛けしま
すがどうぞ宜しく、お願い致します。
　その事とは別に、今月27日日曜日には

早速、柏祭りへの参加があります。昨年
までの子供たちへの花火の配布は、安
全面での配慮からだと思いますが中止
となりました。代わりにおもちゃを配布
する予定で、嶋田社会奉仕委員長のも
とで準備をして頂いております。多くの
会員の皆様の参加をお願い致します。
　本日、元米山奨学生のマハルジャン
さんから、伊藤研修センターで泊まり込
みのF研修が有る為欠席します。会員の
皆様に宜しくとのことです。又、玲奈さ
んからも研修が有る為欠席します。皆
様に宜しくとのことです。キュー・イーキ
さんは補講が有ったため、遅れますが
出席して頂けます。
　それでは一年間宜しくお願い致します。

1860回夜間（新旧役員交替式）例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. 第 2790 地区　委員会開催の案内
■ 『広報公共イメージセミナー』
日時；8月1日（金）13：00 ～16：00
場所；千葉市生涯学習センター
　■ 『2014 年度カウンセラー･米山奨学生研修会』
日時；7月26日（土）15：00 ～
場所；船橋グランドホテル

　■ 『クラブロータリー財団セミナー』
日時；8月3日（日）13：30 ～16：30
場所；アパホテル＆リゾート　東京ベイ幕張
　■ 『地区会員増強セミナー』
日時；8月23日（土）13：30 ～16：30
場所；ポートプラザちば
　■ 『ロータリー情報研究会』
日時；7月27日（日）14：00 ～17：00
場所；アパホテル&リゾート東京ベイ幕張ホール

■ 『奉仕プロジェクト委員会セミナー』
日時；8月10日（日）13：30 ～16：30
場所；三井ガーデンホテル千葉

2. 2014-15 年度の地区委員へ委嘱状
中村博亘･金本元章・松本ユミ･鈴木桂三会員

3. ロータリー財団大口寄付者鈴木桂三会員へクリスタルの
盾とダイヤモンドのピンの贈呈

4. ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
《宇佐見透ガバナー事務所》千葉市中央区椿森 3-1-1-302
《櫻木英一郎ガバナーエレクト（仮）事務所》千葉市中央区
新田町 12-1トーシン千葉ビル　千葉 RC事務局内

5. 協力金の依頼
柏まつり・社会を明るくする運動



柏西 RC 役員交替式・就任式

2014-‘15年度『柏西RC役員交替式』次第
       日時　平成26年７月4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：森市　直樹（クラブ管理運営委員長）
① 物故者黙祷　―　宇田川恵司（Ｈ26.1.24逝去）
② 国歌及びロータリーソング斉唱(奉仕の理想)
③ 来賓紹介(名誉会員.・パートナー・新旧米山奨学生)
④ 柏西RC旗の引継ぎ
　 金子　正前幹事→勝田健一前会長→日暮　肇新会長→水野晋治新幹事
⑤ 会長・幹事RCバッチの交換―勝田健一前会長→日暮　肇新会長
    　  金子　正前幹事→水野晋治新幹事
⑥ 新役員理事・各委員長発表―水野晋治幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑦ SAA・親睦活動委員長　たすき交換
 中嶋利生前SAA→松本隆一郎新SAA
 小林太時前親睦活動委員長→秋元慶一新親睦活動委員長　
⑧ 歴代会長の紹介―日暮　肇会長
⑨ 新会長挨拶―日暮　肇会長
⑩ 祝辞―柏市長秋山浩保　　名誉会員板倉　茂
⑪ 前会長・幹事へ記念品の贈呈―会長・幹事
 ロータリー暦記念品贈呈＝勝田健一前会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
  25年＝榊　隆夫
  20年＝鈴木桂三・髙田住男・金本元章
  25年＝日暮　肇
  10年＝松本ユミ・杉山　智
⑫ 前年度出席優秀者表彰―小溝正行前出席委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　
 小林太時　嶋田英明　中村博亘　日暮　肇
 小溝正行　森市直樹　柳　肇
 鈴木桂三　岡島昭信

１９：００　第1860回例会―司会：松本隆一郎SAA
 1．点鐘―日暮　肇会長
 2．会長挨拶―日暮　肇会長
 3．幹事報告―水野晋治幹事
 4．ニコニコ発表―親睦活動委員会
 5．次回予定報告―プログラム委員会
 6．点鍾―勝田健一会長

１９：３０　懇親会―司会進行：
　　　　　　秋元慶一親睦活動委員長
 1．『開会の言葉』―日暮肇会長
 2．乾杯発声―勝田健一前会長
 3．懇親会
 4．アトラクション；エド山口
 4．中締め―森市直樹会長エレクト

例会・懇親会次第



会長就任挨拶

　この度、柏西ローグりークラブ第40代会長を仰せつ
かりました日暮です。
　本日の新旧役員交替式並びに就任式には、秋山柏
市長様を始め、当クラブ名誉会員の板倉さん、そして会
員パートナーの皆様、更に、米山奨学生のハン・ガンミ
ンさん、元米山奨学生のキュー・イーキさん、大勢の皆
様においで頂き、本当にありがとうございます。
　私が、ロータリークラブに入会したのは、平成10年です
ので、ロータリー歴は15年になります。入会当時はまさか
会長に成るなどという事は考えてもいませんでしたが、皆
さんとのお付き合いが楽しかったものですから、居座って
おりましたところ、順番だという事で、この度の会長就任
となった次第です。この間、2007-2008年度鈴木桂三さん
会長年度では幹事を務めさせて頂きました。又、
2009-2010年度では中村博亘さんガバナー年度では地区
幹事を務めさせていただきました。そこまでやったにも関
わらず、あまりロータリーのことを勉強もせずにここまで来
てしまいました。そんなことで会員の皆様には色 と々至ら
ない点や、ご迷惑をかけることもあるかと思いますが、こ
れからの一年間、ご指導とご協力を頂きながら精いっぱ
い努めさせて頂きますのでどうぞ宜しくお願い致します。
　さて、2014-15年度国際ロータリー ゲイリーC. K. ホァ
ン会長はテーマを「Light Up Rotary」日本語訳「ロー

タリーに輝きを」とすることを発表されました。
　ロータリアンは、1世紀以上にわたり、奉仕すること
を目的として、世界中の地域社会で集ってきました。私
たちはロータリーの奉仕の経験から多くを得ています。
ロー夕リーを通じて私たちは、友情を育み、地元に貢献
し、また、より良く、より安全で健康な世界を実現する
ために力を尽くしてきました。そして、真に国際的なボラ
ンティアのネットワークを形づくっただけでなく、人々が
互いの違いを乗り越えて手をつなげば、驚くべきことが
達成できることを、実現してきました。
　2014・15年度には、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」
もたらして下さいと呼びかけています。
　柏西ロータリークラブも創立40周年の節目の年を迎
え、歴代会長さんを始め、先輩会員の皆様が築いてこら
れた、クラブの伝統を引き継ぎ、次の森市年度に、無事引
き継げるように水野幹事とともに頑張ってまいります。
　最後に成りましたが、前任の勝田会長・金子幹事本
当にお疲れ様でした。これからもご指導をよろしくお願
い致します。
　本目、ご参集されました皆様の、ますますのご活躍を祈
念し、就任の挨拶といたします。有り難うございました。

国際ロータリー財団　大口寄付の認証式

感謝の辞感謝の辞
　本日は、国際理解と平和という目的のために多大な支援
を寄せて下さった鈴木桂三さんに、ロ一タリー財団管理委
員会に代わって感謝の意をお伝えすることが出来、誠に喜
ばしく感じております。鈴木桂三さんはロータリー財団プロ
グラムのために、多額の寄付をお寄せ下さいました。このよ
うなご寄付は、多くの人々の人生を大きく変える財団の人道
的・教育的プログラムに対する、鈴木桂三さんの、熱意と
ご支援の証であります。ささやかな感謝の品をお渡しした
いと思います。鈴木桂三さんどうぞ前にお進みください。
　今回、大口寄付者となられた鈴木桂三さんをはじめ
とする寄付者の方々のおかげで、恵まれない人々への
人道的奉仕が可能となり、子供や青少年に希望がもた
らされます。人類の未来に対するこのような投資への感
謝の気持ちとして、管理委員会に代わり、クリスタルとダ
イヤモンドのビンを贈呈させていただきます。クリスタル
には、お名前、そして平和の象徴であるハトとオリーブ
の枝が彫りこまれています。

寄付者の一言
　世界中のロータリアンやロータクラブを通じて、世界
をより良い場所にするためのプログラムを続けていくこ
とができるのも、このようなご支媛のおかげでありま
す。ご寄付は、さまざまな活動を通じて生かされます。
● 恵まれない家族の生活環境を改善する。
● 食料生産の向上を支援し、人々にきれいな水をもた
らす。

● 教育の場と教材を提供する。
● 予防接種、医療、リハビリ施設などを提供すること
により、病や身体障害の苦しみを和らげる。

● 研究グループ交換、国際親善奨学金、ロ一タリー
平和フェローを通じて、国際理解と平和をもたらす
人材を育成する。

　鈴木桂三さん、惜しみないご支援を寄せてくださっ
たことに、重ねて心から感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

鈴木 桂三 会員



ロータリー旗引継ぎ
（勝田前会長、金子前幹事、日暮会長、水野幹事）

親睦委員長引継ぎ
（秋元会員、小林（太）会員）

SAA 引継ぎ
（松本（隆）会員、中嶋会員）

会長引継ぎ
（勝田前会長、日暮会長）

アトラクション
（エド山口）

新旧役員交替式　懇親会挨拶

日暮 肇会長「開会の言葉」日暮 肇会長「開会の言葉」
　本日3 回目の登壇ということで、話すことも無くなって
きました。クレストホテルのおいしい料理と、お酒をゆっ
くりと楽しんで頂きたいと思います。

又、秋元親睦委員長が素晴らしいアトラクションを用意
していますので、こちらの方も楽しみにして下さい。本
日は大勢の会員とパートナーの皆様においで頂いてお
ります。
大いに、親睦を図って頂きたいど思います。

出席率　　100%

乾杯発声
（勝田健一前会長）

BOXありがとう！ニコニコ

板倉 茂　名誉会員
キュウイーキ　元米山奨学生



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

◯ ①2013‐'14年度　収支決算について 承認

×

◯

                                                                                  
◯ ②その他

×

◯

◯

◯

×

◯

◯

◯

金　子　　　正

議　　題　　概　　要

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

2014年　7月　4日　　17時00分

　ザ・クレストホテル柏

柏西ロータリークラブ　2013～2014年度　臨時　理事会資料　

勝　田　健　一



開催日時 会　長

開催場所 幹　事

理　事 出欠

○ ①2014‐'15年度　役員・理事・委員会組織票(案)について 承認

秋 元　慶 一 ○

○ ②2014‐'15年度　収支予算(案)について 承認

                                                                                  

○

○ ③2014-'15年度　行事予定(案)について 承認

○
④その他 　

□柏まつり　7/27　13：00～
（予定のみ報告）

○

松本 隆一郎 ○

×

○

柳          肇 ○

○ ●次回理事会　2014年7月11日（金）【例会終了後】水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

水　野　晋　治

日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正

　　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年度　臨時　理事会資料　

2014年　7月4日　17時30分

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

日　暮　　　肇



1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　増谷 信一   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　本日は、我孫子ロータリークラブか
ら、ガバナー補佐の松本憲事様、そして

補佐幹事の丸田勝功様をお迎えしてい
ます。柏西ロタリークラブヘ、ようこそお
越し下さいました。
松本様には後ほど御挨拶を頂きたいと
思います。
　先週の役員交替式には、会員パート
ナーの皆様も含めて大勢参加して頂き
感謝しています。
　この一週間は、サッカーワールドカッ
プも準決勝が行われたり、台風8号が
やってきたりと、テレビから目が離せな
い状態が続きました。結局サッカーで
は、ドイツとアルゼンチンで決勝が争わ
れることに成りました。又、台風の方
は、非常に大型の台風という事で、大き
な被害を出した地域もありました。2～3 
日前の天気情報では、ちょうど今日あた
り関東に最接近すると言われていまし
たので、例会のことも心配していました
が、幸い関東では大きな被害もなく、通

り過ぎましたのでほっとしています。
　ロータリーも、地区ではこれから8月
にかけ、各委員会やセミナーが続きま
す。地区委員に成っている方は、大変で
しょうが宜しくお願い致します。当クラ
ブでも、本日例会前に公共イメージ委員
会が開催され、夕方には、財団委員会
が開催されます。年度のスタートにあた
り、打ち合わせなどで、忙しい日が続き
ますが、担当される皆様どうぞ宜しくお
願い致します。私もこの一年聞はロータ
リーを優先して行きますので、ご協力を
宜しくお願い致します。

1861回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. 米山記念奨学会委員長セミナー開催の案内
日時；8月24日（日）13：30 ～16：30
場所；京葉銀行文化プラザ

2. 提唱ロータリークラブ並びに地区内ローターアクト合同会議の案内
日時；7月13日（日）14：30 ～
場所；千葉県青少年女性会館

3. 地区大会記念･フェローシップ ゴルフ大会の案内（8/31締切）
日時；10月6日（月）13：30 ～16：30
場所；キングフィールズゴルフクラブ
プレーフィー；23,000 円（各自精算）
参加費；10,000 円

4. 柏南ロータリークラブ 35周年記念納涼例会の案内
日時；8月5日（火）18：00 ～
場所；れいたくキャンパスプラザ
ビジターフィー；3,000 円

5. 『ロータリーの友』電子版の案内
《閲覧方法》ロータリーの友ホームページ

www.rotary-no-tomo.jp
『ロータリーの友』電子版をクリック 
ＩＤ；rotary　　　　パスワード；rotary

　皆様こんにちは。
　本年度プログラム委員長を、おおせつかりました増
谷です、又、副委員長は榎本Ｐ会長です。どうぞ宜しく
お願い致します。
　久々に、この壇上に立ち緊張をしております。
私が第３８代会長を終え、早２年がたちました。
正確に言いますと、まだ１年１ヶ月ですが。会長の時に
は、会員の皆様に大変お世話になりました。全事業が無
事に終え、又１１名と言う会員拡大をして頂きました。こ

の場をお借りしまして、改めて御礼お申し上げます。
　ありがとうございました。
　さて本年度は、プログラム委員長です。限られた時間
ですが今年１年の年間行事をお話させて頂きます。

　まず最初に、日暮 肇 会長のテーマ「友情・寛容そし
て奉仕」や活動方針を踏まえ、更には柏西ロータリーク
ラブの創立４０周年行事〔式典・チャリティゴルフ等〕
を念頭に置き、プログラミングを考えてみました。

卓話 プログラム委員長　増谷 信一



その中で、９項目の「活動方針」をたてました。
１、柏西ロータリークラブ創立４０周年の開催。
２、台中港東南扶輪社歓迎行事の実行。
３、創立４０周年チャリティゴルフの開催。
４、ＲＩの強調月間に合わせ各委員長に卓話を担当し
て頂きます。

５、月初の例会は、３分間スピーチを中心に行います。
６、新入会員に自己紹介を兼ねた卓話をお願いします。
７、外部講師の卓話は、下期を中心に幅広い分野から
選択し時代に合った情報提供の場としたい。

８、年間を通じて、移動例会やインターゴルフ・親睦旅行・
夜間例会を計画する。

９、その他、必要に応じての例会をプログラムして行きます。

　以上の「活動方針」を踏まえて、月別にダイレクトにお
話をします。
前回例会の新旧役員交替式・懇親会は、終わってしま
いましたので、来週からに致します。
７月第３例会 第１回クラブ協議会です、五常任委員

長の皆様発表を、宜しくお願いします。
８月第２例会 高島屋屋上での納涼例会になります。

夜間例会にですので時間を間違え
ないように。

第３例会 「月刊に因んで」会員増強拡大です
ので、金子会員増強委員長にお願い
を致します。今年は、何名の拡大を
するのでしょうか？

第４例会 鈴木子郎〔40周年実行委員長〕に、
記念式典やチャリティゴルフについ
て「卓話」をお願いします。

９月第１例会 第10分区　松本憲事ガバナー補佐
公式訪問。

第３例会 第１回インターゴルフ・夜間例会。
第４例会 第10分区　情報研究会。

１０月第２例会 ガバナー公式訪問。
第３例会 創立40周年チャリティゴルフ。

１１月第１例会 今年のメイン事業の「創立40周年記
念式典」です。

第３例会 「月刊に因んで」鈴木桂三　財団
委員長にお願いします。

１２月第２例会 年次総会（森市年度の理事・役員の
選出です）
又、第３回クラブ協議会において
「上期活動報告」を致します。

１月第１例会 新年家族例会
第２例会 第４回クラブ協議会「下期活動計画」

発表。
２月第１例会 第10分区　I.Mです。
２１日～２２日　地区大会が、幕張で２日間に渡り開

催されます。
３月第３例会 「月刊に因んで」塚本ポリオ委員長

に「卓話」を、お願い致します。
４月第２例会 「月刊に因んで」斉藤IT・雑誌広報

委員長に「卓話」をお願い致します。
第３例会 第10分区　合同例会です。

５月第３例会 第２回インターゴルフ及び夜間例会です。
６月第１例会 日暮会長・水野幹事年度の、ご苦労

さん「親睦旅行」です。
第４例会 日暮会長最終例会「卓話」１年間の

思い出。
 第５回クラブ協議会「下期活動報
告・次年度引継ぎ」です。

　以上、雑駁でしたが、「卓話」とさせて頂きます。あり
がとうございました。

増谷会員



2014～15 年度　クラブ計画・活動方針

【ロータリーに輝きを 「Light Up Rotary」】【ロータリーに輝きを 「Light Up Rotary」】
RI 会長 ゲイリーC. K. ファンRI 会長 ゲイリーC. K. ファン

(要望の要旨)
◯ 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。

◯ 新会員を引きつけるとともに、現会員を維持し、会
員数130万人と目標を達成することによってロー夕
リーを輝かせて下さい。

◯ 「ロータリーデー」を開催して］ロータリーを知って
もらいましょう。

○ 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。
　

【ロータリーの復活と原点回帰】【ロータリーの復活と原点回帰】
第2792790地区ガバナー 宇佐美 透（千葉幕地区ガバナー 宇佐美 透（千葉幕張RC）RC）

(要望の要旨)
◯ 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、会員一人一人がロータリーの魅力を誇れ
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。

◯ 信頼を伴う仲間として“自らの職業に基づく人とし
ての信頼回復”と“和して同ぜず”の2つをモットー
に「ロータリーの復活による原点回帰」をテーマに
掲げ地区運営にあたって行きたいと思います。

○ RIホァン会長はロータリーがどのような活動をして
いるのかを地域社会の人々に知ってもらえるよう、
「ロータリーデー」を開催するよう要請されています。

○ 東日本大震災によって保護者を失った災害児童へ
の教育支援として、始まった「希望の風」活動につい
て特別担当を設け、他地区との連携を模索したい。

◯ 昨年度スタートした未来の夢計画に対し、更なる理
解を深めるよう活動をお瀬いします。

○ ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）の更なる充実
に協力し、これからの実績に厚い期待をしたい。

○ 国際協議会で今の状況であれば2018年までにポリオを
完全に撲滅することが可能であるとの報告がなされまし
た。「ポリオを撲滅すれば、ロータリーが偉業を成し遂
げる力を備えた組織であることが実在されるでしょう」

【友情・寛容そして奉仕】【友情・寛容そして奉仕】
柏西ロータリークラブ会長　日暮　肇柏西ロータリークラブ会長　日暮　肇

　2014-2015年度、柏酉ロータリークラブ会長を務めさ
せて頂くことになりました。この年度は柏西ロータリー
クラブ創立40周年を迎える節目の年にあたります。40
年の歴史を振り返り、会員全員でこれを祝い、これから
のクラブ発展につなげていきたいと考えています。年
間、御支援とご協力を宜しくお願い致します。
　今年度、国際ロータリー会長ゲイリーC. K ホァン会
長は「ロータリーに輝きを」をテーマに掲げ、ロータリー
をより力強くするために会員一人ひとりが行動すること
を呼び掛けています。又、ロータリーデーを開催し、地
域社会の人々に楽しみながらロータリーの情報を学ん
でもらい、ロータリーを知ってもらうことで、地元企業
や団体との関係を築くことができると述べております。
　又、宇佐美透ガバナーは「ロータリーの復活と原点
回帰」をテーマに掲げましたが、原点回帰といっても留
まったままでは発展は望めない、今やっていることを未
来永劫変えることなく継続するということではなく、変
わりながら継続していくことが大切だと述べています。
　ロータリーで大切なものは何だろうと考えた時、「普
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、良いクラブの雰囲気を作り出す
基になると思います。そこで私のテーマは「友情・寛容
そして奉仕」とさせて頂きました。
　「世界で良いことをしよう」このテーマの実現に向
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。1年間、日暮・水野の両名で頑張りま
す、どうぞ宜しく両お願い致します。

【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台中港東南扶輪社との交流（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。



　丸田ガバナー補佐幹事と共に、皆様の御理解と御協
力の程をよろしくお願い致します。
　私共の方からは、ガバナー補佐は上村会員、瀧日会
員が既にお出になっています。
　ロータリーの魅力とは何かについて考えて参りました。
　ひとつは４つのテストだと思います。宇佐見ガバナー
は原点回帰をテーマとしておりますが、職業奉仕が根
幹であるとおっしゃっています。真実であるか、公平で
あるか、好意と友情を深められるか、みんなの為になる
か、私は自分の職場や業界で何かを決める時にこれを
大事にしています。それによって出た結論は基本的に
間違っていないと思います。
　２つ目は、ロータリーはプロの集団の集まりだという
ことです。各業界の中でそれぞれ何十年も経験と見識
を深められた方々がお集りになっています。自分の他の
業界に関しては、どんなに専門誌を読んでも足元にも及
びません。ロータリーで食事をする時、例会の卓話、親
睦旅行に行った時等、色々なお話しをお聞きする事が
でき、大変役立っていると共に、実際、大変助けられた
ことが現実にございました。

　３つ目は、ロータリーは福の神の集まりだということ
です。各業界で成功されている、又はこれから成功なさ
ろうとする方々は運を呼ぶ力をお持ちになっています。
そういう方 と々交わる事は、自分にとって大変な財産で
す。職業奉仕ひとつ取りましても、ロータリーの魅力は
いくつもあります。
　私はこの任期の一年間、ロータリーの為に、ロータ
リーの魅力を理解し、ロータリーを一層好きになってい
ただくことを目標として微力ではございますけれども、
頑張って参りますので、皆様の御理解と御協力の程お
願い申し上げます。

ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐　松本 憲事（我孫子ロータリークラブ）

松本 ガバナー補佐

出席報告

欠席者

出席率　81.4%

59名
11名

太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、東海林、
杉山、助川、染谷、冨士川、湯浅　　 各会員

会員数

ゲスト

松本 憲事（我孫子RCガバナー補佐）
丸田 勝功（我孫子RCガバナー補佐幹事）

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
鈴木（健）会員、金本会員、丸山会員

パートナー誕生日
川和会員、勝田会員、中村（靖）会員

写真ありがとう！
飯合会員、住田会員、水野会員

(^^♪
お見舞いありがとう　松本（ユ）会員（大にこ）
交替式の司会失礼しました　森市会員
1年間よろしく　秋元会員
1年間よろしく　水野幹事（大にこ）
1年間よろしく　日暮会長（大にこ）

次回の例会は7月18日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき



開催日時 会　長

開催場所 幹　事

理　事 出欠

①老人ホーム『やわた苑』訪問の件 承認

○ ※ 日時は後日決定
例年通り実施

秋 元　慶 一 ○
②7月27日（日）『柏まつり』参加の件 承認

・ おもちゃ　300円入200ヶ＝60,000円

○ ・ お礼　西口商店会へ　20,000円

                                                                                  

○ ③8月8日（金）夜間例会 ―柏ローターアクトクラブ合同納涼会― の件 承認

日時；8月8日（金）柏タカシマヤビアホール　19：00～
7/11現在ローターアクトの会員数が0人となっている事から

○ 単独にて開催。米山や、10分区会長幹事を招待
退会者にも声をかける。入会見込者にも声をかける。

○
④報告事項

☑ ガバナー補佐より補佐経費（5万円）手賀沼マラソン広告協賛金
（1万円）の依頼 承認

☑ 勝田年度（6/12-13）打上げ旅行決算報告 承認

○
☑ 新旧役員交替式  懇親会  決算報告の件 承認

松本 隆一郎 ○ ⑤9月19日（金）第１回インターゴルフの件
夫人も参加可能（例会はビジターフィーをもらう） 承認

○
⑥その他

☑ 11月17日（金）創立40周年記念事業の件
○ 日時について（第1部17：00～　第2部18：30～） 承認

☑ 希望の風　例会にて「ポリオ」の募金と同じ箱を回す 承認

柳          肇 ○

○ ●次回理事会　2014年8月1日（金）【例会終了後】水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

水　野　晋　治

日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正

　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第2回　理事会資料　

2014年　7月11日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

日　暮　　　肇





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1862回通常例会（2014.7.18）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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1832号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　毎日湿度が高く、不安定な天気がこ
こ数日続いていますが、来週には本格
的な夏空に成るようです。厳しい暑さに
負けない様に、身体には十分気をつけ
て頂きたいと思います。
　夏といえば、祭りです。私の地元でも
毎年7月15日には、浅間神社の祭りが有
り、今年は年番に成っているため、前日
の準備と、次の日の後片付けと三日連
続で神社に行っていました。寺の役員
会もあったため、週の半分つぶされてし
まいました。
　柏祭りも来週の土日に開催されます。
皆さんのところにも案内が届いている
と思いますが、多くの会員の参加をお
願い致します。
　前後しますが、先週例会のあった金

曜日、夕方から鈴木桂三委員長の財団
委員会が開催され、基金小委員会の岡
島昭信さん、中村靖さん、ポリオ・プラ
ス小委員会の塚本英夫さん鈴木健吾さ
ん、そして私と水野幹事の7名で財団の
現状や、今年度の計画などについて話
し合いました。会員の皆様にはロータ
リー財団へのご理解とご協カをお願い
致します。
　今日は、これからクラブ協議会で、五
大奉仕部門の各委員長さんから上半期
の活動計画について発表が有ります。
各委員長の皆様宜しくお願い致しま
す。

1862回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. 第 4 回分区会長･幹事会の案内
日時；8月6日（水）18：30 ～
場所；モダンタイムス（℡ 04-7163-2528）

2. 2016-2017年度　ガバナー候補者推薦の依頼

3. 柏ロータリークラブ納涼例会の案内
日時；8月20日（水）18：30 ～
場所；オークビレッジ柏の葉

4. 例会変更のお知らせ
我孫子ＲＣ；7/29（火）は 7/30（水）家族親睦例会に変更
柏ＲＣ；7/30（水）・8/13（水）任意休会

8/20（水）夜間移動例会
松戸ＲＣ･松戸西ＲＣ；7/30（水）・8/13（水）任意休会



【クラブ管理運営兼戦略計画委員会】【クラブ管理運営兼戦略計画委員会】
クラブ管理運営委員長　森市クラブ管理運営委員長　森市 直樹直樹

　会員の皆様、本年度クラブ管理運営兼戦略計画委
員長「会長エレクト」を努めさせていただきます、森
市直樹です。
　ロータリークラブにおける、クラブ管理運営委員
会の役割は、クラブの活動がより効果的に進むよう
に、管理・運営を行うことであると考えます。
　プロクラム・親睦活動・出席・研修委員会の 4
つの委員会が、それぞれの持ち味を発揮し、クラブ
を盛り上げて行きたいと思います。
　また、本年度のRI テーマ「ロータリーに輝きを」
という理念に向けて、会員一人ひとりが、責任を
担っていただけるように、クラブ管理を行います。
　そして、RI 会長ゲイリーCKホァン・宇佐美ガバ
ナーが希望されている「ロータリーディ」の開催を
積極的に取り組みたいと思います。
　
ロータリーディの開催について。
　「ロータリーディ」に多くの会員の皆様に参加して
いただき、是非ロータリーを輝かせて下さい。ロータ
リーディとは、地域社会の人々に楽しみながら情報
を学んでもらうイベントを催し、ロータリーを紹介
するというとてもシンプルなものです。クラブ入会
への関心を持ってもらい、ロータリーについて良く
理解してもらえる、またとない機会になるでしよう。
地元企業や団体との関係も築くことができます 34, 
000 のクラブがそれぞれの地域社会で、ロータリー
での楽しく、貴重な経験を人々と分かち合えば、世
界全体で大きなインパクトがあるはずです。
　
　今までは、クラブ奉仕委員会を継承する新たな管
理運営委員会の役割は、クラブの効果的な運営を行
うことが明確になりました。クラブが効果的に運営
されて初めて地域社会に奉仕し、会員を維持し、ク
ラブや地域、ひいては国際ロータリーのリーダーと
なる会員を育成することができます。具体的には、
クラブの年次目標達成のための例会やプログラム
管理、会員とのコミュニケーション（会報、情報発

信、連絡）を図るため会員間の親睦を目的とした行
事や活動の企画、クラブのウェブサイト、ソーシャ
ルメディアサイトの管理、出席管理や炉辺会合の推
奨などクラブを活性化するためのあらゆる活動を
模索します。
　
　他のクラブでは、フェローシップ委員会という委
員会があります、この委員会も本年度から、クラブ管
理運営に移設されています。同好会や趣味による活
動で会員同士の信頼関係の構築に大きな役割を果た
しています。同じ趣味を通しての相互信頼の下で年
齢を超える友情は、地区内を活性化し、結果会員増強
に繋がりります。趣味は、多様です。活性化と増強に
繋がる最も確かな施策と思いますので、今年度大き
な旋風を巻き起こしていただきたいと思います。
　RI 会長や宇佐美ガバナーも、フェローシップ委員
会が開催運営に関わるように述べていますが、等クラ
ブにはフェローシップ委員会がございませんので、管
理運営委員会の主導の下で、準備開催していきます
ので、各委員会との連携ですばらしい活動をしてい
きましょう。
ロータリーディーの開催　各委員会と合同企画の主導
手賀沼エコマラソン
大堀川清掃　秋と春年 2回
　
■プログラム委員会　委員長　増谷 信一
会長思想
魅力ある例会プログラムの作成
会員による 3 分間スピーチを継続
他の委員会とのスケジュール調整
特別な日、週間、月間などを祝う
創立40周年の開催　11 月 7 日クレストホテルにて開催
台中港東南RC行事
チャリティーゴルフ10 月 17 日ザ・ゴルフクラブ龍ヶ崎
強調月間の各委員長の卓話の開催
　
■親睦活動委員会　委員長　秋元 慶一
　ロータリークラブで育まれる友情は、クラブの活
動やプロジェクトを行う原動力となります。
　クラブ管理運営委員会でも、会員同士の交流の機
会を設けましょう。
　
会長思想
会員聞の親睦を目的とした行事や活動の企画・運営
例会前後のミニサロンの継続・運営

第 1 回クラブ協議会 上期活動計画発表（五常任委員長）



ロータリ一家族（ファミリー）
ロータリー家族には、ローターアクト、インターア
クト、財団プログラム学友、青少年交換学生、ロータ
リアンの家族が含まれます。
　入会 10 年未満の会員対象に、10 分区の全ての例会
に 1 回以上の出席することを目標とする企画を遂
行する。
　7月 27 日 柏祭り
8月 8日 納涼例会高島屋ビアガーデン
9月 19 日 第 1 回インターゴルフ藤ヶ谷ゴルフ
10 月 17 日 チャリティーゴルフ
11 月 7 日 式典 
　■出席委員会　委員長　東海林 康之
会長思想
出席率の向上を図る
例会出席の記録と報告
優秀出席者の表彰
次回例会にて、算出方法と優秀出席者対象者の選
出・100%行事の報告をいたします。
　
　ロータリー活動の基本事項は、例会への出席です。
毎週例会に出席することで、クラブで親睦を深め、専
門分野や個人的知識を豊かにすることができます。
例会時間の 60 パーセントの出席（13 : 10 分）をしな
ければ、例会出席とは認めない。
　例会の前後 14 日間に他クラブもは柏西 RC の全
会員呼び掛け行事の出席・地区行事分区行事等に
てメークアップしなければならない。
会員身分の終結　会費を納入しない場合、連続 4 回
本クラブに欠席しメークアップも行わない場合。
1 年間に出席が 50% に達しない場合
 ■研修委員会　委員長　勝田 健一
ロータリーの情報の伝達と研修会の実施
研修内容をわかりやすく、楽しい研修会の企画
新入会員及び会員とのフォーラムの実施
  【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　馬場 弘奉仕プロジェクト委員長　馬場 弘

上期活動報告
　今年度テーマを元に（ロータリに輝きを）各小委員会
との連携を組み奉仕事業に取り組みます 。

　奉仕活動への参加を通じて会員間のネットワークが
広がり親睦を深める事が出来ます。
　又、 奉仕プロジェクトに、全会員に参加して頂く事が
会員の維持につながると考えています。各委員長、委員
の皆様と協議しながら意義のある活動を実施してまい
ります。  

■職業奉仕委員会　委員長　榊 隆夫
　今年度の活動方針は、初心に帰り原点回帰を掲げら
れています。 私ども職業奉仕は、 今一度原点に戻り
しっかりと見据えどう奉仕活動を行うか根本から考え
る 活動を行いたい
よって以下の事を計画、実行したいと考えて おります。 
1．クラブ例会に、会員が職業奉仕をどう実践してい
るか、 具体例を話して頂く又、 他クラブの会員に依
頼して同様な卓話をして頂く。
2．職業奉仕を実践してロータリー会員の職場を訪問
し職業奉仕の具体的実践例を学ぶとともに、会員 
自身が自身の職業、職場でどう適用するか考える機
会を作る
3．地域の児童、 生徒に職場体験の場を提供し、将来 
の職業人としての心構えを学んで頂く

■社会奉仕委員会　委員長　嶋田 英明
1．地域社会の奉仕の機会を定期的に調査し会員の
得意とする職業上の能力や趣味の力を生かしていく
事、 又、他のグループとの交流や世間に必要とされ
る大きな社会奉仕活動

2．全会員の奉仕精神の向上、大堀川岸清掃、他団体
との交流、他委員会との連携
 ■人間尊重委員会　委員長　柳 肇
1．人間尊重委員会では、人と人との繋がりを大事 に、
助け合い精神でロータリー活動でお互いの理念を深
め協力し合う活動 タオル等の募集
2．街頭献血キャンペーン、柏祭りの協賛、老人ホーム
への慰問、幼稚園慰問

3．上期、やわた苑慰問 　9月12日 例会前
 ■青少年奉仕委員会　委員長　染谷 照夫
1．青少年が自分自身と社会・世界について新しい
発見をすることができ、倫理、 奉仕、親睦の理念につ
いて学べるよう機械を提供してまいります。 
2．９月は、新世代のための月間、 卓話、よろしくお願
いします。
　■国際奉仕委員会　委員長　金本 元章
1．今期は、創立40 周年記念式典並びに祝賀会への協
力、台中港東南扶輪社との交流、 国際奉仕を通じて
公共イメージの向上



2．上期11月7日は、創立40 周年記念式典
　　　以上 5 小委員会、委員長、委員の皆様と、タッグを組
み、奉仕事業を取組んでまいりす。
 【会員増強委員会】【会員増強委員会】

会員増強委員長　金子 正会員増強委員長　金子 正

　今年度、R1会長のメッセージで「まず自分の行いを
正しくし、次に家庭を整え、次に国家を治めてこそ、天
下が平和となる」また、ロータリアンは、超我の奉仕の
理念によって自らを律しますが、奉仕において高い目標
を掲げるためには、ロータリー自体に対する手入れを怠
らず、ロータリーファミリーを拡大していくことが必要で
す。そして、ロータリーの奉仕をわかちあい、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」もたらしていただき
たいとテーマに掲げています。その為にも我々のクラブ
では仲の良い仲間をどんどん例会に誘って魅力ある例
会を体験したいただき、会員の増強、現会員の維持を
図って行きたいと思います。そして今年度は、創立40 周
年を迎えますので 3 名の増員で 60 名の会員を目標に
頑張って行きますので、皆様のご協力宜しくお願い致し
ます。
　また、当クラブでは、女性会員をもっと増やしたいと
思っておりますので、みなさんの廻りにいる経営者の
方、また奥様の友人の方などロータリーに興味のある方
をどんどん例会にお誘いしていただければと思っており
ますので重ねて協力をお願いします。
 【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　小林 太時公共イメージ委員長　小林 太時

　現在最も効果的と思われます外部への情報発信である
FACE BOOKは、今年度幹事でもある水野さんのご尽力
によるものでもあり、前年同様に継続をしていきます。
　また前年度委員長東海林さんが始めて頂いた会員
企業の会報のＰＲについても、状況が可能であれば
ホームページやＳＮＳ等での配信も含めて継続をしてい
きたいと思います。　　

　ですが、上記の２つはともに情報の発信手段であり、
本委員会に求められることには、それ以前の創出が必
要な部分ではないかと考えます。何のために広報活動
が必要なのか、会員増強のためなのかの目的をはっきり
したうえで、一年間をかけて効果的に広報活動をした
いと考えております。
　現在行われている、タオル等の寄贈、大堀川清掃や
エコマラソンでの活動などに加える、具体的な奉仕に
ついて、創立40 周年に当たる年に相応しいコンテンツ
を創造できればと思います。
　また、先週の 7月11日に公共イメージ委員会の第一
回を行いました。その席で日暮会長よりご要望を頂戴し
ました。その要望とは、「近年増えている合併号をでき
るだけ減らしていただき、なるべく毎週会報を発行して
ください。」というものでした。これには、会報委員会を
中心とするシステムを強化する事と並行して、自動的に
入稿される会長挨拶や幹事報告といった通常の原稿
は別として、卓話内容や移動例会や合同例会等の写真
や文字原稿の処理を、担当の方に期日内にお願いしな
ければなりません。できる限り委員会内で処理できるよ
う手配をしますが、万一、親睦さん等の会報委員会以外
の方にお願いした場合には、ぜひ翌週の月曜にはご入
稿頂けますよう改めてお願い致します。
　ＩＴ雑誌、会報の各委員の皆さんには、前に出ました
新しい活動内容をぜひ創造していだくと同時に、委員
会の皆さんの一年間のご協力と積極的な意見交換を
お願いしたいと思います。
 【ロータリー財団委員会】ロータリー財団委員会】

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。
　ロータリー財団は、1917 年アーチ・クランフさん
が「世界で良いことをするために基金をつくろう」
と提案したことから始まり 1928 年には正式にロー
タリー財団と名付けられ、2017 年には 100 周年を迎
えます。そこで当委員会もロータリー財団 100 周年
に向けて、ロータリー財団委員会の体制を強化しま
した。今年度より 2つの小委員会を設置致しました。
一つは岡島委員長を中心に活動して頂く基金委員
会です。ロータリー財団の活動、その必要性につい
てご理解を頂き、主に年次基金と恒久基金への寄付
を担当して頂きます。2 つ目は塚本委員長を中心に



　ロータリーがこれからも、ダイナミックな組織であり
つづけ、世界中の地域社会に貢献していくための将来
への指針となるのが、ロータリーの戦略計画です。
　この戦略計画は、アンケート調査・ファーカスグループ
（座談会調査）・委員会・会合を通じて集められた会
員の意見を基に形つけられました。
　ロータリーがこれからも、目標に向けて前進しつづけ
ていくために、戦略計画は、ロータリアンの願いや希望
を取り入れながら進化していくものです。

私たちは、責任あるリーダーとして、世界の切実な課題
を解決するために行動します
ロータリーの戦略計画には、3つの戦略的優先項目を
揚げ、その下に16の目標を定めています。ロータリーが
将来も強くて活気ある組織でありつずけるために私た
ちはこれらの優先項目と目標を指針します。
クラブのサポート強化
クラブの刷新制と柔軟性を膏てる
さまざまな奉仕活動への参加を奨励する
会員基盤の多様性を奨励する
会員の勧誘と維持を改善する
リーダーを育成する
ダイナミックなクラブを結成する
クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する

人道的奉仕の重点化と増加
ポリオを撲滅する
青少年や若きリーダーの支援、及びロータリーの6つの
重点分野と関連したプログラムや活動において接続可
能性を高める。
他団体との協力やつながりを深める
地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプロ
ジェクトを生み出す
公共イメージと認知度の向上
イメージとブランド認知を調和させる
行動を主体とした奉仕を推進する
中核的価値観を推進する
職業奉仕を強調する
ネットワークつくりの機会、ならびにクラブ独自の活動
について広報するようクラブに奨励する
使命
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーの
ネットワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、
世界理解、親善、平和を推進することです
中核的価値観
私たちの価値観は、組織の考え方と方向性を定める原動
力であり、戦略計画においても重要とされる要素です。
親睦と国際理解
倫理と高潔性
多様性
職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ
生涯にわたる友情をはぐくみます。
約束を守り抜きます
さまざまな考え方をつなぎます
リーダーシップと織業のスキルを生かし、地域社会の問
題に取り組みます

戦略計画

クラブサポート強化

人道的奉仕の重点化と増加

公共イメージと認知度の向上

親睦
高潔性
多様性
奉仕

リーダーシップ

活動して頂きますポリオプラス委員会です。7 月 2
日に開催されましたロータリー財団地域セミナー
に参加してまいりました。そこで発表されました
2014～2015 年度のロータリー財団の目標の一番目
がポリオを 2018 年までに撲滅するということでし

た。これはポリオ撲滅をする為の資金にある程度目
処が立ってきたということで、強気の発表がありま
した。ポリオ撲滅に向けて会員皆様の強力なサポー
トをお願いします。



出席報告

欠席者

出席率　77.97%

59名
13名

江口、金本、ゲイビ、後藤、小林（正）、齋藤、
渋谷、杉山、助川、染谷、中村（佳）、冨士川、
増谷　　 各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
太田会員

写真ありがとう！
鈴木（桂）会員、秋元会員、勝田会員、中村（靖）会員
金子会員、川和会員、鈴木（健）会員、日暮会長、
鈴木（子）会員、小溝会員、中嶋会員、柳会員

(^^♪
今期一年SAAよろしくお願いします。
松本（隆）SAA、丸山副SAA、升谷副SAA
柏の写真よろしくお願いします　浅野会員

次回の例会は7月25日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

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

　
■ 8 月 8日（金）【夜間例会】- 納涼会 -

時間：19：00～
場所：柏高島屋屋上　ビアガーデン

　
■ 8 月 15 日（金）【休会；任意】
　
■ 8 月 22 日（金）【通常例会】

卓話＝鈴木 子郎　創立 40 周年実行委員長
　
■ 8 月 29 日（金）【通常例会】

卓話＝金子 正　会員増強委員長

《その他の行事》
◆ 8/1（金）『広報公共イメージセミナー』

小林（太）・齋藤・水留出席
◆ 8/3（日）『財団セミナー』日暮・水野・塚本出席
◆ 8/5（火）『柏南RC35 周年記念納涼例会』

18：00～れいたくキャンパスプラザ
◆ 8/10（火）『奉仕プロジェクトセミナー』

日暮・嶋田・馬場出席
◆ 8/23（土）『会員増強セミナー』

日暮・水野・金子出席
◆ 8/24（日）『米山記念奨学会委員長セミナー』

日暮・田代出席（敬称略）

8 月の行事予定

ハンガンミン米山奨学生：奨学金支給 クラブ協議会司会　水野幹事
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第2790地区

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　嶋田 英明   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　こんにちは。梅雨明けが発表され、
一年の内で、最も暑い時期に成ってい
ます。挨拶も最近では、暑いですねが、
口癖に成ってしまいました。
　この暑さのせいでしょうか、我が家
の庭にあるソテツが、今年初めて花を
咲かせました。最初は何故この株だけ
葉が出てこないのだろうと思っていたの
ですが、段々先端が膨らんできたのを
見て、これは花ではないのか?と思い、
植木屋さんに聞いてみたところ、雄花
であるとのことでした。ソテツには別に
雌花があり、そのままにしておくと実が
なり、その後二年くらい葉が出ず、枯れ
てしまう事もあるそうです。
　先週は、例会の後クラブ協議会が開
催され、五大奉仕部門の各委員長さん
から、上半期の活動計画について発表

していただきました。これから一つ一つ
実行されていくことと思いますが、それ
ぞれの活動に一人でも多くの会員の皆
様に参加して頂きますようお願い致しま
す。早速、明後日柏祭りへクラブとして
参加します。宜しくお願い致します。
　本日の卓話は、社会奉仕委員長の嶋
田英明さんです。嶋田さん宜しくお願い
致します。
　又、本日は例会終了後、40周年に向
けての委員会もございますので、お忙し
い事とは思いますが、委員に成っている
方は参加をお願い致します。

1863回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所
8/11（月）～8/15（金）夏期休暇

2. 例会変更のお知らせ
松戸中央 RC：8/14（木）任意休会

3. 受信《活動計画書》柏・湘南・柏東 RC
《ポコアポコ通信》



卓話 社会奉仕委員長　嶋田 英明

国語辞典より
社 ①おみや、社
　 ②会社、新聞社
　 ③なかま、団体
　
会 ①あう、であう
　 ②あつまる、あつまり
　 ③ぴったりする
　 ④だんたい
　 ⑤一定の地域
　
奉 ①たてまつる、つつしんでする
　 ②つかえる
　 ③たっとび従う
　
仕 つかえる
仕を分けると
イ → 人
士 → 男の敬称
　 　 名士、士君
　 　 特別の資格、職業の人
　 　 へいたい、さむらい、
学士、博士、文士、弁士、栄養士、計理士、武士、士官、
兵士、代議士、弁護士、建築士、電気工事士、司法書
士、税理士、調理師、自動車整備士、消防士、運転士

社会 → 世間、世の中
　
奉仕 → 社会、国家、君主、公共の為につくすこと、奉公
　
世間 → 仏教で、人間が集って生活する煩悩の世界

社会奉仕委員会
予算　210,000
支出　社会をあかるくする運動  20,000

柏市社会福祉協議会  10,000
柏まつり 西口商店会  20,000

子供におもちゃ配布 60,000
柏まつり協力金   30,000
手賀沼マラソン協賛金  10,000
レイソル年会費   10,000
手賀沼エコマラソン、大堀川清掃
ゴミゼロ 他   50,000
 計210,000

■ 社会福祉協議会とは
　「社協」の略称でも知られている社会福祉協議会。
　社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進す
ることを目的とした営利を目的としない民間組織です。
昭和26年（1951年）に制定された社会福祉事業法（現
在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。
　社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村
で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社
会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保
健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域
の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのでき
る「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活
動をおこなっています。
　たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボラン
ティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力な
ど、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動ま
で、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでい
ます。

■ 社会奉仕に関する新声明（決議92）
　社会奉仕は、ロータリアン一人一人が「超我の奉仕」
を実証する機会である。地域に住む人々の生活の質を
高め、公共のために奉仕することは、すべてのロータリ
アン個人にとっても、またRCにとっても献身に値するこ
とであり、社会的責務でもある。
1. 地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各
クラブ会員に地域ニーズを検討させること。
2. 社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の
得意とする職業上の能力や趣味の力を生かすこと。



■ 奉仕の理想とは
　ロータリアンが好んで口にする言葉のひとつに「奉仕の
理想」があります。英語ではIdeal of Service となっていま
すが、日本のロータリーの創始者、米山梅吉氏がこれを
「奉仕の理想」と翻訳し、そのまま今日に至っています。
　Ideal of Service（奉仕の理想）は現代語で翻訳すれ
ば、「奉仕理念」ということになります。
　ロータリーの綱領や重要なロータリーの文献にもこの
「奉仕の理想（理念）」が頻繁に使用されており、日本
では同名のロータリーソングとしてもお馴染みの言葉と
なっています。
　しかし、ロータリーの公式文献にはこれをはっきりと
定義した文章はありませんが、これをいかに適用する
かを示した唯一のドキュメントが決議23－34です。
　決議23－34には「ロータリーとは、基本的には、一つ
の人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務および
これに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあ
いだに常に存在する矛盾を和らげようとするものであ
る。この哲学は奉仕－超我の奉仕の哲学であり、最も
よく奉仕する者、最も多く報いられるという実践倫理に
基づくものである」と具体的な補足説明がなされてお
り、ロータリーの奉仕理念は、ロータリーの二つのモッ
トーに示されたものと思われます。

■ 社会奉仕とは
　奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地
主義または行政区域内に居住する人々の生活の質を高
めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさま
ざまな取り組みから成るものです。
　ロータリアンひとりひとりの個人生活、事業生活、社
会生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成する
ことです。この奉仕の理想の適用を実行することにつ
いては、各ロータリークラブが多彩な社会奉仕活動を
開発して、会員に奉仕活動の輝かしい機会を与えてきま
した。ロータリアンの指針として、また、社会奉仕活動
に対するロータリーの方針を明確に表すために、その
原則は次のようにまとめられます。
　社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の奉
仕」を実証する機会です。地域に住む人々の生活の質
を高め、公共のために奉仕することは、すべてのロータ
リアン個人にとっても、またロータリークラブにとっても
献身に値することであり、社会的責務でもあります。
　社会奉仕プロジェクトは、
・地域社会と関連していること。
・ロータリアンにとって学びの機会となること。
・地域社会におけるロータリー・クラブの役割を見出

すこと。
・現状の支援源をもってロータリアンがどのような援
助をできるか判断すること。

社会奉仕の機会に関する項目
　地域社会のニーズを特定するとともに、新しいクラブ
奉仕プロジェクトを奨励し、すでに地域社会でロータ
リー・クラブが行っている活動の焦点を逸らさないた
め、RI理事会は、奉仕の機会に関する項目として次の9 
つの世界的な課題のリストを作成しました。
1. 危機下の児童
　世界各地では、安全な水や食糧に事欠き、基本的な
衛生設備や教育さえ無縁という生活を送っている子供
たちが何百万人も存在します。このような子供たちのた
めに、ロータリアンは学校の建設やポリオの予防接種を
実施するなど幅広いプロジェク卜に打ち込んでいます。
2. 障害者
　全世界には600万人近くの障害者がいます。このうち
のおよそ80%が、適切な医療や職業訓練に加えて雇用
の機会も限られている発展途上国に住んでいます。
ロータリアンは1913年以来、障害者が教育・雇用・基
本的サービスを平等に受けられるよう支援するプロジェ
クトに力を注いできました。
3. 保健（医療）
　毎年、何百万人もの人々がエイズやマラリアのような
予防可能な病気で死亡しており、汚染された水から感
染する病気や出産が原因で死亡する人々にいたって
は、膨大な数となっています。ロータリークラブは、診
療所の建設や整備を行ったり、先天異常のある子供た
ちを対象に手術を手配したりして、家族や地域社会を
建て直すことに貢献しています。
4. 国際理解と親善
　過去10年間に、武装紛争の犠牲となり命をなくした
人々の数は世界中で何百万にも上り、何兆ドルもの財政
負担も重くのしかかっています。ロータリークラブは、親善
を推進し、地域社会と経済開発を改善する国際プロジェ
クトを実施することで、国際理解を広く支援しています。
5. 識字能力と計算能力
　世界には、基本的な読み書きと計算能力の備わって
いない人々が8億人余り存在します。ロータリアンは本
の寄贈や学校の建設を行うほか、自らが個人教授と
なってこの問題に取り組んでいます。
6. 人口問題
　飢餓、貧困、病気、環境破壊など、世界の問題の多く
は人口動態を反映しています。ロータリアンは、これま
で長年にわたり地域社会において、質の高い妊産婦医



療の提供、男女の平等と女性の自動自立の推進、職業
技能と雇用機会の開発などに力を貸してきました。
7. 貧困と飢餓
　1日1米ドル以下で暮らしているおよそ11億人の貧困者
は、絶えず飢えと栄養失調に直面しています。ロータリア
ンは、それぞれの地域社会が自助自立できるよう、多数
の奉仕プロジェク卜を実施しています。その内容はマイク
ロクレジッ卜（小口融資）プログラムの設置から貧困家庭
に農業の訓練を提供するなど多岐にわたっています。
8. 環境保全
　汚染、持続不可能な農耕法、劣悪な土地管理など、
人類はとどまることなく環境を痛めつける行為を続けて
います。ロータリアンは、何年にもわたって、公園の建設
から地域社会リサイクルプログラムの導入に至るまで、
何千という環境プロジェク卜を実施し続けています。
9. 都市問題
　世界の都市人口は、2030年までにはほぼ50億人に
達すると言われています。都市の拡大に伴い、十分な住
居、雇用、安全な水、基本的な衛生設備の確保はます
ます難しくなる一方で、病気、失業や犯罪、ホームレス
といった問題は確実に増えつつあります。ロータリアン
は、家庭内暴力犠牲者のための避難所を設置したり、
地域社会に花壇を造るなど、都市人口が直面する最も
難しい課題に挑んでいます。
　
ロータリー地域社会共同隊（RCC:Rotary Community Corps）
　ロータリ一地域社会共同隊（RCC）は、ロータリーの
奉仕に対する熱意を同じくする、ロータリアン以外の
人々の集まリです。
　提唱ロータリー・クラブの指導の下、献身的なRCC
隊員は、地元地域社会における生活の質を改善するた
めに自らの技能を生かして活動します。
　
（参考）地域社会について
　地域社会（コミュニティ）の定義は、その境界線を何
処に引くかによって、大きく変わってきます。その境界線
を市で引くのか、県で引くのか、国で引くのか。ボーダー
レス社会だということは、国境がないということですか
ら、地球全体を一つのコミュニティと考えれば、国際奉
仕もコミュニティ・サービスの中に入ってくると考えざる
を得なくなります。従って、社会奉仕は、国際奉仕も含
めて考える必要があります。
　
社会奉仕の事例
人間尊重
①社会的弱者への支援
身体障害者、精薄者、高齢者

親のいない子、一緒におれない子、一人親の子
外国からの子、定住者（識字率向上）
②保健、衛生、長寿で健康
禁煙啓蒙、薬物濫用防止、HIV（エイズ）、メタボリッ
ク症候群、癌予防（講演、ポスター、チラシ)、献血

③子育て支援
・幼稚園、保育所、学童保育
読み聞かせ、あそび、紙芝居、偉人の話
・子ども会、若い親たち、不登校児
親子でハイキング、運動会、写生、工作、絵画展、
合唱、スポーツ、農園、いもほり、花づくり、声かけ
運動、夜廻り隊

④社会治安の向上をめざす
犯罪防止：万引、窃盗、強盗（貼紙、ポスター、学校講話）
家庭内暴力：子供虐待、DV（通報連絡先を衆知）
街頭犯罪：暴力、不良行為（子供見守り隊、警察官の

講話、有害図書・映像・ゲームの追放）
⑤才能ある人の発掘、支援
数学、科学、作文、美術、音楽 ⇒ コンクールにより
スポーツ・・・実績により
弁論・・・大会を開く

⑥文化活動で心豊かな人を
美術展覧会、音楽会開催、モニュメント製作寄贈、
陶器づくり展示、チャリティー、舞踊、ダンス大会、
ファッションショー、街の花壇づくり、菊、バラ、
チューリップ等をつくって展示、各種スポーツ大会支援
⑦災害に備える
地震、火災、豪雨洪水（講話、研修、訓練、備品整備）
　
地域発展
①産業育成
・人材確保と育成　・特産品奨励　・教育（農林水産、
工業、商業分野）・学校誘致　・職場訪問・体験・
受入れ　・人材育成
②観光の街づくり
歴史学習・案内板、マップ作製・郷土の偉人銅像・
記念碑建立・ガイドの養成（日本語・英語）
③街並整備
街路樹、花壇造り・遊歩道の整備、公衆卜イレ・ゴミ
容器の清潔保持
　
環境保全
①山、野の植樹・森林の育成
特に広葉樹でCO2を減、酸素を増やす
②河川の清掃・魚や蛍の棲む清流に
③街路の清掃
街路樹の手入　撒水で砂塵防止　騒音防止（防音壁）



出席報告

欠席者

出席率　77.97%

59名
13名

江口、太田、ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）、
渋谷、杉山、住田、染谷、冨士川、升谷、丸山
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！
田代会員、増谷会員、岡島会員、金本会員

(^^♪
娘の披露宴が無事終わりましたクレストの皆さん
お世話になりました　塚本会員
卓話眠くならないように祈って　嶋田会員
嶋ちゃんにおいしい野菜ありがとう　飯合会員

次回の例会は8月1日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

嶋田社会奉仕委員長

ゲスト
忽那 美穂子（若者自立支援の会 ラポール代表）

忽那 美穂子さん（若者自立支援の会 ラポール代表）

打上げ旅行優勝ゴルフトロフィー　助川会員、勝田前会長 出席委員会報告　東海林会員

④歩行者天国
自転車専用道
⑤クリーンエネルギー
雨水タンク　ソーラーシステム　風力発電　電気自
動車（エコ・カー）
　
協同奉仕
①協同
インターアクト・ローターアクト・ロータリ一地域社会共同隊

②街頭キャンペーン
募金活動、献血運動、禁煙運動、交通安全、防火・
防災、青少年補導、警察補助員活動
③国際交流
日本語教室、外国語教室、各国料理教室、
スポーツ大会、弁論大会、舞踊大会





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1864回通常例会（2014.8.1）
■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/2014/

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1834号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　３分間スピーチ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　皆さま、こんにちは。
　日曜日の柏まつりには、大勢の会員
の皆様に参加して頂き、有り難うござい
ました。ご家族も一緒の方や、又、米山
奨学生さんのハン・ガンミンさんにもお
手伝いをして頂きました。今年は、昨年

の花火では無く、おもちゃの三点セット
を、まつりに来ていた子供たちに配布
いたしました。事前に嶋田さんが用意し
てあった、シャボン玉セット、メガネ、水
鉄砲を参加者全員で袋に詰め、中に、
ロータリークラブの活動を紹介する印
刷物を入れた後、配布して頂きました。
終了後、乾いたのどを潤しながら、クレ
ストホテルのカレーを頂いたり、差し入
れして頂いたものを食べたりしながら、
まつりの雰囲気を楽しみました。今回
担当した、馬場さん、嶋田さんを始め、
参加して下さった皆様、お疲れ様でし
た。そして毎年場所とテントを貸して頂
いている、柏西口本通り商店会の飯合
さん有り難うございました。商店会の皆
様にも宜しくお伝えして下さい。
　当日は、地区の管理運営委員会のセ
ミナーが有りましたが、柏まつりと重
なってしまったため、水野幹事に代表し
て出席して頂きました。
　実は、本日も地区の広報公共イメー
ジ委員会がござまして、小林さん、斉藤
さん、水留さんの三名がそちらに行って
おります。

　そして3日の日曜日には地区ロータ
リー財団委員会がありまして、私、水野
幹事、塚本さんが出席してまいります。
鈴木桂三さんはもともと地区の財団委
員に成っておりますので4名で参加して
まいります。
　来週は、高島屋屋上ピアガーデンで
の納涼夜間例会となります。楽しみにし
ていますが、台風の動きが気に成りま
す。
以上、会長報告とさせていただきま
す。

1864回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. 8月のロータリーレートは、1ドル＝102 円

2. 『東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金』感謝の集いへの招待
日時；10月17日 ( 金 )11：00 ～14：00
場所；ICU 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス

3. 例会変更のお知らせ
我孫子ＲＣ；8/12 ( 火 ) 任意休会

4. 受信《活動計画書》松戸・流山RC



３分間スピーチ

１．杉山 会員１．杉山 会員
　

 来年４月を目指して、日本の幼稚園・保育園に大きな
転機があります。幼稚園と保育園、両方の良さを生かし
た。認定こども園というものが出来上がります。我が園
でもその制度発足に先行して、今年の11月から幼保連
携型認定こども園になります。０～２歳児の保育園と３
～５歳児の幼稚園が同一敷地内で並存する形をとりま
す。その準備でてんてこ舞いしています。現状問題点が
３点あります。１点目は保育士の不足です。平成２９年
には全国で７万人の保育士が不足するといわれていま
す。これは大変な数字です、お知り合いに保育士の資
格があり、お仕事をしてみたいと思っていらっしゃる方
がいましたらご紹介ください。２点目はお金の面です。
こども園化に合わせて調理室の整備、保育室等の改
修、備品遊具などの購入を進めていますが、膨大なお
金がかかります。質の高い教育や保育を進めるために
は、よい先生や保育士を雇い、待遇も研修も進めなくて
はいけません。残念ながら現状では新制度に移行する
と財政的に非常に厳しくなることが予想されます。３点
目は大人の知恵です。新しい制度ですので、大枠は決
まっていますが細部にわたるシステムや方法は決まって
いません。しわ寄せが子どもに行かないように、大人の
知恵を結集しなくてはいけません。
 さて、この夏に注目しているものが何点かあります。そ
れは１３日のＧＤＰ４～６月の数値とお盆明けに首相の
訪朝があるかです。この制度は消費税が１０パーセント
になることを前提とした制度だからです。来春の消費税
アップのためには景気がよくなること、政権が磐石であ
ることが前提です。皆さんは総選挙がいつあるとお考
えですか。ひょっとしてこの秋口にもあるかもしれませ
ん。いま、ひそかに幼児教育関係者は世の中の動向を
見つめています。政治によって国の根幹である教育の
方向がぶれることは残念なことです。１０年先の事を見
据えながら来年４月の園の方針を決めなくてはいけな
いからです。少子化対策で子育て支援の方策を採ろう
としたとき、結構ハードルは高いものがあります。しか
し、そんな時、真実かどうか、みんなに公平か、みんな
のためになるかどうか。
　ロータリーの４つのテストではありませんが、こんな

規範が新制度に移行するかどうかの行動決定の一助
になるのではないでしょうか。　　　

２．松本（ユ） 会員２．松本（ユ） 会員
　
 こんにちは、４月の半ばからお休みしましたが、新年
度から復帰しました。出産以外では入院したことがな
く、入院って大変だと改めて感じました。
 また、病気になって、街で足が不自由な方や身体が不
自由な方をお見かけすると「頑張っているのだなあ」と
感じ、他者への思いやりが持てるようになりました。
２月ごろ地区奉仕委員を引き受けましたが、４月の初め
に手術が決まったので、お断りしようかといろいろと迷
いましたが、７月からなので、お引き受け致しました。
　６月に再検査入院をしたり、痛みが残ったりしていい
ますが、ロータリーの方々に支えられていると感じてい
ますので、週一回の例会には、なるべく多く出席したい
と思っております。よろしくお願い致します。

３．中島 会員（銀座ロータリー）３．中島 会員（銀座ロータリー）
　

　住まいはおおたかの森で、本日はメーキャップさせ
ていただきました。銀座ロータリークラブは昔、仕事の
おつきあいで入り、今でも続けています。出席率は
100％で、今後もずっと継続させていこうと思い、本日も
メーキャップでやってきました。メーキャップは、全国
にも行ってましてその土地によってさまざまな特色があ
りますので皆さんも是非いろいろとメーキャップされて
みてはいかがでしょうか。

４．榊 会員４．榊 会員
　

　本日は当たる確率が高いなと思ってましたが、やはり
当たりました。只今70歳になり、70歳とは古希というら
しいですね。まだまだ若いつもりでいましたがいろいろ
とガタが来てまして80歳まで大丈夫だろうかと思い、皆
にはやりたいこと今やってもらいたい。やりたいこと、い



出席報告

欠席者

出席率　83.05%

59名
10名

宇田川、ゲイビ、後藤、小林（正）、小溝、渋谷、
助川、染谷、富士川、牧野、
 　　　各会員

会員数

次回の例会は8月8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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

ビジター
中島 巖（東京銀座）

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
杉山会員（大にこ）、江口会員、榊会員

(^^♪
我が母校西東京代表で甲子園出場 中村（佳）会員

パートナー誕生日
松本（隆）会員

結婚記念日
杉山会員

つやるの。今でしょ。
　あと口は災いのもとと、親睦委員長をやったことない
と言っていたら、委員長を指名され、地区の悪口を言っ
ていたら地区関係の委員に指名されてしまい、やはり言
うもんではないなと思いました。

　　

５．江口 会員５．江口 会員

　今月誕生日になり60歳になりました。
　平均寿命は昭和10年で48歳、昭和22年で52歳、今
は82歳で、まだまだ大丈夫かなと思ってます。
　私は愛を与える人になりたいと思ってますので、よろ
しくお願いいたします。

柏まつり参加　2014 年 7 月 27 日　　　　　　　　　　　　　社会奉仕委員長　嶋田英明

13：00　　集合
13：30～　おもちゃ（水ピストル・シャボン玉・ピカピカメガネ・各200個）配布



開催　日時 会　長

開催　場所 幹　事

理　　　事 出欠

承認
◯

秋 元　慶 一 ◯

○

                                                                                  
○

②報告事項

○
招待

○

○

松本 隆一郎 ○

○

○

柳          肇 ○

○ ●次回理事会　2014年9月 5日（金）【例会終了後】

　　　　☑2015-16年度ガバナー補佐（榊隆夫会員）推薦書提出（〆切8月20日）

□ブレザー　これまで同様に
　　　　　　ロータリーボタンをクラブで負担し
　　　　　　ブレザーは自己負担。
　　　　　　新入会員約15名分
　　　　　　※4.0周年の時にブレザー着用

日　暮　　　肇

水　野　晋　治

議　　題　　概　　要

柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第3回　理事会資料　

③その他

2014年　8月 1日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

　　　　☑8/8夜間例会(納涼会)　香島一彦・安川武年元会員ご出席嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正

①11月17日(金)『創立40周年記念事業予算』の件

　　　　☑9月12日(金)11：00～老人ホーム『やわた苑』訪問

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三

地
区



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1865回夜間例会（2014.8.8）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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1835号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　
　皆様こんばんは。
　本日は柏西ロータリークラブ夜間
納涼例会に参加して頂きありがとう
ございます。又、分区内の会長・幹
事さんと会員の皆様にもお越しいた

だいております。そして、OBの32代
会長香島一彦さん、37代会長安川
武年さんにも参加していただきまし
た。米山奨学生のハン・ガンミンさ
んも参加しています。
　今月に入ってからずっと、猛暑が
続き、大分身体にも負担がきつく、
そろそろ一雨欲しいと思っておりま
したが、この納涼例会だけは降らな
い様に願っておりました。午後3時
頃には雷が鳴ったり、市内でも北部
では雨が降ったりと空模様が気に
成っていましたが、幸い皆さんの心
がけが良いと見えて、天気は大丈夫
の様です。
　先日、火曜日には柏南クラブの35

周年記念納涼会にお招きいただ
き、西クラブからも大勢の会員とと
もにお邪臓させていただきました。
会場も大変素晴らしく、ご家族の皆
様も大勢参加されていて、出し物の
エイサーや、抽選会など楽しいひと
時を過ごさせていただきました。
　それでは、連日の暑さを吹き飛ば
す様に、暑気払いという事で、大い
に飲み、食べ、明日への英気を養っ
て頂きたいと思います。
　台風も近付いてきて、天候も不安
定になっているようですが、他クラ
ブからのお客様もおります、せっか
くの機会でありますので、大いに親
睦を深めて頂きたいと思います。

1865回夜間例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

夜間納涼例会 2014 年 8 月 8 日　19 : 00～　高島屋屋上ビアガーデン

お客様
■柏RC会長  根本孝英
〃　幹事  勝田秀一
〃　R財団委員長  神野美明
〃　SAA  長谷川秀夫

■我孫子RC幹事  服部広司
■柏南RC会長  中島恵里
〃　　幹事  櫻井好美
〃　　副会長  関口和行
〃　　職業奉仕副委員長 山崎康弘

■柏西RC元会員 香島一彦
〃 安川武年

■米山奨学生 ハンガンミン
■柏RAC・OB 秋谷陽一郎

(以上13名)



老人ホーム「やわた苑の訪問」について（お願い）

記
■ 納品日　：　8月22日（金）・29日（金）

 9月5日（金）
■ 品　物　：　パスタオル・タオル（広告入り可）

9 月の行事予定

次回の例会は8月22日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

出席報告

会員数　

出席率　100%

56名

　早速ですが、9月12日（金）に老人ホーム「やわた苑」を訪問する運びとなりました。今年も先様必需品のパスタオ
ル・タオル等をお贈りしたいと思っております。
　つきましては、ご自宅・会社等で不要のパスタオル・タオルの提供、又は、ワンコイン（500円）でのご協力をお願い
申し上げます。
　尚、下記の例会日に、ご持参頂きたいと思います。

■ 9 月 5日（金）【通常例会】
- お祝い事・理事会（4）-
ガバナー公式訪問 (10/1) 前、松本憲事 ( 我弥子 RC) 
ガバナー補佐
グラブ訪問例会及びクラブ協議会 
　
■ 9 月 12 日（金）【通常例会】
卓話＝染谷照夫　青少年奉仕委員長
　
■ 9 月 19 日（金）【夜間例会】
- 第一回インターゴルフ -
《ゴルフ》藤ヶ谷CC　集合 8：30
《夜間例会》クレストホテル柏　点鐘 19：00
　

■ 9 月 25 日（木）【合同例会】
- 第 10 分区情報研究会 -
《時間》15：30　合同例会　点鐘

15：50　ロータリー情報研究会　開会
18：45～19：30　懇親会

《場所》ザ・クレストホテル柏
《テーマ》『ロータリークラブの夢、そして魅力とは』
　
■ 9 月 26 日（金）【休会】9/26 に振替

《その他の行事》
◆ 9/12（金）『第 1回クラブ研修会』
　18：00～20：00 柏商工会議所 302 号室

地区奉仕プロジェクト委員会セミナー 2014 年 8 月 10 日 三井ガーデンホテル千葉



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1866回通常例会（2014.8.22）
■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/2014/

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
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会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　鈴木 子郎   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　皆さん今日は。
　先週は、任意休会でしたので、8日の

納涼例会以来となります。相変わらず
猛暑が続いていますが、体調は如何で
しょうか。私達の周辺では晴れの日が
続いていますが、広島では豪雨の影響
で土砂災害が発生し、今朝のニュース
では死者、行方不明者合わせて、90名
に達する恐れも出てきたと、報じられて
いました。あらためて自然の力の恐ろし
さを感じます。私達の店舗でも、昨日か
ら緑の基金の募金箱を、災害に対する
義援金の募金箱に変更して募金を受け
付けています。少しでも被災地の助けに
なればと考えています。
　前回はピアガーデンでの例会でした
ので、触れませんでしたが、8月3日
（日）地区のロータリー財団セミナーが
開催され、私と、水野幹事、ポリオ・プ
ラス委員長の塚本さんの3人で参加して
まいりました。鈴木桂三さんと松本ユミ
さんは地区の委員として出席されていま
した。その中で、前にもお話しました

が、柏西クラプで6名の会員がポール・
ハリス・ソサエティ（PHS）に認証された
ことについて、山田修平地区ロータリー
財団委員長から参加者全員の前で紹介
され、PHS会員と成られた6名の方に、
PHSのピンを預かってまいりましたの
で、ここでお渡ししたいと思います。飯
合会員、川和会員、鈴木健吾会員、榊
会員、鈴木桂三会員、岡島会員以上6名
の皆様にピンをお渡しいたします。おめ
でとうごぎいます。大きな拍手で称えた
いと思います。
　本日の卓話は、鈴木子郎40周年実行
委員長にお願いしております。先輩会員
の皆様が築いてこられた、柏西クラブ
の伝統を受け継ぎ、更にクラブを発展
させて行かれるように、40周年を会員
全員の力で成功させたいと願っており
ますので、ご協力をお願い致します。

1866回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. 『第13回ロータリー全国囲碁大会』の案内
日時：10月11日《土》10：00～
会場：日本棋院会館
登録料：7,000円

2. ロータリー財団への寄付に対して、認証品の送付
日暮　肇会員　ベネファクター
水野晋治会員 マルチプル・ポール・ハリスフェロー(6回目)

3. 『第38回RYLAセミナー』開催の案内
日時：10月18日(土)～19日(日)一泊二日
場所：インターナショナルガーデンホテル成田
参加者：クラブ推薦の青少年(16～30歳まで)
　　　  ロータリアン1名以上
登録料：1名に付15,000円

4. 『職業奉仕セミナー』のお知らせ
日時：10月18日(土)10：00～12：00
会場：センシティタワー23階中国料理「東天紅」

5. 第2回地区内ローターアクト並びに提唱クラブ合同会議の案内
日時：9月7日(日)14：00～
会場：館山コミュニティーセンター第2学習室

6. 地区ロータリー米山記念奨学会学友会主催
「バーベキュー大会」の案内
日時：9月6日(土)12：00～15：00
場所：東京情報大学キャンパス

7. 9月13日(土)米山梅吉記念館『秋季例祭』の案内
8. 受信《活動計画書》野田・野田東・松戸東・松戸西RC



卓話 創立 40 周年実行委員長　鈴木 子郎

　柏西ロータリークラブ創立承認式は昭和50年11月
24日、柏市民文化会館にてスポンサークラブである
柏ロータリークラブの特別代表（故）榎本赳氏のお
力添えのもとに染谷伝三郎初代会長以下23名の会
員でスタートされました。
　当日私も出席させて頂きましたが、会員ではなく
来賓（柏青年会議所6代目理事長）として参加させ
て頂きましたが、6年前はここで柏青年会議所の創
立承認式が挙行されダブル思いで錯覚に陥る思い
でおりました。
　創立当時の会員の約半数は色々な関係でご面識
はありましたが、JC・OBの石川毅一先輩の紹介で昭
和53年3月1日に柏西RCに入会させて頂きました。同
期で入会されましたのは特別代表榎本赳氏のご子息
であられる榎本洋史パスト会長です。
　入会に関して石川先輩からロータリーについては
特にロータリー財団の話を熱心に聞かされました
が、財団に寄付したお金は交換留学生に援助し一人
でも多く学生が世界中に友人を作り、10年、100年、
1000年と継続すれば未来は戦争のない平和な世界
になるよ！
　創立当時の柏西RCの主な目標は財団への寄付を
R1第2790地区で上位に、例会出席100%を目標に頑
張っておりました。当時ドルレートは1ドル360円でし
た。財団の寄付は1000ドルですから1回の寄付が36
万円でした。2年前には1000ドルが8万円ですんだこ
とがありました。入会したての頃はよく会報を命じら
れ大変苦労致しました。当時は会長報告も、卓話者
も原稿なしで速記とテープで原稿作りを大変な苦労
で一週間もアット云ふ間に過ぎました。その後、会長
報告も卓話者も原稿を用意して頂く様になりました
が、外部卓話者で原稿のない場合、速記とテープで
卓話者の原稿を作りますが、後日クレームがつく場
合もあり大変嫌な思いをした記憶が残念ながら消え
ませんでした。
　第6代染谷正三会長、板倉茂幹事年度に台中港東
南ロータリークラブと姉妹クラブの締結をした記念
日が昭和55年11月24日でした。
　その式典で染谷会長は大きな布袋様のような大き

な置物を頂き、その置物があまりにも染谷会長にそっ
くりで会場は大変な拍手で最高潮に盛り上がりまし
た。
　私が入会して10年目に会長エレクトの小菅さんより
次年度幹事を指名され、ロータリーは指名されたら
断るなと教えられておりますので観念はしましたが、
不運なことに事務員が辞めてしまい大変な苦労と勉
強することになり、いよいよ7月小菅年度がスタートす
る直前になって会長が入院との情報が入り一瞬なに
かの間違いではないか？小菅会長の会社に連絡を取
り確認したところ2・3ヶ月入院する様子でした。小菅
会長年度は色 と々ハプニング多い一年間で私自身は
大変勉強になり先輩の皆さまに感謝申し上げます。
　小菅会長年度から10年後の平成8年、小生に第22
代会長としてのご指名があり鈴木健吾幹事の支えに
より一年間、会員の皆さまのご協力とご支援のお陰
で貴重な体験をさせて頂きました。
　柏西RCに2009年～2010年RI第2790地区中村博
亘ガバナー誕生！柏西RC誕生以来のビッグニュー
ス、10分区では柏RCで岡野正雄氏が今から36～7
年前だと記憶しております。昨年の12月次年度日暮
肇会長エレクトより40周年記念実行委員長の指名が
あり新年早々の1月より各6部会より委員長さんなり
副委員さんに出席して頂き、事務局として次年度幹
事の水野さんの進行で委員会を開催。
　式典担当部会と記念事業部会の場合は場所の問
題と事業を早めに決定しないと大変不都が出来ます
ので、第一番は式典の場合が一番早く決定すること
で進め何回か検討した結果11月7日（金）ザ・クレス
トホテル柏で決定されました。
　第二番目が記念事業何するか！チャリティーゴルフ
が多数意見でチャリティーの趣旨はロータリー財団
のポリオか、東北復興のチャリティーで市に寄付す
るか色 あ々りましたが、プロゴルファのジャック・ニク
ラスがポリオの宣伝に使用されているので大変効果
的ではないかと云ふことでロータリー財団に寄付す
ることに決定いたしました。
　会員の皆さまにこの柏西RC40周年記念で一番の
PRと活躍の場はこのチャリティーゴルフに1人でも2人
でも参加して頂くことがロータリーの活動にもなり
ロータリーPRにもなります。どうか1人でも多くの参
加者を宜しくお願いすると共に10月7日（火）ザ・ゴル
フクラブ竜ヶ崎でのご協力も宜しくお願い致します。
募集人員は160名でパーティ代、及びプレー費を含め



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

　　　　　　　　住田 みゆき

て￥22,000.-ですので宜しくお願い致します。部会長は
嶋田英明パスト会長・副委員長は鈴木桂三パスト会長
さんです。
　式典担当部会長は森市直樹副会長さんです。祝賀会
担当部会長は馬場弘40周年副実行委員長さんです。会
員の皆さまにはリハーサル、当日と宜しくご協力の程、
お願い申し上げます。記念誌編集部会長は水留茂之部
会長、そして副委員長に齋藤敏文会員、委員に東海林
康之会員、浅野肇会員さん方々には40周年式典が終っ
ても完成には大変ご苦労がかかりますが宜しくお願い

致します。
　台中港東南扶輪社担当部会長は金本元章パスト会
長、勝田健一パスト会長に長期の打合わせ等、来日し
てからの案内等スケジュールの件で大変お世話になり
ます。
　最后に総務・会計部長の水野善治幹事さんには総
務会計ばかりではなく全体的な把握までお願いすると
共に今日までの各部会長さん副部会長さん、委員の皆
さまに感謝申し上げ柏西RC40周年記念事業を全会員
参加によって祝いましょう。

出席報告

欠席者

出席率　81.36%

59名
11名

勝田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、
染谷、齋藤、中村（佳）、富士川、升谷、
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
宮城会員

写真ありがとう！
助川会員

ビジター
平松 徹（松戸RC）
風澤 俊夫（柏RC）

国際奉仕委員会委員長
金本 元章 会員

研修委員会委員
松本 ユミ 会員

人間尊重委員会委員長
柳　肇 会員
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会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　金子　 正   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　皆さん今日は。
　先週までの猛暑から一転、9月下旬か
ら10月上旬位の気温へと、半袖では肌

寒く感じる様な状況に成っています。風
邪などひかない様に注意して頂きたい
と思います。
　8月は地区のセミナーが集中していま
したが、23日（土）には会員増強・退会
防止委員会のセミナーが、ポートプラザ
ちばで開催され、私と、水野幹事、そし
て金子会員増強委員長の3名で参加し
てきました。ここでは、5名以上の会員
増強をしたクラブ5クラブの代表がパネ
ラーとなり、地区委員会の川名副委員
長がコーディネーターとなり、パネル
ディスカッションが行われました。ここ
での成功事例等を参考に、休息の後、
テーブル毎でディスカッションが行わ
れ、指定された6つのテーブルから発表
が有りました。詳しくは、本日の卓話の
中で、金子委員長からお話が有ると思
います。
　翌24日（日）には米山奨学会委員会
のセミナーが、同じく千葉の京葉銀行
文化プラザで開催され、こちらは、私

と、田代米山奨学会委員長の2名で参
加してきました。
　26日（火）安田会員のお店で9名が参
加し、本年度(前半)の予定について話
し合われました。内容は、9月19日のイ
ンターゴルフ、10月17日の40周年チャリ
ティーゴルフ、10月26日の手賀沼マラソ
ン、11月7日の40周年記念式典、12月19
日の上期最終例会についてと盛りだく
さんの内容でした。最後に秋元委員長
より、平成20年以降に入会した会員を
対象に、10分区内の他クラブの例会に
参加体験をしたいと提案がありまし
た。出席率を上げる為にも、メークアッ
プが奨励されていますが、経験が無い
と、なかなか一人では他クラブの例会に
は行きにくいと思います。複数の会員で
体験すれば、その後一人でも行けるよう
になると思いますので、是非、実行して
頂きたいと思います。

1867回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1. ９月のロータリーレートは1㌦=102円

2. ロータリー財団ポール・ハリス・ソサエティーの認証状の送付
　岡島昭信・川和弘行・榊隆夫・鈴木桂三・
　鈴木健吾・飯合幸夫会員　　

3. 受信《活動計画書》流山中央・我孫子RC



卓話 会員増強委員長　金子正

　本年度会員増強委員長の金子です。先日の8月23
日に、ポートプラザちばにて、会員増強・退会防止セ
ミナーが開催されましたので、中村パストガバナー、
日暮会長、水野幹事と共に出席して来ました。開催
内容は、第一部が会員増強に成功した5クラブのパネ
ラーによる発表、第二部が会員増強維持の悩みや成
功、失敗事例をテーマにテーブルディスカッションす
る内容で行われました。
　日本のロータリアンは、1997年の13万人から現在
は88,945人と実に17年間で4万人、32%減少しまし
た。平均すると毎年2,400人、地区が毎年一つ消滅す
る勢いでロータリアンが減少しております。そして、
第2790地区も同様で、1997年に4,200人いた会員は、
直近6月末で2,721人と35%減少しております。
　会員が減少し続ければやがて組織は滅びます。そ
れ故に絶えず会員増強と、滅少を防止する策を考え
推進する事が組織の本質だと思います。会員増強の
是非論が頻繁に語られています。量を増やせば質が
落ちる、と。本当にそうなのでしょうか？色々なクラ
ブを見てみますと、会員増強に成功しているクラブは
明らかに活性化されていると思います。皆様の中にも
無理して入会された会員が様 な々理由で退会される
こともありますが、そのような中でも続ける事を選ん
だ会員は、クラブの魅力に惹きつけられ、自らのライ
フサイクルをクラブに調整し、ロータリーライフを楽
しみ、自らの生活を有意義な「光り輝く」ものにして
いるのではないでしょうか。
　量より質の議論を戦わせる前に、自分の愛する
ロータリークラブに一人でも多くの仲間をお誘いしま
しょう。貴方の人間的な魅力に惹かれた友人や知人
がロータリークラブに集い、それがあなたの魅力をよ
り高め、世の中に良いことをする人を増やす人道支
援の一助になるのではと恩います。皆様の魅力で
たった一人の方で良いので、友人をロータリークラブ
へお誘いください。
　今回の会員増強・退会防止セミナーの開催のディ
スカッションで成功されているクラブはやはり、当ク
ラブでも昨年から取り入れたオリエンテーションの
研修会を年に3回行い、ロータリークラブがどのよう

な事を行い、また地域社会の為になり、そしてとても
楽しいクラブである事を知らしめて行く、このような
オリエンテーションがとても大事であると発表されて
いました。当クラブも引き続き今年も研修会を行いま
すので研修委員長の勝田パスト会長さんには頑張っ
ていただきたいと思います。
　早速9月12日に第一回の研修会が行われますの
で、入会3年未満の方はもちろん先輩達も多く参加さ
れますようお願いします。そして、まだまだロータリー
クラブについて分からない事が沢山あると思います
ので皆さんと勉強して行きましょう。そして、そこで学
んだロータリークラブの素晴らしさを多くの皆様の
仲間に伝えていただければ必ず会員増強につながり
ますので研修会に多くの方の参加を宜しくお願いし
ます。
　また、今回のセミナーでとても参考になり当クラブ
にも取り入れられるものがありましたので発表しま
す。
　あるクラブでは、年に何回か夜の例会を行いその
日をオープン例会として、素晴らしい卓話者を呼ぶ事
により会員の友人の方を参加し易くして参加してもら
い、最後に友人の方達に今日の卓話者の感想を前に
出て発表してもらうと「是非今度はロータリークラブ
に興味を持ちましたので次回も参加して見たいで
す」というような声が多いと言う事を発表したクラブ
がありましたので、これは、是非当クラブでも取り入
れて前向きに考えたいと思います。また、日暮会長、
水野幹事に了解を取りましたので、理事会に掛け企
画していきますので宜しくお願いします。他にも色々
と他クラブの参考になる事を聞けてとても為になる
セミナーでとてもよかったです。
　このように学んできた事を取り入れながら増強委
員長として一年間頑張って行きますので宜しくお願い
します。また、地区目標は2790名で後69名です。各ク
ラブ1名の増強をお願いされました。当クラブでは60
名を目標にして是非40周年の記念の年に60名を達成
したいと思います。その為には一人でも多くの友人の
方を例会に参加していただくよう声掛けを宜しくお
願いします。また、先日渡した会員候補者のリスト表
を堤出してくださるよう重ねてお願いいたします。



次回の例会は9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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

水野 晋治 幹事 出席委員会委員
安田 勝紀 会員

親睦活動委員会委員長
秋元 慶一 会員

出席報告

欠席者

出席率　79.66%

59名
12名

ゲイビ、東海林、杉山、助川、染谷、塚本、渋谷
中村（佳）、富士川、松本（ユ）、後藤、小林（正）
 　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
にこにこをよろしく　水野幹事
メークアップよろしく　秋元慶一
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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

皆さん今日は。
本日は、我孫子ロータリークラブ、から
ガバナー補佐の松本様、補佐幹事の丸
田様をお迎えしております。そして、米
山奨学生のハン・ガンミン君も見えてい
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。松本様には後ほ

ど御挨拶を頂きたいと思います。どうぞ
宜しくお願い致します。

本日は、この後クラブ協議会となり、5
大奉仕部門の各委員長さんには、それ
ぞれ発表をして頂きますが、10月7日の
ガバナー公式訪問に備えてのリハーサ
ルとの位置付けでもあります。今年のガ
バナー公式訪問は柏南クラブとの合同
に成りますので、誰が発表することにな
るのかは、南クラブと打合せをして決め
させて頂きますので、今の時点では分
かりませんが準備だけはしておいて頂
きたいと思います。
今年のガバナー訪問で、は、DLP・CLP
について、現状の問題点などを、ディス
カッションし、ガバナーからの御指導を
頂くというような話を伺っていたのです
が、ここへきて方向が変わったようで
す。

先週は、金子会員増強・退会防止委員
長の卓話でした。せっかくロータリーに
入会しても3年未満で退会する人が多

いという話があります。そこで柏西クラ
ブに入会して3年未満の会員に申し上げ
ます。もし辞めたくなったとしても、石の
上にも5年です、5年は頑張ってみて下
さい。5年ロータリーにいればきっと
ロータリーが好きになります。
来週の金曜日には18時より、勝田研修
委員長の許で第1回クラブ研修会が開
催されます。25日には分区の情報研究
会が開催されます。入会3年剰請の会員
は義務出席となっておりますので是非
積極的に参加し、ロータリークラブへの
理解を深めてほしいと思います。

今週は、10月17日のチャリティーゴルフ
大会への参加協力依頼で、分区内の我
孫子クラブ、柏クラブ、柏東クラブの例
会にお邪魔し、お願いしてまいりまし
た。嶋田英明さん、鈴木桂三さん、秋
元慶ーさん、お忙しい中を有り難うござ
いました。

1868回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1.2015年ロータリー国際大会の案内
　日時；2015年6月6日(土)～9日(火)
　会場；サンパウロ(ブラジル)

2.8/20広島土砂災害支援義捐金の依頼
　金額；他地区ガバナーとの協議の上、会員一人当たり
　1,000円を目安
　送金先；被災地第2710地区ガバナーへ

3.社会福祉法人柏市社会福祉協議会
　特別会費10,000円の依頼

4.受信《活動計画書》印西RC



【クラブ管理運営兼戦略計画委員会】
クラブ管理運営委員長　森市 直樹

会員の皆様、本年度クラブ管理運営兼戦略計画委
員長を、努めさせていただいています、森市直樹で
す。宜しくお願いいたします。
ロータリークラブにおける、クラブ管理運営委員会
の役割は、クラブの活動が、より効果的に進むよう
に、管理・運営をすることです。
プログラム・親睦活動・出席・研修委員会の4つの委
員会が、それぞれの持ち昧を発揮し、クラブを盛り
上げて行きたいと思います。
また、本年度のRIテーマ『ロータリーに輝きを』とい
う理念に向けて会員、一人ひとりが、責任を担ってい
ただけるように、クラブ管理を行います。
クラブ年次目標の達成の為の、例会やプログラム管
理、会員とのコミュニケーション（会報・情報発信・
連絡）を図るため会員間の親睦・奉仕目的とした行
事や活動の企画、クラブのウェブサイト、ソーシャル
メディアサイトの管理、出席管理や炉辺会議の推奨
などクラブを活性化するためのあらゆる活動を模
索・主導してまいります。

戦略計画委員会
ロータリーがこれからも、目標に向けて前進しつづ
けていく為に、戦略計画は、ロータリアンの願いや希
望を取り入れながら進化していくものです。
柏西ロータリークラブが将来も強くて活気ある組織
でありつづける為にわたしたちは、優先項目と目標を
指針してまいります。
クラブサポート強化
さまざまな奉仕活動への参加を推奨する。
会員の勧誘と維持を改善する。
人道的奉仕の重点化と増加
ポリオを撲滅する。
他団体との協力やつながりを深める。
地元と海外の地域社会で多大な成果を出すプロジェ
クトを生み出す。
青少年や若きリーダーの支援、関連したプログラムや
活動において、接続可能性を高める・
公共イメージと認知度の向上

行動を主体とした奉仕を推進する。
ネットワークつくりの機会、並びにクラブ独自の活動
について広報するよう奨励する。

親睦活動委員会
ロータリークラブで生まれる、友情はクラブ活動や
プロジェクトを行う原動力になります。
例会前後の、ミニサロンの開設
入会10年未満の会員を中心とし、10分区クラブの訪
問の実施

出席委員会
ロータリーの基本事項は、例会への出席です。
毎週、例会に出席することで、クラブで親睦を深め、
専門分野や個人的知識を豊かにすることができるよ
うに、出席向上となる活動をいたします。

プログラム委員会
魅力ある例会プログラムの作成、月初めには会員に
よる3分間スピーチの継続、強調月間には各委員長
の卓話の開催、新入会員・外部卓話を継続いたしま
す。

研修委員会
パスト会長が委員長となり、パストガバナーの指導の
下、ロータリー情報の伝達、研修会の実施。
新入会員と会員のフォーラム・炉辺会議の実施

 
【奉仕プロジェクト委員会】

奉仕プロジェクト委員長　馬場 弘

　今年度テーマを元に（ロータリに輝きを）各小委員
会との連携を組み奉仕事業に取り組みます 。
　奉仕活動への参加を通じて会員間のネットワーク
が広がり親睦を深める事が出来ます。
　又、奉仕プロジェクトに、全会員に参加して頂く事
が会員の維持につながると考えています。各委員長、
委員の皆様と協議しながら意義のある活動を実施し
てまいります。 

第 2 回クラブ協議会 第 10 分区ガバナー補佐公式訪問 松本憲法



職業奉仕委員会　委員長　榊 隆夫
　今年度の活動方針は、初心に帰り原点回帰を掲げられて
います。 私ども職業奉仕は、 今一度原点に戻りしっかり
と見据えどう奉仕活動を行うか根本から考える 活動を行
いたいよって以下の事を計画、実行したいと考えて おりま
す。
1．クラブ例会に、会員が職業奉仕をどう実践しているか、 
具体例を話して頂く又、 他クラブの会員に依頼して同様な
卓話をして頂く。
2．職業奉仕を実践してロータリー会員の職場を訪問し職
業奉仕の具体的実践例を学ぶとともに、会員自身が自身の
職業、職場でどう適用するか考える機会を作る
3．地域の児童、 生徒に職場体験の場を提供し、将来 の
職業人としての心構えを学んで頂く

社会奉仕委員会　委員長　嶋田 英明

1．地域社会の奉仕の機会を定期的に調査し会員の得意と
する職業上の能力や趣味の力を生かしていく事、又、他の
グループとの交流や世間に必要とされる大きな社会奉仕活
動
2．全会員の奉仕精神の向上、大堀川岸清掃、他団体との
交流、他委員会との連携

人間尊重委員会　委員長　柳 肇
1．人間尊重委員会では、人と人との繋がりを大事 に、助け
合い精神でロータリー活動でお互いの理念を深め協力し合
う活動 タオル等の募集2．街頭献血キャンペーン、柏祭りの
協賛、老人ホームへの慰問、幼稚園慰問
3．上期、やわた苑慰問 　9 月12 日 例会前

青少年奉仕委員会　委員長　染谷 照夫
1．青少年が自分自身と社会・世界について新しい発見をす
ることができ、倫理、 奉仕、親睦の理念について学べるよ
う機械を提供してまいります。
2．９月は、新世代のための月間、卓話、よろしくお願いしま
す。

国際奉仕委員会　委員長　金本 元章

1．今期は、創立 40 周年記念式典並びに祝賀会への協
力、台中港東南扶輪社との交流、国際奉仕を通じて公共
イメージの向上
2．上期 11 月 7 日は、創立 40 周年記念式典

　以上 5 小委員会、委員長、委員の皆様と、タッグを組
み、奉仕事業を取組んでまいりす。

【会員増強委員会】
会員増強委員長　金子 正

今年度の会員増強委員会のメンバーは、中嶋委員長、飯
合副委員長、高田委員の4名で、増強を行って行きます
が、やはり、増強及び退会防止活動は会員全員で行なう
考えで行かないと絶対にできないと思います。その為の
心得として、

その1、毎週の例会に積極的に出席して、例会場で皆さん
と前向きな会話をしていただき、少しでも為になる情報
交換をしていただく。
その2、先輩会員は、新しいメンバーに積極的に挨拶をし
て少しの会話でもよいので言葉をかけるようにする。
その3、会員メンバーは、移動例会、夜間例会、インターゴ
ルフ、職場見学、親睦旅行、など通常の例会では味わえ
ない、柏西ロータリークラブの良さ、そして、新たな良い人
間関係を見つける機会の場なので積極的に色 な々行事に
出席をしていただくようにする。
その4、会員メンバーの身近な仲良しな仲間、そして、ロー
タリークラブのメンバーにふさわしい方を紹介していただ
く。

このように4つ上げたクラブ活動において当たり前の心得
をキチンと行って行けば必ず魅力のあるクラブになれる
と思います。するとより皆さんも西クラブに新しいメン
バーを誘い易くなると思いますので、日頃のロータリー活
動を積極的に参加して活気あるクラブにして行きましょ
う。そして全員で増強をして今年度目標の60名になるよ
う、3名の会員増員活動を宜しくお願いします。



本日の夜には、増強委員会を行いますので、新しいメン
バー候補者がおりましたら連絡くださるようお願いしま
す。

【公共イメージ委員会】
公共イメージ委員長　小林 太時

先月一日の金曜日、例会を休んで千葉市生涯学習セン
ターで行われた、地区の公共イメージ委員会へ出席して
まいりました。
この委員会は柏西クラブの金本さんが地区の委員長を務
める委員会で、なるべく盛会にしたかったので、IT雑誌
広報委員会の斎藤委員長、クラブ会報委員会の水留委員
長の２名にもご協力を頂き参加してまいりました。
午後1時から宇佐美ガバナーの挨拶のあと、金本委員長
の趣旨説明に続き、第一部ではロータリーの友の編集長
である、二神典子さんの「ロータリーの公共イメージと
は？」の講和がありました。
お話では、1.各クラブではどのようなことをやっている
か？　2.具体的な奉仕について各婦人団体等からのニー
ズを吸い上げることの重要性。　3.アンケート結果を一
般紙で告知した事例などが説明されましたが、メインの
話としては、一新されたロータリークラブのロゴマークが
説明され、これに伴う新しいサイト「マイロータリー」の使
い方が紹介されました。
このサイトへはPCの環境のある方全員にぜひ登録をお
願いしたく、少しだけ複雑な登録方法ですので、改めて
一度お知らせしたいと思います。
第一部での総括としては、何のために広報をするのか？と
いう永遠のテーマを考えさせられる内容になりました。
続く第二部では、広報公共イメージ委員長の鈴木定徳氏
により、プレスリリースの提案というタイトルで行われまし
た。プレスリリースとは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ウェ
ブ等のマスメディアに対して情報を提供し、パブリシティ
《記事》として掲載をして頂くことの成功事例の説明が
ありました。
既に各クラブでも奉仕活動が行われていますが、この活
動をより魅力的なものに進化させて活動報告をメディア
に対して広報活動をしていく非常に効果的な広報活動で
す。当たり障りのない平凡なものではなく、より魅力的な
ボリューム感のある奉仕を行うことで、プレスリリースの
ポテンシャルも一層高いものになります。
その後質疑応答があり閉会となりましたが、新しい広報

活動のヒントになった有意義なものになりました。
忙しい中ご参加頂いた斎藤IT雑誌委員長、水留会報委
員長、また当日全般に活躍された金本地区委員長様、あ
りがとうございました。

【ロータリー財団委員会】 
ロータリー財団委員長　鈴木 桂三

こんちには。ロータリー財団委員会の鈴木です。
本日のクラブ協議会のテーマは「今後の委員会活動につ
いて」です。当委員会について発表させていただきます。
当クラブでは、ロータリー財団委員会は7～8年前まで
は、国際奉仕委員会の下部組織の小委員会でした。
2009～2010年度中村ガバナーの誕生を契機にCLPを強
く推進して頂き、今日の五常任委員会の体制が出来上が
りました。

ロータリー財団は国際ロータリーのロータリー財団です。
当然の位置付ではないでしょうか。ご存知のようにロー
タリーの第一標語（スローガン）は超我の奉仕（Service 
above self）です。ロータリーの最終目標はロータリアン
が奉仕の理想を実践し、世界理解、世界親善、そして世
界平和を達成することであります。そのためのロータリー
の人道的、教育的奉仕活動の資源となるのが皆様からの
ロータリー財団への寄付です。寄付が無ければロータ
リーの存在意義はありません。そこで当クラブでは今年
度からロータリー財団委員会の活動を更に強化するた
め、ロータリー財団委員会の下に、2つの小委員会を設け
させて頂きました。1つは基金委員会です。2つ目はポリ
オ・プラス委員会です。2018年迄にポリオを撲滅する為で
す。また年間の例会での卓話は今まで年一回の卓話の機
会を年3回、ロータリー財団に関しての卓話を設けさせて
頂きました。会長・幹事さん プログラム委員長さんのご
協力に深く感謝いたします。

そしてクラブの皆様のひとりが、より深くロータリー及び
ロータリー財団の活動をご理解して頂き、ロータリーの
奉仕活動により多く支援して頂けますよう活動して参りま
す。また地域補助金を活用してのフラ部の奉仕活動のお
手伝いにも積極的に参加して行きたいと考えておりま
す。



ビジター
神野 美明（柏RC）

ゲスト
松本ガバナー補佐（我孫子RC）
小野晴香（財団奨学生）
ハンガンミン（米山奨学生）

次回の例会は9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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

記念品贈呈 2013 ～ 2014 年 米山奨学生　ハンガンミンさん

ガバナー補佐　松本憲事様本人誕生日一同

2012 ～ 2013 年財団奨学生　小野晴香さん

出席報告

欠席者

出席率　77.97%

59名
13名

勝田、中村（佳）、宮城、湯浅、塚本、後藤、
小林（正）、渋谷、杉山、助川、染谷、中嶋、
冨士川 　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
田代（充）、宇田川、東海林、斎藤、牧野　各会員

パートナー誕生日
浅野、鈴木子郎、斎藤、金子、中村（博）　各会員

結婚記念日
鈴木康之会員
(^^♪
ガバナー補佐ようこそおいでいただきました
      日暮会長



開催　日時 会　長 日　暮　　　肇

開催　場所 幹　事 水　野　晋　治

理　　　事 出欠

出
　□15：30～ザ・クレストホテル柏
　□テーマ『ロータリークラブの夢、そして魅力とは』

秋 元　慶 一 欠 　□ホストクラブ；我孫子ロータリークラブ
承認

欠 ②10月7日(火)柏西・柏南RC合同『ガバナー公式訪問』の件
　□会場；ザ・クレストホテル柏

                                                                                  

出

出 　□会場；ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

出
④手賀沼エコマラソンの件

⑤報告事項
出 　　　　□2014-15年度７月1日～8月31日決算報告　　(資料)

　　　　□2013-14年度　柏ローターアクトクラブ会計報告　(資料)

松本 隆一郎 出
　□柏市社会福祉協議会　特別会費(10,000円)の依頼

出
　□ガバナーより8/20　広島土砂災害　支援義捐金の依頼
　　会員一人1,000円を目安、被災地第2710地区ガバナーへ送金

出
1人1000円×59名＝59,000円を一旦本会計から仮払し、
9月の例会で義援金の箱を回す

柳          肇 出 ジャンパー作成の件
希望者が自己負担で作る

出 ●次回理事会　2014年10月 3日（金）【例会終了後】

承認

⑥その他

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

③10月17日(金)創立40周年チャリティーゴルフ『移動例会』の件

日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 出

嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正

承認

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第4回　理事会資料　

2014年　9月 5日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①9月25日(木）『第10分区合同例会及び情報研究会』の件

承認

予算詳細等は次回10月の理事会にて協議する

承認



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1869回通常例会（2014.9.12）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
年年

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1839号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　杉山　 智   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

皆さん今日は。

ここ一週間はテニスの錦織選手の活躍

で話題が盛り上がりました。テニスの四
大大会である全米オープンで準優勝と
いう快挙でした。明るいニュースばかり
ではなく各地で記録的な豪雨に見舞わ
れ、浸水等の被害が出ています。柏周
辺では大雨も降らず、被害が出ていると
言ったことも無かったのですが、一昨日
は市川でかなりの雨が降ったようです。
早く天気が安定して爽やかな秋晴れの
下で、次週のインターゴルプが出来れ
ばいいのですが。

先週は例会の有った金曜日、奉仕プロ
ジェクト委員会と会員増強・退会防止委
員会が開かれました。泰仕プロジェクト
委員会では上期の各小委員会毎の活
動計画について、確認と打合せが行わ
れ、会員増強委員会では会員候補者の
リストをまとめ、勧誘についての打合せ
を致しました。委員長を始め、委員の皆
さんお疲れ様でした。

今日は、例会前に八幡苑に訪問してきま
した。詳しくは、人間尊重委員会の柳
委員長から報告があります。

又、本日は本年度第一回の研修会が開
かれます。新しい会員の皆さんだけでな
く、積極的にに参加し、ロータリークラ
ブへの理解を深めて頂き、そしてロータ
リーを好きになって頂きたいと願ってい
ます。

本日の卓話は杉山さんです。杉山さん
宜しくお願い致します。

1869回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1.第10分区『会長幹事会』の案内
　日時；10月15日)水)
　会場；麗宮飯店



次回の例会は9月19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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

出席報告

欠席者

出席率　77.97%

59名
13名

ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）、小溝、
斎藤、渋谷、助川、染谷、中村（佳）、富士川、
牧野、宮城 　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
RYLA よろしく 杉山会員
タオル忘れました 中嶋会員
杉山先生より孫の写真をいただきました 
   中村 博亘会員

卓話 青少年奉仕委員長　杉山智

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2014年10月18日～19日に企画さ
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。

卓話 9月 12 日（金）11：00 ～　老人ホーム「やわた苑」訪問　人間尊重委員長　柳肇

訪問者：日暮会長、水野幹事、鈴木子郎、
森市直樹、柳肇 各会員
タオル類ご協力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1870回夜間例会（2014.9.19）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
年年

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1840号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　
　みなさん今晩は。
　本日は我孫子ロータリークラブよ
り、ガバナー補佐幹事の丸田勝功
さんをお迎えしています。柏西ロー
タリークラブへ、ようこそお越しくだ
さいました。
　今年度第一回目のインターゴルフ
に参加された皆様、お疲れ様でし
た。そして親睦委員会の皆様、準備
等でお骨折り頂きありがとうござい

ました。
　ナイスショットもあれば、しまった
と思うようなショットもあったことと
思いますが、天候には恵まれた一日
でしたので、それぞれ楽しい一日
だったことと思います。後ほどの成
績発表が楽しみです。
　又、ゴルフはしなくても例会に出
席してくださった皆様、昼間の例会
とは違ってお酒も出ていますので、
お互いに懇親を深めるのにはよい
機会ですので、大いに飲み、食べ、
楽しんでいただければと思います。
先週は、例会のあった金曜日の夜、
勝田研修委員長の下で、１７名が参
加してロータリークラブについての
研修会が開かれました。中村博亘
パストガバナーを講師に迎え、ロー
タリーの歴史や、組織、取り組んで
いることなど、解りやすくお話頂き、
ロータリーへの理解を深める事が

できました。ロータリーもよく知ろう
とすると、結構奥が深く、難しいこ
ともありますが、要は世界で良いこ
とをしようとしている団体である。
と云ったことから始まればいいのか
なと思っています。そして私たちは
その団体の一員であるという自覚を
もって行動していけばよいのだろう
と考えています。
　次週は第１０分区の情報研究会
です。こちらもロータリーについて
理解を深める良い機会ですので、
積極的に参加されるようにお願いい
たします。
　年度が替わって早くも三か月が経
とうとしています。40周年記念事業
の準備もいよいよ後が無くなってき
ました。委員になっている皆様だけ
でなく会員全員のご協力をお願いい
たします。

1870回夜間例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

第 1 回インターゴルフ 藤ヶ谷カントリークラブ

優勝　斎藤会員

ブービー　川和会員
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1971 回 合同例会 第 10 分区情報研究会 9/25 

会場全景 基調講演をする柏東ロータリークラブ渡辺様

基調講演をする柏南ロータリークラブ大内様挨拶をする松本ガバナー補佐



次回の例会は10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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

出席報告

会員数　

出席率　100%

59名

10 月の行事予定

■ 10月3日（金）【通常例会】ーお祝い事・理事会（5）ー
卓話＝3分間スピーチ（創立周40年記念式典各担当者）

■10月7日（火）【合同例会】ー合同（柏西・柏南RC）ガ
バナー公式訪問ー
《時間》10：30～12：00　ガバナーとの合同懇談会
 　会長・幹事、次年度会長・幹事（活動計画書持参）
 12：30～13：00　例会　卓話＝宇佐美　透ガバナー
 13：40～15：10　クラブ協議会
《会場》ザ・クレストホテル柏

■10月10日（金）【休会】10/7に振替

■10月17日（金）【移動例会】ー創立40周年チャリティー
ゴルフー
《時間》11：30～食事
 12：30～例会点呼
《会場》ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

■10月24日（金）【通常例会】卓話＝田代充　米山奨学
会委員長
■10月31日（金）【通常例会】卓話＝金本元章　国際奉
仕委員長

【その他の行事予定】
◆10/15（水）18：30～『第10分区会長・幹事会』
◆10/18（土）～19（日）『RYLAセミナー』
◆10/18（土）10：00～『職業奉仕セミナー』（日暮会長・
　水野幹事・榊委員長）

第 1 回クラブ研修会 2014 年 9 月 12 日 柏商工会議所 302 号室



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1872回通常例会（2014.10.3）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
年年

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1841号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　3 分間スピーチ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　皆さんこんにちは。
　大したことも出来ないまま、早くも10
月になってしまいました。今月は職業奉
仕、米山月間となっています。本来です
と、今日はそのことに関連した話をしな

ければならないところですが、今月はガ
バナーの公式訪問、チャリティーゴル
フ、手賀沼マラソンと手のかかる行事が
続いています。
　さらに、11月に入りますと、7日の40周
年記念式典、祝賀会があり、そのため
の準備を整えておかなければなりませ
ん。
　まず、ガバナー公式訪問ですが、来
週3日火曜日のことですので、幾日もあ
りません。今年は柏南クラブと合同で
行うことになっています。12時30分の点
鐘で、卓話は宇佐美第2790地区ガバ
ナーとなっています。休息後、合同のク
ラブ協議会となり、西クラブ、南クラブ
から各５名ずつ発表していただき、質
疑応答の後、ガバナーより総評を頂き、
閉会となる予定です。
　チャリティーゴルフは40周年を記念し
て開催するものなので、この後、月初め
恒例の３分間スピーチに変えて、各担当
部会より40周年に向けて、計画の概要
について発表していただきます。
　来年。２０１５－２０１６年度の第１０

分区のガバナー補佐は、この西クラブか
ら選出することになっており、すでにパ
スト会長会議、理事会の承認を得て、
榊隆夫会員に決定し本人の承諾をいた
だいております。そして榊会員の指名に
より、補佐幹事には鈴木桂三会員に
なっていただいています。早速、ここ
で、次年度に向けて第一回のガバナー
補佐会議が開かれるようです。

1872回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1.2014年10月のロータリーレート＝1ドル106円

2.2015-16年度ガバナー補佐(第10分区榊隆夫会員)会議及び研修
会の案内

3.「国際奉仕委員会アンケート」の依頼

4.メジャードナー(中村博亘・鈴木桂三会員)顕彰午餐会の案内

5.地区広報公共イメージ委員会より講演会への出席依頼
日時；11月14日(金)10：00～12：00

場所；千葉市民会館
演題；『社会総がかりでのひとづくり』東日本大震災被災地での経
験談

6.米山梅吉記念館訪問とぶどうの里を訪ねて研修旅行の案内
期間；10月19日(日)～20日(月)
宿泊先；箱根湯本温泉「湯本富士屋ホテル」
会費；カウンセラー一人　3万円

7.受信《活動計画書》松戸中央RC



３分間スピーチ

１．森市 会員（式典部会）１．森市 会員（式典部会）
　

　最近ずっと協議を続けています。次年度会長エレク
トでもあり、気持ちを新たに頑張ります。今後の予定
は、司会は増谷さんにお願いしています。招待者の案
内状は出しました。
　　　

２．馬場会員（祝賀会部会）２．馬場会員（祝賀会部会）

　

 こ2部は18:30開催です。秋元さん司会のもと会長あい
さつ、鏡開き（5名）で、ガバナー乾杯、姉妹クラブ記念
品交換、アトラクション1時間、台中港と手と手を組み、
終了

３．嶋田さん（記念事業）３．嶋田さん（記念事業）
　

　チャリティゴルフのスケジュール、他クラブから1組み
キャンセルで、160名で行います。
　ニアピンアウト1ホーム午前中のみ
　ドラコンも午前中のみです。
　例会12：00～あります。松本さんに仕切ってもらいま
す。
　表彰式の司会は馬場さんです。
　ロータリーのたすきは当日30本用意してください。
　あるメンバーはペットボトル36本用意してくれまし
た。現金でも来るものは拒みません。
　月曜日に湯浅さんと組み合わせを決めます。

４．水留さん（記念誌担当）４．水留さん（記念誌担当）
　

　当日配る冊子を作成中です。全部で25ページ位にな
る予定です。
　みなさんで協力いただいた写真や会員名簿（写真付
き）です。
　40周年にふさわしい冊子を作ります。

5．金本さん（台中港担当）5．金本さん（台中港担当）

　11/6に19名（会員8名+ご婦人ご家族）成田に迎えに
行き、麗宮飯店にてディナーパーティです。
　スカイツリー、築地で昼食し、早めにホテルで翌日に
備えます。



ゲスト
田島　麻由美

次回の例会は10月7日（火）合同例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

田代会員 2013 ～ 2014 年 米山奨学生　ハンガンミンさん

本人誕生日一同

出席報告

欠席者

出席率　79.66%

59名
11名

ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、
染谷、中村（佳）、冨士川、宮城、安田、湯浅
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
水野、金子　各会員

パートナー誕生日
岡島、榎本、飯合　各会員

結婚記念日
松本（隆）、丸山、増谷（信）　各会員
(^^♪
インターゴルフ優勝    斎藤会員



開催　日時 会　長 日　暮　　　肇

開催　場所 幹　事 水　野　晋　治

理　　　事 出欠

○
承認　次第、発表者に承認

秋 元　慶 一 ○

○ ②10月17日(金)創立40周年チャリティーゴルフ(移動例会)の件
承認　例会　 食事11：30～12：30
                     点鐘12：30～13：00

○

○ 承認

○
④手賀沼エコマラソンの件
承認 予算、ロータリーデータとすること 事業

（売上金は各委員会へ戻す）

⑤報告事項
○ 　　　　□2014-15年度７月1日～9月30日決算報告　　(資料)

　　　　□10月18日(土)～19日(日)RYLAセミナー参加者6名
松本 隆一郎 ○ ロータリアン；湯浅千晶・住田みゆき会員

　　　　青少年；金本会員・湯浅会員推薦(4名)

○

　　
○

　　　　□中村佳弘会員へお見舞金 30,000円
（自宅療養3週間以上となったため）

柳          肇 ○ 　　　　□台中港東南RC ウェルカムパーティ、スカイツリーの案内を出す件
および会費の件（メンバーから少額の会費を取る）

○ ●次回理事会　2014年11月 14日（金）【例会終了後】

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第5回　理事会資料　

2014年　10月 3日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①10月7日(火)柏西・柏南RC合同『ガバナー公式訪問』の件　　(資料)日 暮　　肇

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

嶋 田　英 明

勝 田　健 一

金  子　　正

⑥その他

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

③11月7日(金)創立40周年記念式典並びに祝賀会の件



幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1.ロータリー財団の寄付に対し表彰
鈴木健吾会員；恒久基金への寄付でベネファクターの認証
中村　靖会員；ポール･ハリス･フェローの認証状

2.米山功労クラブ感謝状の送付
表彰月日；2014年9月
表彰回数；15回　(特別寄付金累計額が、100万円を超えるご
とに表彰)

3.例会変更のお知らせ
松戸西；10/15(水)は10/16(木)第12分区合同例会及びＩＭに
振替
10/29(水)任意休会

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1873回合同例会（2014.10.7）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
年年

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1842号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治　幹事

1. 卓　　話　宇佐見 透　ｶﾞﾊﾞﾅｰ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　

　みなさん　こんにちは、
　柏西ロータリークラブ会長の日暮
でございます。本日は第2790地区の

宇佐見 透ガバナーにお越しいただ
き、柏西、柏南の２クラブ合同例会
と合同クラブ協議会を開催すること
になりました。宇佐見ガバナーに
は、何かとお忙しいところを私たち
のために、ご指導を頂く機会を設け
ていただき、両クラブを代表して御
礼を申し上げます。
　例会に先立ち、私たち２クラブの
会長、幹事、会長エレクト、次期幹
事は、宇佐見ガバナーと、松本ガバ
ナー補佐、丸田補佐幹事を交えて
懇談会を設け、これからのクラブ運
営に役立つ貴重なお話を聞かせて
いただくことが出来ました。ＤＬＰ
やＣＬＰが奨励された経緯と、奨励
された意味など、解りやすく解説し
てくださいました。今年度はすで
に、スタートしてから４ヵ月目に入っ
ておりますが、次年度はこれから準
備をして行くところですので、より参

考になったのではないでしょうか。
　皆様には、この後ガバナーより卓
話の中でＲＩの方針や、ロータリー
が何を目指しているのかといったこ
とを、お話していただけることと思
いますが、私たちが普段、ロータ
リーのことで疑問に思っているこ
と、解らないことなどを、直接ガバ
ナーよりご教示を頂ける滅多にない
機会ですので、どうぞ合同例会の
後の、クラブ協議会では活発な意
見交換が行われ、実りある一日にな
りますように、願っております。
　この度のカバナー公式訪問に際
しまして、ご指導、助言を頂きまし
た、ガバナー補佐、幹事を始め、関
係者の皆様に感謝を申し上げ、２ク
ラブを代表しての挨拶とさせていた
だきます。

1873回合同例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶



卓話 ガバナー　宇佐見 透 様

　柏西ロータリークラブの皆様改めましてこんにち
は。今年度2790地区ガバナー職を務めさせて頂いて
おります宇佐見と申します。所属は千葉幕張ロータ
リークラブです。
　皆様にはいつも御協力賜りありがとうございま
す。
　本日公式訪問させて頂きましたのは、2014-15 年
度国際ロータリー会長ゲイリーホァン氏が提唱されま
したテーマ「Light Up Rotary」を一刻も早く皆様に
お伝えし、今年度方針にもとづきロータリーの目的を
推進頂くよう結束頂きたく直接お話しさせて頂こうと
の思いで公式訪問させて頂きました。既に3月8日に
開催しましたリーダーセミナー、3月29日に開催しまし
たPETS、そして4月29日に開催しました地区研修・
協議会といういわゆる３大セミナーに日暮会長、水
野幹事を初めクラブ指導者である各委員長の方々に
ご参加頂き、皆様を通じてご理解を頂いたうえで、ス
タートをされておられると思います。
　ガバナーという身に余る職責ではありますが、誠
心誠意努力致しますのでご支援ご協力の程お願い申
し上げます。
　2000年にＲＩより地区に対しDLP（ディストリクト・
リーダーシップ・プラン） を検討する旨の要請があり
ました。現在RI 理事会によりガバナーは地区組織を
構成するうえでDLP の構成に準拠したものを確立す
るよう要請されています。このことは現在会員減少に
悩むクラブにとって、少ない会員数の中でどの様にす
れば活性化するのかを検討したものであります。即
ち従来の４大奉仕委員会をベースに取り組もうとす
ると一人で何役もこなさねばならない現実に突きあた
ります。そこで思い切った組織改革を考えようと取り
組んだのがDLPです。具体的に申せば
（１）社会奉仕プロジェクト、国際奉仕プロジェクト
に関しては全て「奉仕プロジェクト委員会」なる新組
織で統括する
（２）増強を目的とした会員増強・退会防止委員会を
新たに組織し会員選考や職業分類も含めた活動を
行う。
（３）地域の人々に私たちの活動を具体的にお知ら
せする広報公共イメージ委員会を新設しロータリー
の友委員会や会報委員会ともコラボレイトする活動
を行う。
（４）親睦、出席、プログラムなど運営に関わる委員
会は旧来のロータリー情報委員会をクラブ管理・運
営委員会と変えこれら全てを統括する。

以上４つの常設委員会と呼ばれる組織に大きく変え
たのがDLPです。青少年、財団、米山は旧来のまま
です。このようにする事により少ない会員のクラブで
も活性化できるのではとの考えからこれがCLPに繋
がればと考えたのはと思います。しかしこれを行うの
はあくまでもクラブ自身です。実際の活動はクラブで
あり会員皆さんが主役なのです。
　わたしは先程ＲＩがDLPを中心にした地区組織検
討するよう云われておると申しましたがこのDLPの先
に皆さんのCLPがあるとお考えください。ここが重要
で今までCLPのみ導入しろと話されても目的が見え
なければ解らなくとも当たり前です。ですから今年度
はまず地区組織を変え活動内容と目的をはっきり示
すことにしました。ロータリーは単年度制ですから来
年また従来の地区組織に戻るかも知れません。です
が私は次年度の櫻木エレクトにこのことだけは変え
ないで欲しいとお願いしております。くどい様ですが
ガバナーとして、クラブの皆さんの理解を得ながら変
革を試みようと考えています。研修リーダーにもお願
いし、DLPの確立のもと各クラブでそれぞれ、独自
に検討、取り組まれているCLP（クラブリーダーシッ
ププラン）の明確化に繋がればと考えています。この
後のクラブ協議会でもCLPの目的と地区における
DLP の位置づけから何故、今必要なのかなど、ご意
見を伺えればと思っております。
　1905年の発足以来一世紀を越えるロータリー活動
には、時代の変化と共に変わった部分もあると思い
ますが、変わらぬ原点は職業奉仕にあると考えま
す。私にとってロータリーとは、自らの職業を通しての
倫理運動であり地域社会への貢献を基本に根ざす
ものであると考えます。定款にも「ロータリーの目的
は意義ある事業の基礎として、奉仕の理念を奨励し
これを育むことにある」と明記されております。ロータ
リアンを侍に例えた場合、職業奉仕とは、武士として
の象徴を示す刀のような存在と思っています。侍は研
鑽を重ね武士となり、帯刀を致しますが但しこの刀は
戦（いくさ）の道具では無く、武士としての気構えの
象徴です。ロータリアンの持つ刀は、自分を律する気
持ち、又は誇りとして、自らの心の中に置いておくべ
き物でありロータリアンの心に宿る刀はロータリアン
同士の厚い信頼関係基づく不可能を可能に変える存
在だと思います。キーワードは「和して同ぜず」です。
“和する”すなわち友となり仲間となることは大変す
ばらしいことであり皆で一緒に取り組み大事を成す
事は大切です。しかし同時に、“同ぜず”が大切で



のか御検討下さい。未来のロータリアンを育成しま
しょう。米山記念奨学会事業は日本で学ぶ外国人
留学生にロータリアン自身による寄付金を財源とし
た奨学金を支給する事業で、日本独自の特色である
「カウンセラー制度」「世話クラブ制度」が重要であ
ると考えます。クラブとして「世話クラブの登録」「カ
ウンセラー登録」を理解いただき、ぜひ米山記念奨
学会への寄付目標である通常寄付と特別寄付の合
計で一人15,000円達成をお願いします。最後にポリ
オ撲滅に関して1979年に始まったポリオ撲滅運動も
35年におよぶ活動で、世界で3ケ国（パキスタン、アフ
ガニスタン、ナイジェリア）を残すのみとなりました。
しかし本年5月5日にWHOはカメルーン、シリアなど
非常在国からの発症報告に基づき「緊急事態宣言」
を出しました。医師団が内戦に巻き込まれるなど予
断を許さない状況でもあり国際的連携と取組みが求
められています。当地区では毎年１人あたり25ドルを
お願いしております。

「他人の意見に惑わされる事無く、自分の意見を
しっかり持たねばならない」と考えます。「自らの職
業に基づく人としての信頼回復」と「和して同ぜず」
の２つをモットーにロータリーの復活による「原点回
帰」を次年度テーマに、皆様の御協力のもと地区運
営にあたってゆきたいと思います。ロータリーは今
やっていることだけを未来永劫変えることなく、続
けてゆくという考え方から、変わりながら続けてゆ
く事の大切さを、改めて考えて頂きたいと思います。
ロータリアン同士、職業奉仕を心に携えてゆけば、
ロータリーは再び新たな羽根を持ち大空に飛び立て
る時が来ると確信しております。
　会員増強についてホァン会長は新会員を引き付け
つけると共に、現会員を維持し、世界で130万人への
会員拡大を目標にされています。会員増強について、
会員数の数字だけにこだわり「数は力なりの原則の
もと、会員を増やせ増やせとスローガンが掲げられ
ますとすぐさま反発する形で「質」と「量」の議論が
発生します。更に悪いのは、質か量かという命題を並
べて、出来ない理由を議論し、やらない理屈を語る
事です。増強問題は出来ない理由を語るマイナス発
想ではなく、まずやろうとするプラス発想からのス
タートが大切だと思っています。今年度の増強目標
は地区に因んで2790名とし、各クラブに純増１名を
お願いします。広報公共イメージ活動でロータリー
がどのような活動をしているのかを地域社会の人々
に知ってもらえるよう、「ロータリーデー」を開催して
くださることを願っています。そこで私たちは、社会
貢献という共通意識のもと、互いの絆を深め、時間、
才能、資金を注いで活動するグループであることを
広報下さい。私たちは「行動の人」であり、同じ目的
意識を持つ人たちと協力して、地域社会が直面する
問題を解決しようと努めていること、同じ様に地域
社会のことを考える人びとを見つけたいと願っている
ことを伝えることが重要と考えます。にもかかわら
ず、認知度が低いと感じます。ロータリーが何を目的
とし、何をしているかを知らなければ、入会しようと
いう人や、協力しようという人がいないのも当然で
す。確固とした、好ましい公共イメージは、単にロー
タリーの気高さを高めるだけで無く、それによって奉
仕志向の会員が増え、ロータリーの活動をさらにレ
ベルアップする重要な戦略だと思います。青少年奉
仕活動について地域の方 及々び学校教育機関の協
力、顧問教師の方々の思い、御父兄の理解が必要
で、信頼関係が無ければ成立しません。インターアク
ト、ローターアクト、青少年交換、ライラ等での四委
員会が「ロータリーデー」への参加を通じ、それぞれ
どの様にして地域社会との融合を保つ参加が可能



ロータリー米山記念奨学会委員会ロータリー米山記念奨学会委員会
委員長　田代 充　委員長　田代 充　

　
　ロータリー米山記念奨学会委員会の委員長を務めま
す田代と申します。６年前に多忙が原因とみられる政
府認定の難病を発症し最新医療の盲点に追い込まれ、
開頭手術放射線療法で余命３か月を言い渡されました
が、なぜか生きています。･･･誤診ですね。開頭手術の
後遺症で平衡感覚障害と知覚神経麻痺で６年間自分
の体と戦っていますが、立って話しているとひっくりか
えることがありますので、着席での発表をお許しくださ
い。
　１２対の脳神経の４対ぐらいの連絡が悪く皆様には
言葉が聞き取りづらいかもしれませんが、たぶんロータ
リーの会議においてロータリアンとして登檀してお話し
することは今回が最後になってしまいますのでお許しく
ださい。
　まず、本年度の活動計画ですが、比較的新しい会員
さんがいますので米山記念奨学金について復習しま
しょう。活動計画書３１Ｐをご覧ください。米山関連雑
誌のどこかに簡単に書かれていた公式文章の写しで
す。このほかにロータリーにはＲ財団の４つの奨学金制
度がありまるわけです。
　普通寄付・特別寄付、またその他のプログラム寄付
を考えるとタイヘンデスネ。・・・・・あくまでわたしの。
私感ですが。
　読み終わったと思いますので、米山のポイントだけ頭
に入れてください。
【ポイント】
1.日本独自ですよ。日本最大ですよ。
2.奨学金の返還はありません。
3.世話クラブとカウンセリング制度があります。
4.奨学生は皆日本で学びますヨ。
5.世界平和を願う心を育てることで、これからの世代に   
  託すことが、ひとつの希望であります。
6.シンボルマークの意味をインプットしていただくと理
　解しやすいかな。
当クラブは、今年 本名ハンガンミン サブネーム ハンバ
ンビ　バンビちゃんと呼んでます。
　３３歳独身 韓国国籍 千葉大園芸学部博士課程をお
預かりました。

次に特別寄付ですが当クラブの目標ですが日暮会長か
ら創立４０周年を念頭に特別寄付４０万が諮問されて
います。
　公式訪問までに全額達成することが目標でしたが。
当クラブの上期のスケジュールと奨学生・カウンセラー
研修会、米山委員長セミナーとたてこんでいましたの
で。現時６７．８パーセント進捗状況です。本日更にお
二人の会員から特別寄付を預かりまして、７０パーセン
トの進捗となりました。当クラブでは米山記念委員会
委員長イコール、カウンセラーとなっていますので、年度
初めに集中して研修会、セミナーと押し寄せてくるので
一考かと思います。まあ各クラブの事情ということで
しょうが。
　さて、バンビの世話クラブ及びカウンセラーとの上期
の活動ですが・・・・・すこし触れておきます。
　クラブとしては、歓迎会・役員交替式・柏祭りでの奉
仕活動・月１回の例会で非常によく会員と打ち解けてい
たように思います。特に柏祭りでの地域開発発展のプ
ログラムでは柏市長が当クラブと一緒に活動して地域
のリーダーが壁を作らないことが、自国ではなかなか見
られない光景として印象に残ったようです。カウンセ
ラーとしてはドキュメンタリー映画「世界の果ての通学
路」をバリヤーフリーの空間で体験させソーシャルワー
クにも自国で学べない文化を肌で感じ吸収していまし
た。また学友会にも積極的に参加しロータリーの精神
を吸収しているようです。
　一応簡単に活動計画の説明を終わらせていただきま
す。
　　　

プログラム委員会プログラム委員会
委員長　増 谷 信 一委員長　増 谷 信 一

　

　皆様こんにちは。
　今日の柏西・柏南合同ガバナー公式訪問例会で発表
をする事になりました。
　柏西ロータリークラブ・プログラム委員長の増谷と申
します。
　どうぞ宜しくお願い致します。
　久々に、この壇上に立ち緊張をしております。

柏西・柏南合同 ガバナー公式訪問　第 3 回クラブ協議会



　本年度柏西ロータリークラブは、日暮 肇 会長のテー
マ「友情・寛容そして奉仕」や活動方針を踏まえ、上期
においては、柏西ロータリークラブの創立４０周年行事
〔式典やチャリティゴルフ等〕を念頭に置き、下期で
は、魅力あるクラブ作りの例会の為に、外部卓話や移
動例会等々、更には会員拡大や退会防止を踏まえた例
会も考えプログラムを組ませて頂きました。

その中で、私なりに９本の柱を掲げ「活動方針」を立て
てみました。
１.柏西ロータリークラブ創立４０周年の開催。
２.台中港東南扶輪社歓迎行事の実行。
３.創立４０周年チャリティゴルフの開催。
４.ＲＩの強調月間に合わせ各委員長に卓話を担当して
頂きます。
５.月初の例会は、３分間スピーチを中心に行います。
６.新入会員に自己紹介を兼ねた卓話をお願いします。
〔３年未満１６名〕
７.外部講師の卓話は、下期を中心に幅広い分野から選
択し時代に合った情報提供の場と考えております。
８.年間を通じて、移動例会やインターゴルフ（年２回）・
親睦旅行（本年度会長、幹事ご苦労さん会を兼ね
て）・夜間例会も計画致します（年間６回位）。
９.その他、必要に応じての例会をプログラムして行きま
す。

　以上の「活動方針」を踏まえて、月別に簡単に例会の
流れを、今日の合同ガバナー公式訪問例会からお話を
致します。

１０月
第２例会　本日の合同ガバナー公式訪問。
第３例会　創立40周年チャリティゴルフ。
１１月
第１例会　今年のメイン事業の「創立40周年記念式
　　　　　典」です。
第３例会　「月刊に因んで」財団委員長にお願いしま
　　　　　す。
１２月
第２例会　年次総会（森市年度の理事・役員の選出で
　　　　　す）又、第３回クラブ協議会において「上
　　　　　期活動報告」を致します。
１月
第１例会　新年家族例会
第２例会　第４回クラブ協議会「下期活動計　画」発
　　　　　表。
　

２月
第１例会　第10分区　I.M。
　　　　　２１日～２２日　地区大会が、幕張で２日
　　　　　間に渡り開催されます。
３月
第３例会　「月刊に因んで」ポリオ委員長に「卓話」
　　　　　を、お願い致します。
第４例会　元国際親善奨学生「外部卓話」。
４月
第２例会　「月刊に因んで」IT・雑誌広報委員長に
　　　　　「卓話」をお願い致します。
第３例会　第10分区　合同例会。
５月
第３例会　第２回インターゴルフ及び夜間例会。
６月
第１例会　日暮会長・水野幹事年度の、ご苦労さん
　　　　　「親睦旅行」です。
第４例会　日暮会長最終例会「卓話」１年間の思い
　　　　　出。
第５回クラブ協議会
　　　　　「下期活動報告・次年度引継ぎ」です。

ここまでが、今日の時点で組まれている例会です。
これ以外の空いている例会日に、外部卓話を考えてお
ります。

まとまりませんが以上で、私からの発表とさせて頂きま
す。
ありがとうございました。

社会奉仕委員長会社会奉仕委員長会
委員長　嶋田　英明委員長　嶋田　英明
　

・前半の社会奉仕委員会活動
7/27　柏まつり　ポリオポスター、おもちゃ配り
11/26　手賀沼エコマラソン出店　バナナ2000本配
布、もつ煮込み、ポップコーン、フランクフルト、酒、飲
料販売
40周年　
10/17　チャリティゴルフ
11/7　式典、台湾から約20名来柏



・後半の社会奉仕委員会活動
大堀川清掃
今年4/6→来年4/5、6
柏市広報に掲載、市民に呼びかけ
ロータリーデー→ペットボトルキャップ8万個ポリオ100
人分
花見
ゴミ拾い
とん汁配布
午後　たけのこ掘り、バーベキュー＞親睦
5/31　ゴミ0参加　30名目標　柏駅西口清掃参加

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　佳三委員長　鈴木　佳三

　

 そもそもロータリークラブとは何なのでしょうか。ある
資料に、こう書いてありました。ロータリークラブとは
奉仕の理想を各人の個人生活、職業生活および社会生
活の実践の基盤とすることに同意した事業および専門
職務に携わる人によってできたクラブと説明されており
ます。ロータリーらしい、わかりにくい表現ですね。要す
るに毎日生活において奉仕の理想を実践しようとする
人々の集まりであります。
　今、ロータリークラブは世界200以上の国と地域に広
がり、その会員数はおよそ120万人です。まさにグローバ
ルな団体であります。そこで私達も地域・国を超えてグ
ローバルな目で世界を見なくてはいけません。
　先日8/3にクラブロータリー財団セミナーが開催され
ました。その席で地区研修リーダーの崎山パストガバ
ナーが、こんな話をしていらっしゃいました。
　今世界の現状は、1年に6000万人が亡くなり、1億
4000万人が生まれ毎日避ける事が出来る原因で命を落
とす子供の数は3万人を超え、毎年1000万人の子どもた
ちが5歳の誕生日を迎えることなく死に、毎年900万人
が餓死しています。
　世界中で92％人が食べ物に困り、世界の8％（日本人
を含めて）6億2000万人の人だけが食に満ち足りていま
す。世界人口の6分の1は読み書きができず、飲水の無
い人が26億人いて、学校に行ったことのない子供が1億
4000万人毎年25万人の子どもたちが戦争で亡くなる
か、兵士として徴兵されています。毎年200万人以上の
子どもたちが売春のため、または奴隷として売られてい

ます。
　ロータリーで云う奉仕の理想とは何なんでしょうか。
いつもクラブのメンバーに問いかけます。今紹介しまし
た崎山パストガバナーのお話のように、世界にはまだま
だ過酷な環境で暮らしている方がたくさんおります。私
達ロータリアンは、そういう方のことを思いやり、ただ思
いやるだけではダメなんです。そういう方々の役に立つ
ことをするというのがロータリーで云う奉仕の理想で
す。良いことをするには、それなりの資源が必要です。
その資金は世界中のロータリアンとその賛同者から寄
せられるロータリー財団への寄付です。世界120万人の
ロータリアンが1人100＄寄付すれば1年で1億2000万
＄です。皆さんからのロータリー財団への自主的な支援
をお願いします。そしてロータリーの目標とする。世界
理解、世界親善を通しての世界平和の達成のために少
しでも努力しようではありませんか。

会員増強・分類委員会会員増強・分類委員会
委員長　中島　利夫委員長　中島　利夫

　

　会員増強委員会打ち合わせを先月9月5日に行い、新
会員が入会することにより柏西ロータリーの活気をもた
らし、また長期的な存続が可能になることを確認いたし
ました。現在クラブ発展に資する人材を紹介してもらう
リストを各会員よりいただき、精査、勧誘を行っている
ところです。
　ただし、今現在、柏西クヲブの40周年記念事業が本
格化しておりまして、なかなか機動的に動けない現状で
あります。
　とはいえ、本年度柏西クラブでは60名越えを目指し
ております。
　あと一名ですができる限り増員する事を目指しま
す。
　クラブ発展には新会員の存在が欠かせん。輝きをも
たらし多様性があふれた人々が集まることで友情が生
まれ、地域社会への奉仕の理念を共有していくことが
できます。40周年期年式典が無事終了したのち、尻に
火をつけて行動していきます。
　実行手順として先ほども言いましたが、今、各会員よ
りの紹介リストをもとに話しましたが、本年度活動計画
27ページにあります各職業分類表、未充塡部分を活用



11 月の行事予定

■11月 7日(金) 【夜間例会】―創立40周年記念式典並びに祝
賀会　―
時間；17：00～式典
18：30～祝賀会
会場；ザ・クレストホテル柏

■11月14日(金) 【通常例会】―お祝い事・理事会（6）
卓話＝卓話3分間スピーチ(創立40周年式典を終えて)

■11月21日(金) 【通常例会】
卓話＝岡島昭信　財団基金委員長
卓話＝塚本英夫　財団ポリオ･プラス委員長

■11月28日(金) 【通常例会】
卓話＝宇田川博司　会員

ゲスト
ガバナー　宇佐見　透 様
ガバナー補佐　松本　憲事 様
ガバナー補佐幹事　丸田　勝功 様

次回の例会は10月17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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

鈴木健吾会員 ベネファクターの認証授与集合写真

出席報告

欠席者

出席率　67.80%

59名
19名

浅野、五十石、太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、
渋谷、東海林、杉山、助川、染谷、塚本、
中村（靖）、中村（佳）、冨士川、牧野、升谷、
宮城、湯浅 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
ガバナー公式訪問よろしく  日暮会長

し勧誘活動を行うことも検討しております。この分類表
を見ますとなんと未充塡30もの枠が埋ってないことが
わかります。農業大学関係スポーツ医術よそのクラブも
充塡、未充塡どの程度あるのかわかりませんが、どうな
のか気がかりです。
　探し出す。紹介いただく、誘う、入会する。職業リス
トを活用し幅広く探っていく活動もあるということで、
またまた皆様のご協力をお願いします。

　最後に、当クラブの女性会員は4名です。こちらもいさ
さか少ない、さみしい状況です。女性が入ると皆さん輝
きます。元気になります。若返ります。ぜひ女性会員を
増やしたいということで、3ます運動を起こしたいと思
います。ますますコンビの升谷さんも含め全員で頑張り
ましょう。各会員にご協力をお願いし終わります。
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第2790地区

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

第1874回通常例会（2014.10.17）
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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
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1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　みなさま、こんにちは。
　本日は、朝早くから、チャリティーゴ

ルフのお手伝いをして頂き、本当に有り
難うございます。
　お陰様で、天候にも恵まれ、絶好の
ゴルフ日和となり、参加者も全員が、プ
レーに入っています。
　この後、全員がホールアートし、パー
ティー・表彰式が無事終わるまで、長い
一日となります。皆さんには本当にお疲
れのこととは思いますが、最後まで、ご
協力をお願いいたします。
　柏西ロータリークラブは、５周年ごと
に式典、祝賀会を開催してまいりまし
た。先輩会員の声として、盛大にお祝い
をするのは25週年と、50周年で、40周
年は程々でいいんだよ、と言われていた
のですが、今回は、式典に先駆け、ポリ
オプラスの基金に協力するという目的
で、このたびのゴルフ大会開催となりま

した。嶋田ゴルフ担当部会長を中心
に、事前の準備から、本日の仕事まで、
本当に多くの時間を使ってご協力を頂
いたことに、感謝いたします。また、参
加者を集めることにご協力いただい
た、多くの皆様にもお礼を申し上げま
す。
　皆様には、いろいろとご負担をお掛
けしましたが、柏西ロータリークラブの
団結力や、実行力を周りにアピール出来
たのではないかと思っています。皆で協
力し合って一つの事業を行うことによ
り、クラブの活性化が図られるものと
思っていますので、これからもよろしく
ご協力をお願いいたします。

1874回移動例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

会長　日 暮 肇創立 40 周年記念事業 チャリティーゴルフ大会 表彰式挨拶

　みなさん、こんにちは。
　本日は、柏西ロータリークラブのチャリティーゴルフ大会に
参加していただき有り難うございました。
　私たちの柏西ロータリークラブは、1975年11月7日の創立
で、今年は創立40周年にあたります。現在会員が５９名で、
会員相互の親睦を図りながら、様々な奉仕活動を行っており
ます。
　地域に密着した活動だけではなく、国際ロータリーの一員
でもありますので、ロータリー財団への寄付や、台湾のクラブ
との姉妹交流などを通じて、他国との相互理解を深め、世界
平和の一助となることができればと考えています。
　本日のチャリティーゴルフは、ポリオ撲滅のための基金に
寄付をする、資金集めが目的でございました。ポリオ（骨髄
性小児マヒ）は体が麻痺したり、時には命を落とすこともある
病気です。国際ロータリーでは長年にわたり、このポリオの

撲滅に取り組んできました。その結果現在も感染が続いてい
る国は、３ヵ国となり、ポリオ撲滅まであと少し、となっては
います。しかし、このあと少しから、完全に撲滅までは、まだ
まだ多くの資金が必要です。国際ロータリーは２０１８年まで
に撲滅をと目標に掲げ、資金の協力を呼び掛けています。
　私たちのクラブではこの呼びかけに賛同し、この取り組み
に協力するために、４０周年記念事業としてこのたびのチャ
リティーゴルフ大会を開催させていただきました。
　本日は、大勢の皆様に参加していただいたおかげで、当初
の目的を達成することができました。
　ゴルフ大会開催にあたり、嶋田担当部会長を中心に細部
にわたり準備をして頂いた会員の皆様と商品を提供してくだ
さった皆様に改めて感謝をいたします。
　最後に、皆様方のご健勝とご多幸をおいのりし、御礼の挨
拶とさせていただきます。



次回の例会は10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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊

　　　　　　　　住田 みゆき

出席報告

欠席者

出席率　100%

59名
0名

 　　　各会員

会員数

集合写真 会場風景

嶋田会員入り口にて

日暮会長　挨拶例会風景

会場風景例会風景
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四つのテスト

会報　第1844号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 田代　充 会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　みなさん　こんにちは。
　本日は３名のお客様をお迎えしてい
ます。東京ロータリークラブの小林公雄

様、柏東ロータリークラブの森和夫様、
そして２０１３－２０１４年度ロータリー
財団奨学生の才田恵理奈さんです。柏
西ロータリークラブにようこそお越しく
ださいました。
　先週金曜日の、創立４０周年記念ゴ
ルフ大会には、会員の皆様のご協力に
より、天候にも恵まれ、参加者も１５０
名と、盛大に開催することが出来まし
た。これゴルフを担当した嶋田さんを
中心に、入念に準備をしてくださった大
勢の会員の皆様のご努力による結果で
あると、改めて感謝申し上げます。
　ロータリーデーを絡ませたこともあっ
て、柏西ロータリークラブのＰＲにもな
りました。この時の収益金はポリオ撲
滅のための基金に寄付をさせていただ
きます。
　ゴルフ大会の後、いくつかの行事が
ありました。１８日（土）には、地区職業
奉仕委員会のセミナーが千葉東天紅で
開催され、榊職業奉仕委員長と私とで
参加してきました。テーブルディスカッ
ションの形でテーブルごとに職業奉仕

について意見の交換をしてまいりまし
た。
　同じく１８日（土）から１９日（日）の
二日間ライラセミナーが開催され、湯浅
千晶さんと住田みゆきさんが、金本さん
と湯浅さんの推薦で参加した４名の青
少年とともに参加していただきました。
お疲れ様でした。
　１９日（日）から２０日（月）の２日間
は、米山梅吉記念館訪問で、田代米山
委員長と奨学生のハン・ガンミンさんに
参加していただきました。後ほど卓話の
中で話を聞かせていただけると思いま
す。
　明後日、２６日（日）には、手賀沼マラ
ソンが有り、西クラブでは模擬店を出し
ます。担当委員会ではすっかり準備が
整っていると聞いています。是非多くの
会員の皆様に参加していただきたいと
思っていますので、よろしくお願いいた
します。

1875回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

1.地区2014年8月広島豪雨災害義援金受領の報告
義捐金額　3,608,167円

2.例会変更のお知らせ
松戸ＲＣ；10/29(水)は任意休会



　

　本日は、米山月間ということで卓話に出てまいりましたが、
ガバナー公式訪問において簡単に米山奨学委員会の活動に
ついて登壇いたしましたので、記憶に新しいかと思います。委
員長として会長の諮問金額達成まで、年間を通じて毎例会特
別寄付をお願いすることは非常にストレスを感じますので、本
日は15分間米山奨学生に関するＤＶＤをご覧になっていただ
き、日本のロータリーが生んだ日本独自の最大の奨学事業
を、また新たに考えていただき各会員のご判断に託したいと

思います。
　ＣＬＰを導入してクラブのプログラムの充実を願う現況下
で比較的若い委員長が特別寄付をお願いした時「もう充分、
寄付したからいいの、いいの」と断っておられたロータリアン
の言葉を耳にしたことがありました。奨学事業は毎年続いて
いきます。世界の平和を次世代に託したからであります。　
現在の進捗状況は諮問された金額の70パーセント強になり
ました、もうひと踏ん張りしてみようではありませんか。
　報告ですが、私がカウンセラーをし、会員の皆様にはネコ
さんワンちゃんコンビで親しまれた台湾のオウケイカ小姐が
10月18日実家のある北投で結婚披露宴を行いました。
おめでとうございます。

ロータリアン；湯浅千晶・住田みゆき
青少年；豊田遼太郎・永井清香・湯浅尚樹・湯浅知夏

現況下
分、
ン

卓話 米山記念奨学会委員長　田代　充

ＲＹＬＡセミナー 2014 年 10 月 18 日（土）～10 月 19 日（日）場所：インターナショナルガーデン成田

　　　　　　　　　　　　　　　　



手賀沼エコマラソン 2014 年 10 月 26 日（日）

ゲスト
才田　恵里奈様（奨学生）

ビジター
森　和夫様（柏東RC）
小林　公雄様（東京RC）

次回の例会は10月31日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

物品販売バナナ配布

2013-14 年ロータリー財団奨学生　才田　恵里奈様中村　靖会員　ロータリー財団寄付
ポール・ハリス・フェローの表彰

出席報告

欠席者

出席率　79.66%

59名
12名

江口、岡島、金子、後藤、小林（正）、齋藤、　　　　
渋谷、杉山、染谷、中嶋、中村（佳）、安田
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
チャリティーゴルフ協力ありがとう　　嶋田会員　　
(^^♪
チャリティーゴルフ遅刻しました
すみません　　　　　　　　　　　　　秋元会員　　

結婚記念日
助川会員
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四つのテスト

会報　第1845号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 金本 元章 会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　みなさん、こんにちは
10月最終の例会日となりました。いよい
よ、来週は柏西ロータリークラブ創立
40周年を迎え、記念式典と祝賀会がこ

のクレストホテル柏で執り行われます。
今まで、数か月に亘り準備をして頂きま
した実行委員会の皆様には、感謝の念
でいっぱいです。本日例会終了後、最
終の打ち合わせを行いますので、月末
の金曜日ということで、お忙しい殊とは
思いますが、よろしくお願いいたしま
す。創立から40年の歴史を思ったとき、
改めて歴代会長を中心に先輩諸氏の築
いてこられた、この柏西ロータリークラ
ブを大切に守り、更に継続発展を目指
していかなければと思っています。
　又、40周年には姉妹クラブの台中
港東南扶輪社から王会長を始め、会
員とご家族24名でお祝いに来てくだ
さいます。台中港東南扶輪社とは
1980年の締結以来34年の長きにわた
り交流を続けてまいりました。今年
も2月21日から23日に35周年記念式典
のお祝いに台中を訪問してまいりま
したが、いつも心のこもった歓迎を
受けています。そのお返しの意味も
込めておもてなしをしたいと思って
います。担当の金本さんには、先方
との連絡を含め、細部にわたり準備

をして頂き、本当に有り難うござい
ます。
　ここ一週間では、先週土曜日、鈴木
健吾さんのお見舞いに水野幹事と一緒
に行ってまいりました。松戸整形外科
に入院しているのですが、今年6月12
日・13日の勝田年度打ち上げ旅行で
の、ゴルフで肩の腱を痛めてしまい、そ
の治療としての手術を20日の月曜日に
行ったということでした。術後5日目で
したので笑顔も見せていましたが、最
初の3日間は痛くて本当に辛かったそう
です。
　26日の日曜日には、手賀沼マラソンで
バナナ1500本の無料配布や、模擬店で
のもつ煮込み、フランクフルト、ポップ
コーン、ソフトドリンクなどの販売を行
いました。西クラブののぼりとともに、
ロータリーデーののぼりも立て、ロータ
リーの活動紹介のＤＶＤも流し、揃い
のジャンバーを着て、ロータリークラブ
のＰＲをしてきました。結構目立ってい
たと思います。参加していただいた皆さ
ん、お疲れ様でした。

1876回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告

1、RI会長ゲイリーC.K.ホァンご夫妻をお迎えして
「ジャパン･ロータリーデーⅡin東京」開催のご案内
日時；2015年2月4日(水)14：00～
場所；ホテル　グランパシフィックLE DAIBA
登録料；一人17,000円

2.11月のロータリーレートは1ドル＝106円

3.ガバナーエレクト事務所開設のご案内
所在地；〒260-0042　千葉市中央区椿森3-1-1-301
TEL=043-307-2790　FAX=043-307-2791

4.地区ローターアクト合同会議の案内
日時；11月16日(日)14：00～
会場；習志野市大久保公民館3階集会室

幹事　水 野 晋 治



卓話 国際奉仕委員長　金本 元章





次回の例会は11月7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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

米山記念奨学会委員長　田代　充 

報告　鈴木　子郎 会員

出席報告

欠席者

出席率　84.75%

59名
9名

江口、太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、
杉山、染谷、富士川
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
髙田会員

地区奉仕プロジェクト委員　松本　ユミ 親睦活動委員長　秋元　慶一

創立 40 周年実行委員長　鈴木　子郎 

結婚記念日
安田会員、髙田会員

(^^♪
いろいろご心配かけました。
まだ完全復活ではありませんが、
日常生活は出来るようになりました＼(＾▽＾)／
中村佳弘　会員　
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会報　第1846号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長
1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長
1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

　柏西ロータリークラブ創立40周年記
念式典を挙行するにあたり、一言ご挨
拶申し上げます。
　本日は、ご多用の中を、国際ロータ
リー第2790地区ガバナー宇佐美透様、
松本憲事ガバナー補佐、丸田勝功補佐
幹事、そして第10分区の会長、幹事さん
をはじめ、大勢のロータリアン並びに関
係者の皆様に、ご列席頂きました。
　また、柏市長秋山浩保様をはじめ、
ご来賓の皆様にご臨席賜り、心より感
謝申し上げますとともに御礼申し上げま
す。
　さらに、遠路台湾から、姉妹クラブ
である台中港東南扶輪社の皆様には、
王（SPORTS）会長・陳(LACE)訪問団
団長を始め、大勢の会員とご家族でお
祝いに駆けつけてくださいました。心よ
り歓迎申し上げます。
　さて、柏西ロータリークラブは1975年

11月7日に柏ロータリークラブをスポン
サークラブとして、当時の岡野正雄ガバ
ナーと榎本赳特別代表のご指導の下に
創立総会を開催し、同年11月24日、国
際ロータリーへの加盟が承認され、25
名のチャーターメンバーでスタート致し
ました。以来歴代会長を中心として、先
輩会員の皆様が、クラブを発展させ、そ
の歴史を脈々と受け継いでこられまし
た。創立40周年の節目を迎え、改めて
先輩諸氏に敬意を表したいと存じま
す。ロータリーの奉仕を未来へと繋げ
ていくことが私たちに課せられた使命
であると、今ここで改めて心に刻みたい
と思います。
　本日の式典に先立ち、先月10月17日
に、記念事業として、ザ・ゴルフクラブ
竜ヶ崎においてチャリティーゴルフ大会
を開催いたしました。分区内の会員の
皆様をはじめ、多方面から多くの参加
を頂き、無事開催できましたことに、改
めて厚く御礼を申し上げます。本年度の
活動方針であるロータリーデーを絡ま
せて実施できましたことも、会員の皆様
が労を惜しまず、協力して頂いたからで
あると感謝申し上げます。この時の収
益金は「ポリオ撲滅のための基金」と、
震災孤児支援の「希望の風」に寄付を
させていただきます。
　台中港東南扶輪社とは1980年11月
24日に姉妹クラブとして交流が始まり、
来年2015年には締結35年となります。
この間相互訪問やプライベートな交流、
最近ではフェースブックなどのSNSを通
じて友情を深めてまいりました。今まで
何度も貴扶輪社を訪問致しましたが、
いつも心のこもったおもてなしをして頂

き、只々感謝の念でいっぱいです。この
ように永きに亘り交流を続けてまいりま
したが、締結に奔走してくださった、先
輩はもういません。故人となられた会員
や。新しく入会された会員などにより、
クラブも徐々に変わってきております。
そのような変化はありますが、両クラブ
の親善の絆を絶つことなく、益々深め
てまいりたいと願っています。交流を重
ねながら、互いに理解を深め、友好関
係をより確かなものにしていくことが、
ひいては世界平和の一助となるものと
信じています。
　本日は、ご来賓の皆様をはじめ、多く
の方のご臨席を頂きありがとうございま
した。皆様方の益々のご発展とご健勝
を心よりお祈りし、私の挨拶とさせてい
ただきます。

1877回夜間例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶
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次回の例会は11月14日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席報告

欠席者

出席率　100%

59名
0名

会員数

創立 40 周年記念歓迎晩餐会 2014 年 11 月 6 日（木）場所：麗宮飯店

　柏西ロータリークラブ創立40周年を迎え、明日１１月7日の
創立記念日に合わせ、記念式典並びに祝賀会を開催すること
となりました。柏西ロータリークラブは1975年の創立以来、
歴代会長を中心に、先輩会員の皆様が、ロータリーの掲げる
「奉仕の理想」を実践し、様 な々奉仕活動に取り組んでまい
りました。その教えを受け継いできたその結果、ここにめで
たく40周年を迎えることが出来ました。
　本日は私たちの記念式典に参加するために、遠路台湾か
ら大勢でお越しくださいました、台中港東南扶輪社の皆様と
ご家族の皆様に深く感謝申し上げますと共に心より歓迎申し
上げます。
　私たちは姉妹クラブの締結をしてから３４年の年月を重ね
てまいりました。この間、お互いにクラブを訪問したり、プラ
イベートなお付き合い、またフェースブックなどＳＮＳを利用し
てお互いの情報交換をしたりと、変わらぬ友情を保ってまい
りました。
　私は柏西ロータリークラブに入会して今年で16年です。従
いまして姉妹クラブの歴史の半分しか共有しておりません。
しかし、入会以来台湾へは10回ほど訪問いたしましたが、そ

のたびに心のこもった歓迎をして頂き、色々な史跡や景勝地
などに案内をして頂きました。おかげで楽しい思い出をたく
さん作ることが出来ました。私が幸いに思うことは、姉妹ク
ラブの締結にご尽力された、故染谷正三元会長と、故劉健止
元会長のお元気だったころに入会し、そのお人柄に触れるこ
とが出来たことです。2009年10月貴扶輪社との懇談会でクー
パーさんと染谷正三さんの意思を大切に受け継ぎたいという
ことをお互いに確認いたしました。私たちの国際交流は、互
いの文化や歴史の違いを理解し、そのうえで友情を深めてい
くという、国際親善、更には世界平和に貢献できる活動だと
思います。
　３５周年の記念に植えた、桜の木も西光院の庭ですくすく
と成長しています。私たちの友情もこの桜の木のように大きく
育てようではありませんか。
　最後になりましたが、元米山奨学生だった邱いーきさんに
は姉妹クラブの交流のたびに通訳をして頂いたり、両クラブ
の懸け橋として協力していただいております。ここで改めてお
礼を申し上げます。
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第2790地区

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

第1878回通常例会（2014.11.14）
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1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　湯浅  千晶 会員

1. 卓　　話　住田  みゆき 会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん、こんにちは
本日はR.Y.L.Aに参加して頂いた、湯浅
千晶会員のお嬢様で湯浅知夏さんにお
越しいただいております。柏西ロータ

リークラブへようこそ。R.Y.L.Aには金
本会員の会社からも参加しております
が、本日、金本さんは地区のロータリー
デーで担当委員長となっておりますの
で、本日の例会は欠席しています。知夏
さんには後ほど、湯浅さん・住田さんと
一緒にR.Y.L.Aに参加した感想を、お話
して頂きたいと思います。
　先週の柏西ロータリークラブ創立40
周年記念式典並びに祝賀会ご協力あり
がとうございました。お陰様で無事に
開催することが出来ました。鈴木子郎
実行委員長を始め、式典部会・祝賀会
部会(副実行委員長兼務)・記念事業
（ゴルフ）部会・記念誌部会・国際奉
仕(台中港東南扶輪社)部会・そして、そ
れぞれの部会を取りまとめ、予算の管
理まで見てくれた総務担当の水野幹
事、皆さん本当にお疲れ様でした。台
中からのお客様も、楽しかったとの言
葉を残して帰路につきました。今年度で
は、一番大きな行事でしたので、今は唯
ほっとしています。
　私はほっとしていますが、森市さんと
柳さんは、来年に向けて体制づくりをし

ていることと思いますがお察しいたしま
す。結構大変だと思います。今夜のパス
ト会長懇談会で次年度の体制につい
て、報告があると思いますが、7月から
の森市・柳年度はこの時期からスタート
しなければならないのですね。次年度
は姉妹クラブの締結35周年となります
ので、台中港東南扶輪社と、どのような
形で実施するのか、楽しみにしていま
す。
　月曜日に水野幹事と榊さんのお見舞
いに行ってきました。翌日には退院とい
うことで、とてもお元気でした。今週は
休みますが来週は例会に出てくるそう
です。
　話は前後しますが、今月はロータリー
財団月間となっています。鈴木桂三財
団委員長の熱心さもあって、西クラブで
は寄付金集めは順調のようですが、こ
れを奉仕活動に生かして使うことが出
来ていません。これからは、この財団の
資金を利用して有効な奉仕活動をして
いくために、皆さんで情報を集め、知恵
を出し合い、これを使わせて頂くことを
考えてみたいと思います。

1878回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告

1、サンパウロ(ブラジル)国際大会登録のご案内
日時；2015年6月6日(土)～９日(火)
登録締切；1回目　2014年12月15日登録料＄325
2回目　2015年3月31日登録料＄375
4月1日以降　登録料＄425　　　　　(詳細等事務局まで)

2.柏ロータリークラブ『新人研修会』の案内
日時；11月27日(木)18：30～20：00
会場；柏商工会議所会館4階　402・403会議室
講師；中村博亘パストガバナー
参加費；無料　(食事の用意無)

対象者；特に、入会5年未満の方

3.例会変更のお知らせ
柏RC；11/19(水)親睦旅行(舘山寺温泉)のため、移動例会
12/31(水)　任意休会

■11/21(金)【通常例会】
卓話＝岡島昭信　R財団基金委員長
塚本英夫　R財団ポリオ･プラス委員長

幹事　水 野 晋 治



卓話 10 月 18 日（土）～19 日（日）RYLA セミナー参加報告

　この度は、合宿に参加させていただきまして有難うござ
いました。高校３年生の息子は全く知らない人たちと、とて
も短期間で、親しくなれていい経験でした。と、言っていま
した。大学１年生の娘は年齢が違い、学生、社会人と環境
の違う人達が、会ったばかりなのに、協力して行かなけれ
ばいけない事が、他では出来ない初めての体験で、良
かったです。と、言っていました。

　私は、子供２人が、社会の中で過ごして行くのに力試し
になるのでは？と考え、参加しました。
しかし、私自身が、初対面の１１人と関係を築き、協力して
いく事に新しくパワーが必要だなぁ・・と感じました。
慣れた仲間、慣れた仕事に埋もれて、日々の忙しさに浸っ
て怠けている自分が居る事に気付きました。
これを期に、抱えている事、やりたい事を、ひとつづつ整
理して行こうと思います。
　子供たちの方が、初めての人達の中で、自分の居場所を
見つけて、無理なく上手に付き合っているようでした。
知らない方とツインの同室になります。私はビールで酔っ
払ってさっさと寝てしまいましたが・・・寝る時まで他人と
一緒で苦しいです。子供は、朝、ちゃんと起きて来てラジオ
体操をしていました。安心してほったらかしにしておけそう
です。
 参加している方達は、新入社員研修、学校の部活、先生
からの強制と、自発的でない参加がほとんどでしたが、全
員が良い人で、真面目に取り組み協力的でした。ロータ
リーに近い所に居る事自体、選ばれた人材なのではと
思いました。
　それにもまして、ライラの役員、リーダー、準備された
方々のご苦労が伺えます。大変な時間と労力を必要とした
事でしょう。仕事の片手間では出来ないと思います。感謝
するとともに尊敬します。
 有難うございました。

卓話 RYLA セミナー参加報告　場所：インターナショナルガーデンホテル成田

１０月１８日、１９日に成田で行われたRYLAセミナーに、
湯浅会員と湯浅会員のお子様２名と金本会員の会社の若
い社員２名の合計６名で、参加し、６名とも怪我もなく、無
事に帰って参りました。
　まずは、このような素晴らしい機会を与えて頂きました
ことを柏西ロータリークラブの皆様にお礼申し上げます。
第３８回のセミナーは、「信頼・検証への再挑戦」という
テーマで、歩行ラリーが行われました。初参加ですので、
「テーマ」をじっくり考えている余裕もなく、無事に歩ける
か？が心配でした。チームの足を引っ張らないように、１０
月に入ってからは、歩く練習から始めて、当日に備えまし
た。
　会場のインターナショナルガーデンホテル成田には、約
１００人の参加者が集まり、３８回の中で、一番参加者が

多いセミナーとなりました。
　日常生活では、そういうものだと思い込んで、行動して
いたり、考えたりすることが多々あります。また、日常の風
景で見落としていること、やってもらうのが、当たり前、そ
こにあるのが当たり前だと思い込んでいることなど、それ
らが、本当のことなのか？先入観を捨てて、改めて自分で
考える機会が、RYLAセミナーの内容だと私は思いまし
た。
　湯浅会員が、同じチームの高校生に「歩行ラリーのコマ
地図の最初を間違えてしまうとチェックポイントにたどり
付けないように、人生も最初の分岐点は、大切なんだよ」
とお話されたそうですが、本当に、その通りです。この歩
行ラリーは、人生の縮図でもあるのだと、自分の人生をし
みじみと顧みました。
　ロータリアンにとっても、大変、勉強になる１泊２日です
ので、一度、体験してみて下さい。皆様、ご存知のように、
どんなことでも、行動してみなければ解らないと思いま
す。RYLAセミナーは、語るものではなく、体験してこそだ
と思います。
　最後になりましたが、朝早くお見送りして下さった奉仕
プロジェクト委員会馬場委員長、青少年奉仕委員会杉山
委員長、一緒に参加して、運転をして下さった湯浅会員に
心から感謝致します。

　湯浅　千晶

住田　みゆき

参加青少年　湯浅　知夏様



RYLA セミナーに参加して

　まず、今回この研修に参加させて頂きありがとうござい
ます。当日は全く不安とか無かったのに、成田に近づくに
連れて段々緊張してきました。
　会場に着いて、席にて一人で、待っていたら、隣に来た男
の人に声を掛けられてやっと緊張が解けました。そのまま
ウォークラリーまで話していました。ウォークラリーでは違
う人とペアになり、また話せないでいました。道がこっち
で、合っているか聞かれても「そうじゃないですか？」とか
であんまり意見を言わないで初日のウォークラリーが終
わってしまいました。その後の反省会で他の人とも打ち解
けて食事の時に「今日どうだった？」とか「あそこ解っ
た？ 」などウォークラリー話で盛り上がりました。
　初日の結果は私のグループが全体で一位を獲り、みん
なで喜んでいました。次にみんなが言ったのは「明日も一
位を獲ろうな！」と言って更に対策を練りました。
　夜はゆっくり寝ようと思っていたけど、何故かみんなでト

ランプを夜中の12時位までずっと遊んでいました。そのせ
いで次の日の朝が起きられなくて、同じ部屋の人に起こし
てもらいました。
　二日目のウォークラリーは昨日と同じにならない様にと
思い、しっかり自分の意見を言っていきました。そうしたら
私のペアは全部のチェックポイントを通過して時間内に
ゴール出来ました。
　グループでの結果は二位でしたが、全員が頑張った結
果なのでみんなで喜んでいました。
　終わりが近づいてきて、思い返すと凄く短くて充実感の
ある二日間だったと思い、もう少しやりたいと思っていまし
た。
　今回の研修で自分の意見を言う事と、他の人の意見を聞
くこと、周りとの協調性の大切さを学びました。
　今回、研修に参加させて頂き、自分が成長出来て良
かったと思っています。

　初めに、今回、このような研修に参加させていただき、
ありがとうございました。
　出発当日は、豊田さんも一緒に行くとわかっていても、
とても不安でした。会場は成田で行い、年齢も出身も違う
10人1グループになりました。自己紹介もまともに
できなく、半日以上、私は無言でグループ活動に参加して
いました。
　午後から、“ウォークラリー”を行いました。グループの
中から、2人1組で、山の中のチェックポイントを目指すとい
うものでした。
　自分でもビックリするくらいに、「よろしくおねがいしま
す」 から、仲良くなるまで早いものでした。
　年齢を聞いたり、出身地、仕事は何をやっているのか、
次へ次へと、会話が出ました。
　チェックポイントを目指しているとき、他のグループの方
に会った時でも、「お疲れさまです」や「チェックポイント
わかりました？」と自ら声をかけていて、いつの間にか、不
安なんてありませんでした。

　タイムアップになり、会場へ戻って反省点、明日の目標を
発表しあったのですが、はじめとは別人かのように発表を
出来ました！
　昼食や夜食も、グループで誘い合って、「一緒に食べよ
う！」、「夜は何をして遊ぼうか」など、その日に会ったメン
バーとは思えないくらいに仲が深まっていました！
　次の日も、朝ーからラジオ体操をしました。「スッピン違
う」とジョーダンまで言い合えて、いつの間にか、もう少し
研修していたいと思っていました。
　すべての研修が終わり、サヨナラが近づいた時、グルー
プの中で「アドレス教えて」「写真撮ろう」「今度マルキン
行く！」と言われさみしい気持ちでした。
　研修を終えまして、感想は、とても良い経験になった事
と、やっぱり私は人と話したり協力したりすることが好きだ
と思い返せました。
　今では本当に言ってよかった、自分を良い方へ成長させ
てくれたロータリークラブ研修だったと思っています。

　マルキン松ヶ崎店　豊田　遼太郎

RYLA セミナーに参加して マルキン柏店　永井　清香



次回の例会は11月21日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

報告　鈴木　子郎 会員

出席報告

欠席者

出席率　81.36%

59名
11名

太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、
助川、染谷、中村（佳）、富士川、増谷
 　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
秋元会員、鈴木康之会員

本人誕生日
木村和俊会員、岡島会員

結婚記念日
田代充会員、湯浅会員、中嶋会員、水留会員、
中村靖会員、金子会員、飯合会員、小溝会員、
東海林会員
(^^♪
湯浅会員（ライラありがとうございました。）
日暮会長（40周年無事終了）　

ゲスト
湯浅　知夏様　（RYLA参加青少年）

11 月の行事予定

■12月 5日(金) 【通常例会】―　お祝い事・理事会（7）　―
卓話＝卓話3分間スピーチ

■12月12日(金) 【通常例会】
▪年次総会：2015－16年度理事・役員選出
（森市直樹会長エレクト）
▪第4回クラブ協議会：上期活動報告
（伍常任委員長）

■12月19日(金) 【通常例会】
卓話＝秋元慶一　慶一親睦活動委員長

■12月26日(金) 【任意休会】
―　年末　―

RYLA セミナー参加してきました。

柏西 RC ブレザー第 1 号を着用して
中村　博亘会員

お誕生日おめでとうございます。



開催　日時 会　長 日　暮　　　肇

開催　場所 幹　事 水　野　晋　治

理　　　事 出欠

○
□　18：00〜例会
□　18：30〜家族新年会

秋 元　慶 一 ○ □　招待者；名誉会員・財団奨学生・米山奨学生
□　ご案内；家族、元米山奨学生（会費3,000円）

□　お土産；名誉会員・パートナー 子供用ににお菓子を用意（小学生まで）
○ □　アトラクション　地元シンガー 予算 約10万円

全て承認
                                                                                  

×
②報告事項

□　2014ー15年度7月1日〜10月31日決算報告
□　10月26日『手賀沼エコマラソン』収支報告
□　鈴木健吾・榊隆夫会員入院の為、慶弔金支給規定によりお見舞
□　シュレッター19,606円・電子レンジ17,064

○ □　2015ー16年度ノミニーの件　金子正会員ににお願いします。
12月年次総会に誇る
全て承認

○ ③その他

　　　　□　12月19(金)18:30〜新入会員歓迎会（一茶庵にて）
松本 隆一郎 ○ □　次期地区委員長及び委員推薦の依頼が来ています。

×

　　
○

　　

柳          肇 ○ 　　

○ ●次回理事会　2014年12月5日（金）【例会終了後】

勝 田　健 一

金  子　　正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第5回　理事会資料　

2014年 11月 14日 例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①1月9日(金)『家族新年会』の件　　(資料)日 暮　　肇

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

地区金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

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

第1879回通常例会（2014.11.21）
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創立 19 5年11月 7日創 立 1975年11月 7日
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例会日／金曜日　12：30～
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100
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会報　第1848号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　岡島  昭信    会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん　こんにちは。
 衆議院が今日解散というニュースが、
今朝の新聞に掲載されていました。麻
生副総理の話として、「追い風なのか、
向かい風なのか、風が温かいのか、冷
たいのかわからない」と言ったというこ
とが書かれていました。私たちにとって
は、世の中の景気が良くなり、暮らしや
すい世の中になってほしい、と願うのみ
ですが、選挙の結果がどう出るのか、
気になるところであります。
　先週金曜日、次年度森市会長年度に
向けて、パスト会長懇談会がクレストホ
テル柏で開かれました。会長経験者の
皆さんから、色々ご意見を頂いたり、励
まされたりと、この時から実質的にス
タート致しました。森市さん、柳さん、
頑張ってください。
 又、同じ日に地区のロータリーデーが
あり、金本さんが担当だったと聞いてい
ますが、どのような様子だったのでしょ

うか。
 先週、報告しなかったのですが、台中
港東南扶輪社社長スポーツさんから、
柏西ロータリークラブ創立40周年のお
礼のメールが私宛に届いています。内
容は柏に滞在中、スカイツリーや築地
市場に連れて行ったことなど、気配りを
してもらい有り難うといったお礼と、今
度は台湾に是非来てくださいということ
と、最後に柏西ロータリークラブの会員
とご家族の皆様のご健勝を祈ります。
ということでした。
 私からも、スポーツ社長あてにお礼の
メールを送っておきました。
 本日は財団月間にちなんで、岡島さん
の卓話です。よろしくお願いいたしま
す。

1879回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告

1、クラブ奉仕プロジェクト(社会奉仕・国際奉仕)
   委員長会議のご案内
日時；2015年1月23日(金)13：00～16：00
場所；ホテルポートプラザちば

2.地区大会開催のご案内
日時；2015年2月21日(土)13：00～
大会本会議1日目(会長･幹事のみ)
17；30～RI会長代理晩餐会(登録料13,000円)
        2015年2月22日(日)9：45～大会本会議2日目
13：00～記念講演；鈴木宗男新党大地代表

3.受信　地域活動支援センターポコアポコ　多夢多夢通信27号
柏RC；11/19(水)親睦旅行(舘山寺温泉)のため、移動例会
12/31(水)　任意休会

■11/28【(金)通常例会】
卓話＝宇田川博司 新会員

幹事　水 野 晋 治



卓話 ロータリー財団について

 今月はロータリー財団月間ということで、この財団の生い   
立ちから話をします。
 1906年、国際ロータリーが創立されますが、それより11年
後の1917年に6代目R I 会長のアーチ・クランフ氏が『ロー
タリーが基金をつくり、全世界的な規模で慈善・教育・そ
の他・社会奉仕の分野で、何か良いことをしようではない
か』と国際大会で提唱し「ロータリー基金」を創設された
のであります。
 この新しく誕生した基金は26ドル50セントの寄付金から
始まったと言われています。
 この基金が1928年に『ロータリー財団』という名称に変
更されました。
 更に、財団の転換期になったのは1947年ロータリーの創
始者ポール・ハリスが亡くなられた時、国際ロータリーに
寄付金が相次いで寄せられるようになってポール・ハリス
記念基金を設け寄付を募ったのであります。そした処130
万ドル以上の寄付金が集まった。更に、1947年、最初の財
団プログラムが実現された。これが最初のロータリ一国際
親善奨学生だった。このプログラムはロータリーの理想を
掲げ、育むものだったので世界中のロータリアンの心をと
らえ、このプログラムを開発した時から財団は大きく発展
することとなった。
 尚、このロータリー財団は、財団の活動に寄付された方へ
感謝を示す為に1957年
に「ポール・ハリス・フエローの認証を開始しました。
 1000ドルを寄付すると「ポール・ハリス・フエロー」として
認証されることになっておりますが、その後ロータリー財
団は着実に発展していくことになります。
 以上、現在のロータリー財団がどういう歴史の上に発展し
てきたかという、その過程を少し述べさせて項きました。

次に、ロータリアンとして心得ておいて項きたい基本的な
事をいくつか申し上げます。
 我々はロータリー財団を一般的には、ロータリー財団と呼
んでいますが…
★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』ということです。
★ロータリー財団の使命⇒ロータリアンが人々の健康状態
を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通

じて、世界理解・親善・平和を達成できるようにすることで
す。
★ロータリー財団の標語⇒『世界でよいことをしよう
（Doing good in the wor1d）』
★奉仕活動と資金調達は、言わば車の両輪のような関係
である。
・人類は同じ人間として一つです。世界中の貧困や飢餓が
減少し、社会が向上し、世界が平和にならない限り、私達
の真の平和はありえません。
・私達のロータリー財団が地域社会や国際社会への奉仕
を更に強化増大していく為には奉仕活動の充実と資金面
の援助が大変重要になってくる訳です。
 そこでロータリー財団の目標を次に述べます。
【2014年～2015年度 ロータリー財団の目標】

1. ポリオを撲滅する（2018年迄に）今こそ目標を達成しょ
う
○ロータリーの重要プログラムである
ポリオにワクチンを世界中の子供に予防接種しようとす      
るプログラムです。
 尚、ポリオ・プラスというのは、ポリオと共にハシカ・ジフ
テリヤ・結核・百日咳・破傷風の五つをプラスして同時追放
を目的としています。
このプログラムを開始して以来99％もポリオが減少したと
いう大きな成果を上げている。

2.継続的な寄付を通じて、ロータリー独自かつ唯一の慈善
事業を支援する。
「毎年あなたも100ドルを」Every Rotarian, Every Eear 
という合言葉の下、年次プログラム基金への寄付は、7大
陸にある160以上の国や地減で行われている財団プログラ
ムの主要な資金源となっている。
アフリカの農村に井戸を掘ることから、ラテンアメリカの
子供たちに読み書きを教　　　えることまで、世界中の
ロータリアンは、懸命にボランティア活動に当たってる等
ロータリアンのプロジェクトの支援に活用されている。
○毎年100ドルを寄付した人は、自動的に「財団の友」会
員となります。
○1000ドル以上を寄付した人はポール・ハリス・ソサエティ
（PHS）となります。

3.接続可能な教育的・人道的プロジェクトに参加すること
で、新しい補助金プログラムの発展を確かなものにしてい
る。

4.ロータリ一平和センター・プログラムの推進と広報を通じ
て世界理解、親善、平和を育む。

5.ロータリー財団の未来の健全性は自分たちにかかって

　岡島　昭信

岡島昭信　R 財団基金委員長



次回の例会は11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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席報告

欠席者

出席率　77.97%

ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）、小溝、
渋谷、杉山、助川、染谷、中村（佳）、富士川、
松本（隆）、水留　　　　　　　　　各会員

会員数

ゲスト
ハン　ガンミン様　（米山奨学生）

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
太田会員

(^^♪
お見舞いありがとうございました。
無事退院しました。
榊会員ヾ(●⌒∇⌒●)ﾉ 　

いることを強調している。

以上、ロータリー財団の目標としている処を述べさせて項
いた訳ですが、【国際ロータリーのロータリー財団】として
は日本国内は勿論、グローバルな視点で大きな実績を上
げてきている。
世界の人道奉仕団体の上位10傑となり、財団創立100周
年には10億ドル恒久基金の構築を目指しており、エンド
ゲーム戦略でもゲイツ財団＋the Rotary Foundationの
パートナーシップで約525億ドル規模、そして2013年～
2017年の5年間でポリオゼロを達成しようとしているので
あります。そのような中で世界理解、親善、世界平和の達
成に向けて着実にその歩みを進めている訳であります。
 皆様方には、ロータリー財団を、ご理解項きまして、是非と
もご協カを賜りたいと願っている処でございます。ロータ
リー財団は、世界中のロータリアンの献身的な奉仕があっ
てこそ何百万人という人々の生活に好ましい変化をもたら
しているのでありまして、ロータリー財団はいわば、ロータ
リーを前進させるエンジンであります。
このエンジンがあるからこそ、社会をより良くする為の奉
仕活動が前進できるのであります。しかし、エンジンは、そ
れを動かす燃料が必要となってまいります。 それは、何か
といいますと資金（寄付金）であります。
より良い世界を築いていこうというビジョンを共有する支
援者からの自発的な寄付によって財団は支えられていま
す。
ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、寄付でありま
す。
ロータリアンの精神にたちかえって
「毎年あなたも100ドルを」 Every Rotarian, Every 
Eear 毎年100ドルを寄付した人は、自動的に「財団の友」
会員となり。
1000ドル以上の方はポール・ハリス・フエロー（財団表彰） 

最後に財団への寄付についてですが

1.年次寄付（税制上の優遇措置をうけられます）
年次寄付は、寄付の基盤であり、この寄付は使い道を指
定することなく、ロータリー財団に寄付するもので、3年後
に全額使われます。
年次寄付は、50%が国際財団活同資金(WF）として、財団
の管理の下に、あとの50%が地区財団活動資金（DDF）と
して、地区の裁量の下に使用されていきます。
2.恒久基金寄付（税制上の優遇措置をうけられます）
最低限度のプログラム活動を継続し、将来の新プログラム
又はプログラムの拡張を容易にする為に、寄付金は使用
せず基金として積み立てておくものです。
収益のみが3年後に使用されます。
恒久基金に1000ドルを寄付した人はベネファクターの認
証を受けます。
3.使途指定寄付
あらかじめ使い道を決めて金額を問わず、財団プログラム
を指定して寄付するものです。（地区のシェア・システムの
対象とならない）ポリオ・プラスがその代表的例で
す。
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会報　第1849号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　宇田川 博司  会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん　こんにちは。
　今日で11月最後の例会となり、私の
任期も残り7ヵ月となりました。振り返っ
てみますと、時間は本当に早く過ぎ去る
ものだと感じています。
　そこで、各委員会が活動計画書で述
べている事柄について、下半期にどのよ
うに実施していくのか、是非委員会を開
いて頂き、具体化して頂きたいと思いま
す。
　既に実施済みのものは除き、これか
らの計画で上げている中で、職場の見
学会を実施し、職業奉仕の具体的実践
例を学ぶとともに、会員自身が自身の職
場でどう適用するか考える機会を作る
と職業奉仕委員会の活動計画で書かれ
ています。過去に会員の職場を見学し
たことがありました。姉妹クラブの締結
時会長だった故染谷正三さんの「東京
フェライト」と現在退会されている藤本
さんの「藤本金属」の 2 社を訪問したの

を思い出します。会員の頑張っている姿
を見させて頂き、自分にとってとても励
になった記憶があります。
　その他、街頭献血への協力。大堀川
の清掃、ゴミ拾いを兼ねた親睦会の実
施。老人ホーム・幼稚園への訪問。
等々、その他には、会員拡大や広報活動
など色 あ々ります。
　又、分区ではⅠ・M、合同例会。地区
の地区大会への参加などがこれからあ
ります。
　ロータリーは例会が基本だといわれ
ています。例会に出席することは、義務
ではなく、それは会員の権利だと考えて
頂き、100％出席を目指してほしいと思
います。出席を重ねることで、親しい友
達が増えれば、例会に出席すること自
体が楽しいものになるはずです。

1880回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

幹事報告

1.12月のロータリーレートは1ドル=112円

2.柏青年会議所2015年度　新年例会開催のご案内
日時；2015年1月19日(月)　19：00～
会場；ザ・クレストホテル柏

3.柏東ロータリークラブより”クリスマス家族例会”のご招待
日時；2014年12月23日(火・祝日)　18：00～
会場；ザ・クレストホテル柏

幹事　水 野 晋 治



卓話 

　皆さん、こんにちは本年6月に入会しました宇田川博司
です。ヒロシとよく間違えられますが、ヒロジですのでよろ
しくお願いします。
　さて、今日は卓話ということですが初めての事なので、
自分自身の事を話していきたいと思います。大変つまらな
い話になりますが15分程お付き合い下さい。また、内容に
ついては何でもいいと、増谷会員から言われましたので責
任は彼にあります。（始めに、現在ですが妻と、娘が三
人、次女は結婚して娘がいます、三歳になりますが、孫は
本当に可愛いですね。
　続きまして、趣味は下手なゴルフとテレピで見る外国映
画と国産AV位でしょうか、好きな男優はジェイソンスティ
サム他、女優は松本まりな、北条マキです。好きな色ブル
ーです。尊敬する人はミハエル・シューマッハ、好きな人は
とか申し上げてると時聞が無くなりますのでこの辺にして
おきます。）
　さて、生い立ちですが昭和29年9月8日、柏の巻石堂で生
まれ柏を離れず60年になります。柏市制と同じですね。く
るみ幼稚園、柏第一小学校、柏中を卒業しました。小学生
のころは体操部だったような気がします。不得意なのは音
楽と球技でした。歌は唄えなくて楽器は使えないので音
楽は今でも大嫌いです。それってカラオケとゴルフの事っ
て笑われますね。中学の思い出はありません。プラモデル
作りと勉強だけです。
　高校は、父が自分の母校である東葛高校に入れとの事
だったので、何とか努力の甲斐があって入学できました。
ここで、生まれ変わりました。今風に言うと高校デビュー
ですね。（自主性に任せる学校でしたので、勉強は半分で
あとはよく遊びました。といっても高校生らしく健全にで
す）理科部航空斑に入り自動二輪の免許を取ってオフロー
ドタイプのバイクに乗り、夜は少林寺拳法の道院にも通っ
ていました。なんと奇遇でここに在籍の中村会員のお父さ
んと一緒だった様です。とにかく毎日とても楽しかったで
す。
　今度は大学ですが、（三年の11月頃でしたが担任と進
路の相談をしたら、宇田川君は国立は遥か彼方、早稲田
か慶応も今からじゃ絶対無理って言われましたので、（え
一、もっと早く言ってよ）って思いましたが仕方ありませ
ん。一念発起して睡眠は4時間、毎日わら半紙100枚使って

猛勉強をしました。2～3か月で受験戦争に勝とうとは、非
常に図 し々い話ですが、）いくつか受かりましたので、その
中で明治大学に決めました。
　東京の新宿まで通学するようになって、東京の女性が皆
きれいで、びっくり、又視界が広くなったように思いまし
た。女性はともかく、今度は車の楽しさに夢中になりまし
た。（高校の同級生が中央大学の自動車部にいましたの
で、その友人と山道を走るラリーという自動車競技に夢中
になっていきました。ライセンスをとりイベントに出るように
なっていきました。そのうち国内B級からA級ライセンスに
なりました。この頃は毎週土曜日は夜から明け方まで林道
で練習と車のテストです。操縦の醍醐味は一言で表すと、
スロットルでマシンを操ることです。）
　30歳で辞めるまで約10年間で、圏内最高峰の全日本ラ
リー選手権シリーズにも参戦できました。また、ラリー中や
練習中に崖から転落、川への落下は各2回ずつ、コーナー
での横転は3回位あったように覚えています。話より映像を
観て下さい。
　今回、このような機会を頂けなければこのVTRはなくな
っていたと思います。
　私の青春の思い出として、さらに人生の頂点をDVD映
像に残せました。また、家内と娘にも見てもらう事ができま
した。（余り感激は無いようでした）
　この映像は1981年、82年、83年のビデオテープです。
やっと編集コピ－しました。
　何せ30年以上の古いテープのダビングですから移りが
悪いです。
　国内のラリーは通常ナイトラリーですが、千葉県だけは
昼間道路使用許可が出ますので、デーラリーが開催されて
いました。この頃の車は、車両規定でエンジンは完全ノー
マルです。但し、それ以外の足回りやミッション、シートや
ハンドルなどは市販車とは別物に変更されています。
　上級シード組なのでゼッケン4です。千葉県の中級者向
けのシリーズ戦だったと思います。スポット参戦で借り物
の71です、強化クラッチの試作品がついていました。転倒
シーンは後のほうの中級者ですね。
　今のようにぺ－スノートはありません。よく走れたと思い
ます。
　次はジェミニの1800ツインカムですね。とにかく足回り
の素性が最悪です。
　エンジンパワーがカタログ上71より上なだけです。
　全日本に行くと一回のラリーでタイヤ2セットですが、こ
の程度の走りだと4本で間に合います。
 見ていると、昨日のように思い出されます。お付き合いあ
りがとうございました。
　　　　　　

宇田川 博司

宇田川 博司  会員



次回の例会は12月5日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　69.49%

59名
18名

出席報告

欠席者

秋元、浅野、太田、金子、ゲイビ、後藤、小林（太）
小林（正）、渋谷、杉山、染谷、中嶋、中村（佳）
冨士川、丸山、水留、宮城、湯浅　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

結婚記念日
金本会員

柏功労賞をいただきました。　川和会員
　　　　　　〃　　　　　    飯合会員
　　　　　　〃　　　　　    馬場会員
  　（地区ロータリーデーを無事に開催できました。）
ライラセミナー社員がお世話になりました。
　　　　　　　　　　　　    金本会員
  　

地区奉仕プロジェクト委員　松本 ユミ国際奉仕委員長　金本 元章

委員会報告
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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1881回通常例会（2014.12.05）
■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/2014/
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
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柏西ロータリークラブ

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

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

四つのテスト

会報　第1850号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 3 分間スピーチ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん、こんにちは
　本日は 3 名のお客様をお迎えしてい
ます。渡辺貴之さま、井口裕功さま、米
山奨学生のハン・ガンミンさん、柏西ロ
ータリークラブへ、ようこそお越しくださ

いました。
　12 月に入った途端、気温も急に下が
ってきて、本格的に冬に突入したようで
す。
　昨日の晩、40 周年のお疲れ様会と称
して、柳会員のお店で、台中東南扶輪社
との通訳をして頂いた邱さん達も交え
て実施しました。参加者が少なくちょっ
とさみしい感じでしたが、周年行事の
最後の締めくくりとして、次に繋がる様
な意見も出て、それなりに有意義なひと
時でした。
　チャリティーゴルフ大会では、商品提
供をして頂いたことだけの紹介でした
が、ここで改めてお名前をご披露いたし
ます。お陰様で参加された皆様に喜ん
でいただくことが出来ました。有り難う
ございました。
　40 周年チャリティーゴルフ協賛会員
　協賛金提供：鈴木子郎　日暮肇　
水野晋治
　商品提供：飯合幸夫　榊隆夫　鈴
木桂三　嶋田英明　森市直樹　升谷
庸　中村佳弘　馬場弘　金子正　( 敬
称略 )
　来年の家族新年例会では、アトラク

ションに柏出身の、ブァイオリン奏者、
竜馬さんに出演をお願いしています。プ
ロフィールを紹介します。
　竜馬さんは、20 歳よりプロ活動を始
め、今までに 250 本以上の映画、テレビ
ドラマ・CM などのレコーディング、バ
ック演奏、劇団四季や宮本亜門などミュ
ージカルでの演奏を行っています。
　又、「海猿 2」「ゲド戦記」「西遊記」「
天地人」、劇団四季「李香蘭」、牧原啓之
全国ツアー、平原綾香、さだまさし、森
山直太朗、森山良子等のバック演奏、フ
ジテレビドラマ「のだめカンタービレ」出
演などで活躍してきました。
　柏でも、柏市場まつりや商工会議所
のイベントで演奏するなど、色々なとこ
ろに出演しています。
　家族新年例会には、是非パートナー
をお誘いして頂き、賑やかに楽しい雰
囲気で、後半に向かいたいと思います
ので、多数の出席をよろしくお願いいた
します。

1881回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.柏商工会議所新年賀詞交歓会の案内
　　　　日時；平成２７年１月６日(火)16：00～
場所；Wedding Court ナプシャルズ南柏(流山市前ヶ崎717)
会費；5,000円

2.柏青年会議所2015年度　新年
日時；2015年1月１９日(月)　19：00～
会場；ザ・クレストホテル柏

3.例会変更のお知らせ
松戸RC；12/17(水)クリスマス家族移動例会
 12/24・31(水)任意休会
松戸西RC；12/17(水)クリスマス家族例会
 12/24(水)夜間移動例会
 12/31(水)任意休会
松戸中央RC；12/18(木)クリスマス家族例会
 12/25(木)任意休会
我孫子RC；12/30(火)任意休会
 1/6(火)新年夜間例会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話 3 分間スピーチ 

　結婚して５０年、無事に金婚式を迎えることが出来まし
た。年末の慌しい時期１２月に結婚したことについての理
由は、季節の良い１０月に結婚予定でしたが、直前の９月
東京オリンピックを見ていた時に、身内が倒れ、亡くなると
いう不幸があり、予定を変更しました。
　５０年前に、妻とボリショイ・バレエを観に行ったことを
妻が覚えていて、今年もちょうど、ボリショイ・バレエ団が
来日しておりましたので、先日、５０周年の記念に妻と行っ
て参りました。

古田　穰治  会員

　１９９４年から１９９６年に文化交流使節団として、１２
名の若者と共に、２回オーストラリアの各ロータリークラブ
を訪問しました。
　今日、着ている赤いジャケットは、２回目の使節団の時
に作った思い出のジャケットです。
　訪問した各ロータリークラブでは、様々な歓待を受けま
した。プレゼントもいろいろ頂きましたが、頂いたバッジ
は、この赤いジャケットに付けて、成田までは着用していま
した。さすがに、成田空港に着いたときには、この真っ赤
なジャケットを脱いだことも思い出の一つです。
　また、自宅に「４つのテスト」のプレートを始め柏西ロー
タリークラブからの預かり物があります。必要な方は、事
務局にご連絡下さい。

中村　博亘  会員

　京都での同窓会に出席しているときに突然目が見えなく
なり、やっとの思いで自宅に帰ると、女房におとなしくして
ないからだと叱られました。
　会報などを見ても真っ白にしか見えず、こんな状態にな
ってしまったのであれば、すべて辞めてしまおうかとまで
考えてしまいました。
　しかし眼科で診察してもらったら硝子体を剥がせば見
えるようになると言われ、手術をしました。目に注射をする
のは痛くないといいますが、それは嘘です。
　手術をしたことによって、新品のカラーテレビを観てい
るように綺麗に見えるようになりました。
　ありがとうございました。

中村　佳弘  会員

　１０月７日の例会を最後に、肩の手術をすることになり
休んでいました。やっとよくなり出席ができました。
　実は、肩の腱を痛めたのは６月１２日のロ―タリ－のコン
ペで、飛ばし屋の嶋田会員達と一緒の組になり力が入り無
理した為です。
　最初は１か月くらいのリハビリで治ることもあるという事
で、リハビリに通いましたが、一向に良くならず、再度検査
したところ腱が切れているとの事で入院、手術という事に
なりました。３週間入院しましたが、術後の５日間は夜も
眠れないほど痛い思いをしました。
　麻酔や座薬を処方されても全然訊かず、手術をしなけ
ればよかったと思ったほどです。
　しかしながら、これに懲りず来年は又ゴルフをして行き
たいと思っていますので、よろしくお願いします。

鈴木　健吾  会員



次回の例会は12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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　79.66%

59名
12名

出席報告

欠席者

浅野、金子、ゲイビ、後藤、小林（太）小林（正）
渋谷、杉山、助川、染谷、冨士川、宮城、
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
松本会員、湯浅会員、中村（靖）会員、
鈴木（子）会員、勝田会員

パートナー誕生日 
馬場会員、中村（佳）会員、東海林会員、江口会員
  　

結婚記念日 
古田会員（50周年）
  　

ハン　ガンミン様　（米山奨学生）

ゲスト

渡辺　貴之様　

井口　裕功様

ハン　ガンミン様(^^♪
長男が明日結婚します。

 升谷会員　

お見舞いありがとうございました(●⌒∇⌒●)
お陰さま様で退院できました。

 鈴木（健）会員　
40周年打ち上げありがとう。

 柳会員　

手術して目が見える様になりました。
 中村（佳）会員　

お誕生日おめでとうございます



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○
□ 役員；森市直樹(会長)・柳肇(幹事)・馬場弘(会長エレクト)

日暮肇(直前会長)・宮城和彦(会計)・鈴木健吾(SAA)
秋 元�慶 一 ○ □ 理事；森市直樹(会長)・日暮肇(直前会長)・馬場弘(会長エレクト)

柳肇(幹事)・鈴木健吾（SAA)・水留茂之(副幹事･親睦委員長)
����� � 金子正(会長ノミニー)・榊隆夫(ガバナー補佐)

× 鈴木桂三(ガバナー補佐幹事)・飯合幸夫(16代会長)
榎本洋史(23代会長)・金本元章(35代会長)・中村佳弘(36代会長)

                                                                                  ������������������以上13名
×

②2015〜2016年度�委員会組織表(案)の件
小委員長が増えている点。細則の委員会名も変更しなければならない。

× 1月中を目処に臨時理事会、総会を開催する事。

○ ③規定審議会に対する郵便投票の件
会長、幹事に一任とする。

○
④報告事項

□�2014-15年度7月1日〜11月30日決算報告
○

□�『創立40周年記念式典並びに祝賀会』収支報告
残金599,343円は全て一般会計に戻す。

松本 隆一郎 ○ 年度終わりに基金に戻す。

○
□�新年例会のアトラクション費用が10万円から13万円に上がりました。
2次会は西口安田ビルカラオケワンになります。

○

柳          肇 ○

○

⑤その他

承認

承認
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2014年�12月 5日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①2015-2016年度�役員・理事選出(案)の件��

水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

日 暮��肇

勝 田�健 一

金  子��正

金 本�元 章

鈴 木�桂 三

嶋 田�英 明
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1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 
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1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん、こんにちは。
　ここ数日、ノーベル物理学賞を 3 人の
日本人研究者が受賞したというニュース
で盛り上がっています。なかなか実現出
来なかった、青色のＬＥＤを作り出すこと
に成功した功績に対しての受賞でした。
難しいことは解りませんけど、同じ日本人
としてとても誇らしくおもいます。
　本日はこの後、年次総会と、第 3回の
クラブ協議会が開催されます。年次総会
では森市会長エレクトより、次年度の役員
と理事について、提案があり、承認され
れば、そのメンバーが中心となって次年
度のクラブ運営が行われることになりま
す。森市さんよろしくお願いいたします。
　又、クラブ協議会では五つの常任委員
長さんから、上半期の活動内容について、
報告をして頂きます。

　年度の、上半期を終わろうとしている
今、ロータリーとは何なのだろうかという
ことを、今一度確認してみようと思いま
す。私が会長に就任する前、クラブ会長
要覧という冊子を頂きました。この中に
「ロータリーの重要なメッセージ」という
ページがありました。内容を紹介させて
いただきます。
　ロータリーは、国際的な人道奉仕団体
です。
・ロータリーの会員は、200 以上の国と地
域の人々の生活を改善するため、専門知
識、情熱、力を注ぐ、ビジネスや専門職の
リーダー達です。
・ロータリーは、地域社会をより良くした
いと願う人々から成る 34,000 のクラブの
世界的ネットワークです。
・ロータリーの成功は、ロータリーを通じ
てより良い生活を送ることができるように
なった何百万人という人々によって実証
されています。
　ロータリーの最優先目標は、全世界で
ポリオを撲滅することです。
・ロータリーは世界保健機構（ＷＨＯ）、
政府と、ユニセフ、ビル・アンド・メリン
ダ・ゲイツ財団、各国政府と協力して、ポ
リオ撲滅活動に力を注いできました。
1985 年以来、ポリオ感染数は 99％減少
しており、撲滅が実現すれば、ポリオは、
天然痘に続き、世界から根絶された２番
目の病となります。
・ロータリアンは、122ヵ国の 20 億人以
上の子供たちに予防接種を提供するた
め、10 億ドル以上の資金と多くのボラン
ティア労力を費やしてきました。
・ロータリーは、ビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団から寄せられた 3 億 5,500 万
ドルのチャレンジ補助金に応えて、目標
額の 2 億ドルを集めることに成功しまし

た。
ロータリーは、世界が今日直面している、
大きな人道的問題の最前線で活躍してい
ます。
・母子の健康、水と衛生、識字率向上、疾
病予防と治療などの人道的課題は、いず
れもロータリーの重点分野です。
・明確な目的を掲げ、ビジネスモデルとな
るロータリーと協力して、重要な人道的
課題に取り組みたいと望む団体が数多く
あります。
ロータリーは、人々に投資し、持続的な経
済成長を可能にします。
・ロータリーは、地域に根ざして活動する
起業家を応援し、安定的な仕事に就ける
よう若者や女性を支援します。
・ロータリーは、地域社会が自らの力で
持続的な経済成長を実現していけるよう
支援します。
・ロータリー・クラブ、教育や青少年の
活動を通じて平和と国際理解を築きま
す。
・ロータリー平和センター・プログラムは、
世界に 7 つある平和センターで、平和研
究の分野における修士号または終了証
を取得する機会を、毎年 110 人以上の
人々に提供しています。
・今日、600人以上の元平和フェローが、
世界各地の政府や組織で、重要な決定を
行う役割を担っています。
・ロータリーの青少年交換プログラムで
は、国際親善を促進するため、海外留学
の機会を毎年、115ヵ国、8,500人の高校
生に提供しています。

以上、クラブ会長要覧の、クラブとロータ
リーに対する認識をたかめるという項目
に出ていた内容です。

1882回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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



2015-2016 年度年次総会

柏西ロータリークラブ
2015～2016 年度役員・理事予定者

以上役員 6名・理事 13 名

2014.12.12 年次総会資料

1.奨学生及びカウンセラー報告会・新年懇談会の案内
日時；平成２７年１月11日(日)16：00～18：30
場所；千葉スカイウィドウズ　東天紅
会費；5,000円

2.米山奨学事業への寄付に対し感謝状の贈呈
鈴木桂三会員　米山功労者(第3回マルチプル)

3.柏市消防出初式の案内
日時；2015年1月11日(日)　10：00～13：30
会場；柏市大山台2-3　モラージュ柏　隔地駐車場

4.例会変更のお知らせ
柏東RC；12/18(木)は12/23(祝･火)クリスマス家族例会
12/25・1/1(木)任意休会
1/8(木)は新年例会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

森市　直樹

柳　　肇

馬場　弘

日暮　肇

宮城　和彦

鈴木　健吾

会長

幹事

会長エレクト

直前会長

会計

S,A,A

役 員 理 事

森市　直樹

日暮　肇

馬場　弘

柳　　肇

鈴木　健吾

水留　茂之

金子　正

榊　　隆夫

鈴木　桂三

飯合　幸夫

榎本　洋史

金本　元章

中村　佳弘

会長

直前会長（副会長）

会長エレクト

幹事

会場監督

副幹事・親睦

会長ノミニー

ガバナー補佐

ガバナー補佐幹事

16 代会長

23 代会長

35 代会長

36 代会長



第 3 回クラブ協議会

奉仕プロジェクト委員会上期活動報告 
 奉仕プロジェクト委員長　馬場 弘

　上期は、とても忙しい上期でした、４０周年記念式典準

備委員にも加わり、数え切れないほどの打ち合わせ、台中

港の皆様のおもてなし、忙しい上期でした。

　７月からスタートし柏祭りに始まり、おもちゃ２００セッ

トの配布、ポリオ撲滅パンフレット配布８月奉仕セミナー

で千葉市まで参加し、９月人間尊重委員会では、やわた苑

様へ、会員様から頂いたタオルを持参し、慰問を行い大変

喜ばれました。１０月手賀沼エコマラソンでの、模擬店沢

山の方にお手伝いして頂き。、ロータリーデーの良い見本

になったと感じております。

　又、会長様のご厚意によりお揃いのウィンドブレーカー

の政策補助を頂き、エコマラソンで着用し、バナナ配りを

皆さんで頑張りました。

　又、ライラセミナー、当クラブ会員様から２名と家族２名

　会員様社員２名の６名の参加様。ライラセミナー始まっ

て以来の多数の参加と認識しております。

　ライラセミナー参加者様の卓話を頂き、皆様が感動を感

じた事は言うまでもありません。

　ご苦労様でした。

　１１月、いよいよ４０周年記念式典、台中港の皆様と、ス

カイツリー、築地、を散策し、いよいよ式典一部、二部と、

皆様のご協力のもと無事にフィナーレを迎える事が出来ま

した。

　失敗もあったと事と思いますが、無事に終了出来た事に

感謝したいと思います。

　反省会も行い、今後の式典の参考になればよいのかと

思います。

　これもひとえに会員の皆様のお力添えがあったからこ

そ出来る活動です。

　下期の奉仕活動にもお力を貸して頂きたく上期の活動

報告といたします。

皆様ありがとうございました。

職業奉仕委員長　榊 隆夫

　職業奉仕委員会の上期のど報告をいたしま寸。10月が

職業奉仕月間でしたが、ガバナー公式訪問、創立40周年

チャリティゴルフと行事が多く特に職業奉仕委員会として

の活動はありませんでした。

　また、翌月の40周年記念式典等、上期はクラブとして行

事が多く、職業奉仕委員会の活動は下期に集中したいと

考えておりました。

　下期に、新しい角度からの職場訪問を実施したい考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員長　嶋田 英明

　上期は上期は40周年事業に協力し、大部分の時間が取

られてしまいましたが、それでも7月27日（日）柏祭では、お

もちゃ200セットの配布とポリオの撲滅PR運動を25名強

のメンバーで活動させていただきました。

　又、8月10日（日）には社会奉仕セミナーに参加しまし

た。　

　9月、10月は40周年事業協力で一杯でした。各クラブへ

のチャリティーゴルフお願いや、周年のPRで10分を回わろ

させていただきました。

　しかし、10月26日（日）手賀沼マラソンでロータリーデー

と題して、出店やRC活動のPRを行い、良い汗を流させて

頂きました。   



青少年奉仕副委員長　杉山 智

　本来ですと染谷委員長がご報告させて頂くのですが、
今回欠席ですので代理で今期的活動をご報告させて頂き
ます。
　青少年泰仕委員会では地区RYLAに4名の若者と2名の
メンバーを送り出しました。
　特にお忙しい中自主的に参加なさったおニ人のメンバー
はロータリー精神を体現なさった方として尊敬に値するこ
とと思います。
　もうひとつの柱である口一ターアクトについては委員会
としての活動は出来なかった事を反省いたします。
　その他の活動ですが馬場奉仕委員長の年間計聞に沿
って奉仕を通じて人々の生活の質の向上をさせる方法を見
出し教育的、人道的ブ口ジェクトの立案と実施をいたしま
した。具体的には本年度も柏の葉競技場で行われた
NEC、柏ラグビースクール、柏市私立幼稚園協会と実施し
た親子ラグピ一体験。柏市、市内全幼稚園、保育園と行っ
た運動遊び60分などのイベントに染谷委員長と一緒に積
極的に参加をしました。ただ、後援等の手続を経ていませ
んので柏西ロータリークラブの公式な活動にはなっていま
せん。次年度以降の課題と思います。
　私事になりますが、高校、小学校教員、高校生、中学
生、小学生の職場体験の受け皿をここの8月から12月の聞
に行いました。また、商校生のボランティア活動の受け入
れ先となる計画も進めています。この個別の活動を柏西
ロータリークラブとして他種多様な職業人の集団の力とし
て、より探く高い奉仕に離がるように計画することが求め
られていると今、考えています。会員皆様のご協力を下半
期にもよろしくお願いします。

　良い行いの後の美酒は沢山の皆様今年度にも味わって
頂きたく思いました。
　今年度最大の行事の11月7日（金）は40周年式典で、目
一杯頑張らさせて頂きました。台湾の皆様にも喜んで頂
き、私も肩の荷が降りました。
　前期の皆様の協力を後期にもお願い申し上げまして活
動報告とさせて頂きます。
　委員と会員に感謝致します。

　こんにちは。
　ロータリー財団委員会の鈴木です。上期の活動報告を
させて頂きます。
 上期の一番の成果は、ポールハリスソサエティー（P・H・
S）に6名の会員が参加して頂いたことです。
　P・H・Sは2013年7月1日よりロータリーの公式認証プロ
グラムになりました。P・H・S会員は毎年年次基金や使途
指定寄付を1000$以上することを約束した方です。
　この結果今後ロータリー財団へ安定した支援ができる
ことになります。
　又、上期の年次基金、恒久基金への寄付は580 0$
（597200円）ポリオプラスへの寄付はチャリティーゴルフ
の50万円を含みまして6967$（729500円）でした。

ロータリー財団委員長　鈴木 桂三

国際奉仕委員長　金本 元章

　お陰さまをもちまして無事に、当クラブの創立40周年記
念式典並び祝賀会及び歓迎晩餐会、観光案内等に台中港
東南クラブの会員及び家族の方々をお迎えする事が出来ま
した。スポーツ会長をはじめ、会員の皆様に大変喜ばれ、
24名の訪問団の皆様には良い思いでになったと思いま
す。　
　これも、ひとえに会員の皆様に御礼申し上げます。

　ありがとうございました。　

会員増強委員会上期活動報告
会員増強委員長　金子 正

　上半期の活動報告ですが、上半期は、本年度最大のイ
ベントの創立40周年の行事があり、その行事までにはどう
にか1人増強したいと思切っておりましたが、できませんで
した。
　また、会長をはじめ皆さんも増強よりも40周年の行事に
集中して増強までは頭が回らなかったと思います。是非
共、下期においては、会員増強に重きを置いて増強してい
ただきたいと恩います。
　ですけれども、今の、このとても厳しい時代の中で、年
間費の30万円をそう簡単に払える人は中々いないと思いま
すが、皆さんの友人、取引先の方、義理人情の御付き合い
の出来る方ぐらいしか誘える人は居ないと思いますので、
そのような方を、どんどんと例会にオブザーバーとして連れ
て来て頂き、柏西ロータリークラブの良い所、楽しい所を



見ていただきたいと思います。
　また下期においては、夜間例会に素晴らしい卓話者を
呼び多くの見込みのある方を呼ぶ例会も理事会を通して
企画したいと思いますので、皆さんも見込のある方を探し
ておいてください。
　そして、下期には、どうにか目標の3名の増強をしたいと
思いますので皆さんの協力を重ねてお願い致します。

クラブ管理運営兼戦略計画委員会上期活動報告
クラブ管理運営兼戦略計画委員長　森市 直樹

　創立40周年行事を念頭に、チャリティーゴルフ・台中港
東南RC歓迎行事強調月間に合わせての委員長の卓話、3
分間スピーチ・新入会員の卓話等を開催してまいりまし
た。

プログラム委員会　委員長　増谷 信一

　上期の例会も、今日の例会を入れて後2回となりまし

た。

　上期おかれましては、7月の新旧役員交代式からはじ

り、第1問インターゴルフ・10分区情報研究会・ガバナー公

式訪問例会・そして柏西口一タリークラブメイン事業でご

ざいます、創立40周年チャリティーゴルフ並びに記念式典

の開催等々、皆様のご協力により無事に終わらす事が出来

ました。

　ありがとうございました。

　さて、下期においても、日暮 肇会長のテーマ「友情・寛

容そして奉仕」や活動方針を踏まえた例会を考えておりま

す。

　1, RIの強調月間に合わせ各委員長に卓話を担当して頂

き、月間に因んでのお話をして頂きます。

　2, 外部卓話を、幅広い分野から選択し時代に合った情

報提供の例会を考えておりますので、会員の皆様には、是

非外部卓話者の情報提供をお願い致します。

　詳しくは、1月の第4回クラブ協議会「下期活動計画」で

発表をさせて頂きます。

　簡単ですが以上で、プログラム委員会からの上期活動

報告とさせて頂きます。

親睦活動委員会　委員長　秋元 慶一

　新旧役員交代式に始まり、納涼例会・第1回インターゴ
ルフ（藤ヶ谷カントリー）チャリティーゴルフ・記念式典・
他クラブへの例会の出席等、の活動でした。
　ほとんどのクラブでは、新入会員は親睦活動委員会に
配属されます。
　これは、新人だから下働きに使おうということではなく、
親睦活動委員会として毎例会、会員相互の親睦を深める
活動に従事することによって、一日でも早く古い会員と融
和を図ることを期待しているからなのです。
　下期の活動にも、期待しております。
　これは、新人だから下働きに使おうということではなく、
親睦活動委員会として毎例会、会員相互の親睦を深める
活動に従事することによって、一日でも早く古い会員と融
和を図ることを期待しているからなのです。
　下期の活動にも、期待しております。

出席委員会　委員長　東海林 康之

　例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、分かち
合いの精神による事業の永続性を学び、友情を探め、自
己改善を図ることにあり、その結果として奉仕の心が育ま
れるのです。自己改善は終生続けなければなりませんから
ロ一タリアンには定年はないし、ロータリー運動には終結
もありません。
　これが例会出席がロータリーライフの前提となる所以な
のです。
　会員の皆様が、金曜日の昼は、「ロータリー」の習慣を
身につけましょう。
　ロータリアンの三大義務として、会費の納入・ロータリー
雑誌の購続・そして例会出席です。

研修委員会　委員長　勝田 健一

　ロータリーの理念・目的・歴史・奉仕活動などの情報、
国際ロータリーの方針や強調事項・管理運営の動向、ロー
タリーの規則や手続き、五大奉仕部門での活動方針やそ
の状況、事例等を新入会員をメインに全会員を対象に、上
期1回開催いたしましたが、更なる下期の会員の参加を希
望致します。

公共イメージ委員会上期活動報告
公共イメージ委員長　小林 太時

　９月５日の金曜日、千葉市生涯学習センターで、金本さ
んが地区の委員長を務める地区の公共イメージ委員会へ
斎藤IT雑誌委員長、水留会報委員長と３名で出席してま
いりました。
　午後1時から宇佐美ガバナーの挨拶のあと、金本委員
長の趣旨説明に続き、第一部ではロータリーの友の編集
長である、二神典子さんの「ロータリーの公共イメージと
は？」の講和を聞きました。



　お話では、

1.各クラブではどのようなことをやっているか？ 

2.具体的な奉仕について各婦人団体等からのニーズを吸い

上げることの重要性。　3.アンケート結果を一般紙で告知し

た事例などが説明されましたが、メインの話としては、一新

されたロータリークラブのロゴマークが説明され、これに伴

う新しいサイト「マイロータリー」の使い方が紹介され、何の

ために広報をするのか？という永遠のテーマを考えさせられ

る内容になりました。誰に情報をおくるのか？何のために情

報をおくるのか？どんな方法でどのメディアで発信するのか？

等のイメージを皆さんで確認して広報活動を改めて今年度の

方針を検討したうえで、効果的に行いたいと思います。

　続く第二部では、広報公共イメージ委員長の鈴木定徳氏

により、プレスリリースの提案というタイトルで行われまし

た。プレスリリースとは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ウェブ

等のマスメディアに対して情報を提供し、パブリシティ《記

事》として掲載をして頂くことの成功事例の説明がありまし

た。

　既に各クラブでも奉仕活動が行われていますが、この活

動をより魅力的なものに進化させて活動報告をメディアに対

して広報活動をしていく非常に効果的な広報活動です。当た

り障りのない平凡なものではなく、より魅力的なボリューム

感のある奉仕を行うことで、プレスリリースのポテンシャルも

一層高いものになります。

　その後質疑応答があり閉会となりましたが、新しい広報活

動の1ヒントになった有意義なものになりました。

　10月26日には、手賀沼エコマラソンが行われ、馬場委員長

のもと恒例の模擬店を出店しクラブの横断幕のほかとロータ

リーデイののぼりも立ててポリオについての活動を明記した

ポスター等も掲示、ブース内でロータリーのＤＶＤも放映しま

した。

　先月の１１月14日には、宇佐美ガバナーが推奨する活動の

一環で、千葉市民会館の大ホールで行われた千葉市ＰＴＡ

連絡協議会に共催というかたちで参加し、地区でのロータ

リー全体の広報活動に参加してまいりました。

　このイベントには前にも出た当クラブの金本さんが地区委

員長として登壇とあいさつもされています。例年はＰＴＡ単独

の活動で、大ホールに沢山の参加で行われました。　基調

講演では、文科省教科調査官、生徒指導調査官、国立教育

政策研究所総括研究官、教育課程調査官である長田徹さん

のお話を伺いました。　

　小中学生からの学習能力の発育等興味深い話からはじま

りました。

　小中学生の学力を上げるには、モチベーションアップさせ

、勉強しなさいを言わないこと。良い大人に育てるためには

良い大人にたくさん会わせると目的が生れやすいそうです。

　またキャリア教育として職場体験をさせることが非常に大

きく将来に関わるそうです。

　また石巻での教諭時代に体験した3.11のとても生々しい

写真とお話を伺いました。津波直後に記録することを目的に

、現地で撮影した写真を使い、見せられる写真だけですが

被害の前後比較等もあり、本当に悲惨だった津波体験者と

してのお話を伺いました。

　広報の活動として、参加し意義あるお話を聞きましたが、

機会があれば10分区でこの方をお呼びしての一般の方への

広報活動も範疇に、下期に行われる地区大会ほかに対処し

ていきたいと思います。

【頭のよくなる秘訣】

1.外発的動機づけ（何かものにより動くこと）、内発的動機

づけ（内部の意識により動くこと）として、内発が外発を上回

る分だけ成績が上がる。

2.成績の良い子・朝食を食べる

・持っていくものをチェックする・宿題をする

・予習(復習)をする・テストの間違いを再学習する

《成績の悪い子の特徴》

1.将来に役立つ勉強だけを取り繕ってする人

2.叱られるから勉強する人

《成績の良い子の特徴》

1.具体的に何のために勉強するかが見える子

（ゴール設定と具体的な指導が必要）

※さらに良い大人にたくさん合わせ憧れを創造することは目

標が設定できやすい。

■結論＊｛キャリア教育｝職場体験を積極的にさせることを

キャリア教育という。



次回の例会は12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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　84.75%

59名
9名

出席報告

欠席者

江口、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、
助川、染谷、冨士川、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
浅野会員、勝田会員

パートナー誕生日 
杉山会員
  　

お誕生日おめでとうございます

(^^♪
お世話になりました。

 杉山会員　

欠席ごめんなさい。
 榊会員　

お誕生日おめでとうございます

　台中港東南クラブ訪問団のため、記念式典だけでなく
訪問日程まで細かく気配りを頂き、本当に心から感謝いた
します。両クラブの友情を深めるため、長い間ずっと尽力し
てきた事も明白であります。
　今後とも世界平和と親善のため、一緒に貢献させて頂

きたいです。
　皆様のご協力に感謝申し上げ、柏西クラブの全会員及
び御夫人の方々の御健康とご繁栄をお祈り申し上げま
す。

台中港スポーツ会長様からのお礼のメッセージ
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第2790地区

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

第1883回通常例会（2014.12.19）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
創立 1975年11月 7日創 立 1975年11月 7日

柏西ロータリークラブ 四つのテスト

会報第1852 号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 秋元 慶一　会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさん、こんにちは。

　2014 年最後の例会です。これで今年

度も上半期が終わり、残り半年乗り切

ればよいということで、大分気持ちも楽

になってきました。

　そこで、年が明けてからの事ですが、

10 分区のＩ・Ｍと合同例会が 2 月 3 日

に開催されます。内容についてガバナー

補佐幹事からの案内では、崎山ＰＧに

よる「世界のロータリーそして日本のロ

ータリー」と題しての記念講演があり、

松本ガバナー補佐のテーマは「ロータリ

ークラブの価値観を考えよう」が示され

ました。

　今回はテーブルディスカッションの形

はとらず、各クラブや会員から質問をし

て頂き、崎山ＰＧと松本ガバナー補佐に

応えていただく方式で進めたいとのこ

とでした。その前に1月14日に 10 分区

の会長・幹事会がありますが、その時

までに質問内容をまとめて提出してほ

しいとのことでした。何かありましたら、

私か、水野幹事のところまでお寄せくだ

さい。

　西クラブでは 16 日のクラブ協議会

で、下半期の活動計画について各委員

長さんに発表して頂きますので、こちら

のほうもよろしくお願いいたします。

　2015 年が皆さんにとって良い年であ

りますように。2 週間例会がありません

が、1月9日の夜間家族新年例会で、お

会いしましょう。

1883回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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

1.第６回会長･幹事会の案内
日時；平成27年１月14日(水)18：30～
場所；津々浦々

2.地区ローターアクト合同会議の案内
日時；平成27年1月18日(日)
会場；日本料理『竹りん』(茂原市)

3.ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所　
年末年始休業のお知らせ

4.柏ロータリークラブより柏ローターアクトクラブの「今後の活動・
支援」についての協議会開催の案内
日時；平成27年1月14日(水)　18：00～18：30　
（分区会長･幹事会直前)
　

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話 親睦活動委員長 　

　本年度も半分が終わり、残り半年となりました。
　新年は、新年例会の懇親会の部を当委員会が
しきらせていただきます。
　残りの事業は、2月22日の地区大会の往復のしきり、
そして4月22日（水）有志による東京ロータリークラブの例
会参加。
 最後に5月には、日暮会長のお疲れ様旅行の企画があります。
　皆様に参加していただく事業がたくさんありますので、
引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

　秋元 　慶一

次回の例会は1月9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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　86.44%

出席報告

欠席者

後藤、小林（正）渋谷、杉山、染谷、塚本、
宮城、冨士川
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数
BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
バッジ、ネクタイを松山に忘れました。

 水野会員　

娘家族がスウェーデンから遊びにきました。
うれしいです^^

 松本会員　

■ 1 月 2 日（金）【任意休会】

■ 1 月 9 日（金）【夜間例会】
□時間 18:00～例会
 　　　　18:00～家族新年会

■ 1 月 16 日（金）【通常例会】-お祝い事・理事会（8）-
□第5回クラブ協議会；五常任委員長『下期活動計画発表』

■ 1 月 23 日（金）【通常例会】
卓話＝塚本英夫 ロータリー財団ポリオ・プラス委員長　

■ 1 月 30 日（金）【通常例会】
卓話＝江口秀雄 新入会員

1 月の行事予定

59名
8名

委員会報告　中村会員 退会の挨拶　五十石 会員



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○

□�増谷信一会員�地区フェローシップ委員会�委員長
秋 元�慶 一 ○ 承認

○
②その他
                                                                                  

○

○

○

����
松本 隆一郎 ○

○

��
○

��

柳          肇 ○ ��

○ ●次回理事会�2015年1月16日（金）【例会終了後】

勝 田�健 一

金  子��正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　持回り　理事会資料　

2014年 12月 19日 例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①2016年度�地区委員推薦の件日 暮��肇

水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

×金 本�元 章

鈴 木�桂 三 ○

嶋 田�英 明
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第2790地区

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

第1884回夜間例会（2015.1.9）
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会報第1853 号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　明けましておめでとうございます。

　例会を、年末・年始に２回続けて休

会としましたので、２０日ぶりの例会と

なります。

　下期最初の例会に、会員ご家族を含

め、大勢の皆様に参加して頂き、賑やか

にスタートを切ることが出来有り難うご

ざいます。残り半年、水野幹事と共に頑

張ってまいります。

　今週から、仕事を始めた事業所が多

いと思いますが、正月は十分にリフレッ

シュすることが出来たのでしょうか。

　昨年は、テニスの錦織選手や、フィ

ギュアスケートの羽生選手の活躍や、青

色発光ダイオードの研究で 3 人がノー

ベル賞を受賞するなど明るい話題が

あった反面、豪雨による土砂災害や、火

山噴火により、多くの方が犠牲になる

等、自然災害の多い年でした。

　今年は、未 (ひつじ ) 年ということで、

羊はおとなしい動物ですので、一年間

大きな災害もなく、平穏に過ぎればいい

なと思います。経済面では、昨年末の衆

議院選挙で与党自民党と公明党が圧勝

し、アベノミクスの継続と、消費税引き

上げの延期が打ち出されました。円安

の影響で多くの輸入品が上がり、その

結果物価が上がる中で、原油価格の下

落が続いています。その結果どの様な

ことが予想されるかといいますと、まず

旅行では、円安の影響で外国から日本

への旅行者が増え、反対に外国への旅

行から国内旅行に切り替える人たちが

出てくるのではないか、それはガソリン

価格の値下げも後押しすることが考え

られます。又、輸出企業は大幅な増収と

なっていますので、そのあたりから給料

が上がり、徐々に周りに波及していくだ

ろう。そして景気も徐々に良くなってい

くだろうといった見方があります。反面

身近なところを見まわしますと、景気は

良くなるどころか悪くなる一方だという

声も多く聞かれます。一体どうなってい

くのでしょうか、私たちは自分の仕事に

真剣に取り組み、環境の変化に対応し

ていくしかないんだろうと思っていま

す。

　ロータリーに戻りますが、下期は親睦

を中心に、楽しいクラブとなるように活

動してまいりたいと考えています。ご協

力をお願いいたします。

1884回夜間例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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

1.2015年１月のロータリーレートは１ドル＝１１８円

2.フェローシップセミナー開催のお知らせ
日時；2015年1月31日(土)　13：30～16：00
会場；東天紅千葉スカイウインドウズ

3.ロータリー財団補助金管理セミナー開催の案内
日時；2015年1月31日(土)　13：30～17：00
会場；アパホテル&リゾート　東京ベイ幕張ホール

4.1997～`98年度ガバナー平山金吾様(成田RC)が平成26年12月27
日ご逝去されました

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



2014-15 年度 家族新年会式次第 　 司会：秋元 　慶一　親睦活動委員長

時時間 内容 担当等

116時45分 演奏者とクレスト打合せ 秋元、中村靖、住田

117時00分 親睦活動委員会集合 親睦活動委員全員

親親睦活動委員会打合せ 親睦活動委員全員

117時30分 受付開始
秋秋元、ゲイビ、小溝、後藤、牧野、浅
野、助川、安田、

117時30分 お出迎え 宇田川、江口、（親睦活動委員全員）

117時55分
（（家族のフリガナ確認：安田、二次会
の出欠：宇田川）

118時00分 例会

118時30分 家族新年会 司会：中村靖、住田

会会長挨拶 日暮会長

来来賓紹介（ハンガンミン） 司会

ごご家族紹介 司会

770歳お祝い 日暮会長が、榊会員にプレゼント

乾乾杯 勝田直前会長

118時45分 ご歓談、食事

118時50分 演奏者お迎え 助川

119時00分 演奏者会場入り プロフィール紹介：司会

ヴヴァイオリニスト竜馬様

ギギタリストユタカ様

119時45分 演奏者退場 助川

ごご歓談
＊＊時間を見て、場合によっては、カラ
オケ

220時20分 閉会挨拶 森市会長エレクト

220時30分 お見送り 親睦活動委員全員、お菓子を渡す

220時40分 二次会
カカラオケONE（旭町1-1-21安田ビル
2階）



次回の例会は1月16日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　100%

出席報告
会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪     　　板倉名誉会員

社長就任いたしました。　　　　　  浅野会員

会長職になりました。　　 　　　　飯合会員
58名

司会　住田会員　中村 靖会員 会場風景

日暮会長　榊会員（70 歳のお祝い） ギタリストユタカ様／ヴァイオリニスト竜馬　

集合写真 浅野 肇会員 ご家族

会場風景 集合写真



1.RLI(ロータリー・リーダーシップ研究会)パートⅠ開催のご案内
日時；2015年3月12日(木)　9：30～17：00
会場；千葉市民会館
対象；会長エレクト・ノミニー・副幹事及び希望者

2.柏東ロータリークラブ『40周年記念例会』出席の依頼
日時；2015年2月26日(水)　18：00～17：00
会場；ザ・クレストホテル柏
参加依頼；会長・幹事他5名

3.例会変更のお知らせ
松戸西RC；1/21(水)夜間移動例会

4.柏市より
□青少年健全育成推進大会への参加依頼
日時；平成27年2月7日(土)13：30～15：30
場所；アミュゼ柏
□セカンドライフプラットフォーム事業紹介の依頼
目的；定年退職前後・子育てが一段落した市民の就労・社会参加を
促進

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

社会参加を

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1885回通常例会（2015.1.16）
■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/2014/

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
創立 19 5年11月 日創 立 1975年11月 7日

柏西ロータリークラブ 四つのテスト

会報　第1854号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。
　先週の、家族新年例会には、ご家族も
含め、大勢の皆様に参加して頂き、賑や

かな、愉しい例会となりました。秋元親睦
委員長を始め、委員の皆さん有り難うご
ざいました。司会の住田さんと中村さん
お疲れ様でした。後半に向けて幸先の良
いスタートを切ることが出来ました。
　一昨日は、10 分区の会長・幹事会が
開かれ、下期の活動について話し合いま
した。主に 2月 3日 ( 火 ) に開催される、
Ⅰ・M 及び合同例会の内容について話
し合いました。松本ガバナー補佐は今回
のテーマを「ロータリークラブの価値観
を考えよう」とし、崎山ＰＧの「世界のロ
ータリークラブから見る日本のロータリ
ー」と題しての基調講演の後、松本ガバナ
ー補佐が崎山ＰＧに事前に用意した質問
をし、それに答えて頂く形で進行すること
になりました。参加者からの質問もできる
ように時間設定致しますので、日ごろ疑
問に思っている様なことがありましたら、
聞いて見たらいいと思います。その他分
区の予定では4月14日（火）に夜間合同
例会、5月26日（火）に藤ヶ谷Ｃ・Ｃで合
同ゴルフ大会開催が予定されています。
　地区では、2月22日（日）に地区大会

が開催されます。全員登録となっていま
すので、大勢で参加して頂けるようにお
願いします。
　分区会長・幹事会と同じ日に、柏西Ｒ
Ｃではクラブ管理運営委員会とクラブ奉
仕委員会の合同委員会が開催され、下期
の活動についての打ち合わせが行われま
した。内容についてはこの後のクラブ協
議会で発表されます。
　各委員長の皆さん、よろしくお願いし
ます。

1885回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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



次回の例会は1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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　82.76%

59名
10名

出席報告

欠席者

江口、金子、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、
杉山、中嶋、冨士川、染谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
中村佳弘会員、柳会員、宮城会員

パートナー誕生日 
水野会員、丸山会員、湯浅会員

ハン　ガンミン様　（米山奨学生）

結婚記念日 
鈴木健吾会員、牧野会員、秋元会員

(^^♪
新入会員歓迎会兼忘年会ありがとうございます。

 安田会員　
薬事功労賞で知事表彰をいただきました。

 中村佳弘会員　
70歳の還暦のお祝いありがとうございます。

 榊会員　

米山記念奨学会 田代 委員長

地区奉仕プロジェクト委員会社会奉仕委員会 松本ユミ委員 お誕生日おめでとう



第 5 回クラブ協議会

奉仕プロジェクト委員会下期活動報告 
 奉仕プロジェクト委員長　馬場 弘

◆職業奉仕委員会
職場訪問あるいは、メンバーのご協力を頂き、関東圏内の
酒蔵の見学を計画しております。４月を予定中

◆社会奉仕委員会
４月５日、大堀川清掃デーを予定しております。今回は、一
般市民に告知し、募集を募り一般市民とのゴミ拾いを計画
中又、市民にポリオ等の説明を促し募金活動も、心がける
との委員長の意気込みでした。５月３１日は、ごみゼロ運動
日

◆人間尊重委員会
３月予定の献血運動に多数の参加を募っております。又ひ
かり幼稚園の訪問も予定しております。
青少年奉仕委員会との合同で５月柏市幼稚園組合開催
の、子育てフェスタにクラブからイベントブースの出展を検
討中５月１６日　２３日のどちらか。

◆国際奉仕委員会
来年度台中港東南扶輪社との締結３５周年記念式典の準
備を進めております。
以上５委員会の下期活動計画です、
又、下期は、すべての会議に各委員会全員の参加を希望い
たしますので委員の皆様は、予定を調整して頂き数多くの
意見交換が出来る事を望みます。

ロータリー財団委員長　鈴木 桂三

こんにちは。ロータリー財団委員会の鈴木です。下期の当
委員会の活動計画は、引き続きロータリー及びロータリー
財団の奉仕活動やその支援の必要性について、更に皆様
にご理解して頂けるよう活動してまいります。1 月 23 日に
は、ポリオ委員会の塚本委員長にポリオ撲滅について詳細
に卓話をしていただきます。そして3月20日には、地区ロー
タリー財団委員長に山田修平パストガバナーをお招きしま
して、ロータリー財団全般について、たっぷり30 分卓話を
して頂く計画になっております。また、クラブ内では認証ポ
イントを積極的に活用して、クラブ会員全員にポールハリス
フェローになって頂けるよう、強力に活動してゆきます。よ
ろしくお願いいたします。

クラブ管理運営兼戦略計画委員会下期活動報告

クラブ管理運営兼戦略計画委員長　森市 直樹

◆プログラム委員会
活動計画書通り上期例会が、無事終了しました。
特に上期は、新旧役員交替式あｋら始まり、10 分区情報研
究会・ガバナー公式訪問例会・柏西創立40 周年チャリティ
ゴルフ並びに記念式典の開催等、例年には無い充実をし
た例会でした。
さて、下期では、
1.RI の強調月間に合わせて各委員長に卓話を担当して頂
き、月間に因んでのお話をして頂きます。
2. 外部卓話を幅広い分野から選択し時代にあった情報
提供の例会を考えております。

今、決定しております「外部卓話者」は、
2月第 4例会：おおたかの森病院、心臓血管外科部長 市
原哲也先生
3月第 2例会：ハンガンミン
 　第 3例会：地区ロータリー財団委員長　山田修平様
 　第 4例会：元 R財団奨学生　小野晴香様
4月第 4例会：中央学院大学ゴルフ部監督　河内喜文様

その他の例会では、地区大会やインターゴルフ・打ち上げ
親睦旅行等も移動例会として予定しております。



簡単ですが、以上で、プログラム委員会からの下期活動計
画とさせていただきます。

◆親睦活動委員会
2月　地区大会
4月　東京RC例会
5月　インターゴルフ（柏南合同）習志野カントリー
6月4日　打ち上げ旅行（大分周辺）

◆研修委員会
下期は3月中旬～4月初旬にかけて上期に開催した研修会
の内容とクラブ活動の具体的な活動方法とルールについ
て学びたいと講師と一緒にディスカッション形式を取り入
れて開催致します。講師は中村パストガバナーを予定して
おります。

◆出席委員会
ロータリー活動の原点は毎週行われる例会です。
その例会への出席が原点というわけです。
出席が難しい会員の方は、メークアップ等を活用し欠席を
少なくするよう努力お願い致します。
出席率向上のため、以下のことを取り組んで行きたいと思
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。

公共イメージ委員会下期活動報告
公共イメージ委員長　小林 太時

後半の活動計画として、すでにスケジュールに入っている
もののほかに、新たに加わる内容として馬場委員長よりい
くつかの情報を頂いています。
恒例行事にできればと昨年より新たにはじまった大堀川
の清掃や、幼稚園の訪問、さらに子育てフェスタ等への協
力や出展等の協力があげられているようです。
それぞれに公共への奉仕という趣旨を念頭に活動をして
いきますが、より社会への貢献度の高いモノに企画を発展
させられれば尚良いと考えています。
長く広告を扱っている経験から、その企画のキーワードは

「へ～」です。プランを作ってみて、人に伝えた際に「へ～
そうなの」「へ～おもしろいね」という言葉が出るとほとん
どの場合に高い反響が得られるキーワードが「へ～」にな
ります。
その際にはぜひ、昨年千葉で勉強させて頂きました「プレ
スリリース」をぜひ発行してみたいと思います。
ガバナー月信のほかロータリーの友、この枠にとらわれず
に一般紙や千葉日報等へ社会貢献度の高いイベントを報
じることで、柏西ＲＣの公共イメージを一歩ずつですが、
柏や千葉に限らず大きく広報をし、翌年の活動につなげて
いきたいと思います。
会員の皆さんのなかで、「こんなのどう？」等のアイデアが
ありましたらぜひ小林までお寄せください。

会員増強委員会下期活動報告
会員増強委員長　金子 正

下期の活動報告を致します。上期では40周年記念行事を
優先しましたので会員増強がたいして出来ませんでした。
誠に申し訳ございません。しかし、昨年暮れから皆さんの
協力により少しずつ、見込みのある方をご紹介していただ
くようになりました。一人は中村パストガバナーがスポン
サーで、当クラブメンバー鈴木康之会員の息子さんの入会
が決まりました。もう一人は松本ユミ会員、住田会員のお
友達の社会保険労務士、見付季代子さんです。見付さんに
は、今月30日の例会に出席して頂き、そこできちんとした
お返事をいただけるようになっております。前回、住田さん
から要望がありました、ロータリークラブにふさわしい気
品のあるお出迎えをしていただくよう、よろしくお願い致し
ます。そして、またひとり女性の会員さんが増えますので楽
しみにしていただければと思います。
皆さんのおかげで今年度の目標3人の増強まであと1人と
なりました。今後に於いては、皆さんと一緒に、見込みの
ある方にもう一度声掛けをして、どんどんアプローチして行
きたいと思います。そして、また 見込みのある方がおりまし
たら引き続きご紹介してくださるようお願いします。本日は
増強委員会のメンバーが誰もおりませんが、下期も目標達
成に向かって頑張って行きますのでよろしくお願い致しま
す。
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四つのテスト

会報　第1855号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 塚本　英夫  会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。
　本日は、ガバナー補佐の我孫子ロー
タリークラブ松本憲事様と、補佐幹事
の丸田勝則様にお越しいただいており
ます。ようこそいらっしゃいました。後程

ご挨拶をお願いいたします。
　また、本日より新しく柏西ロータリー
クラブに入会されます、鈴木康之会員
のご子息で、鈴木一弘さんがいらしてま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　本日は、地区の奉仕プロジェクト委員
会が開催されていて、当クラブからは委
員長の馬場弘さんと金本元章さんに参
加して頂いております。
　さて、朝のニュースでも大きく取り上
げていましたが、イスラム国と名乗る組
織が、日本人の後藤健二さんと湯川遥
菜さんの二人を拘束し、身代金を払わな
ければ殺害すると、脅迫している事件
ですが、殺害予告の期限が今日だとい
うことで、二人の安否が非常に気になる
ところです。例会に出かける前は、まだ
進展は伝えられていませんでしたが、無
事でいてくれればいいと思います。イス
ラム圏での紛争を見るにつけ、何故、宗
教の名のもとに殺し合わなければなら
ないのか、私たち日本人には理解し難
いところがあります。日本の宗教は八百
万 ( やおよろず ) の神 ( かみ ) という言
葉がある通り、至る所に神がいるという
多神教の考えが基本にあります。した

がって色 な々宗教に対して寛大なところ
があると思います。宗教が違うという理
由で争うことは日本では考えられませ
ん。
　我々ロータリークラブの世界平和を
願う思想や理念とは、全く違うことが行
われている地域がある現実に直面し、
やりきれなさを感じています。

1886回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.2015-16年度　RIテーマ;
Be a present to the world『世界へのプレゼントになろう』

2.例会変更のお知らせ
柏RC；2/4(水)は　2/3IMに振替の為休会
2/25(水)は　2/22地区大会に振替の為休会

3.受信　　多夢多夢通信28号(ポコアポコ変更)

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話

ロータリー財団ポリオ小委員会の塚本でございます。
通常例会では、ポリオ撲滅のための募金にご協力いただ
き、ありがとうございます。
渡しは入会して4年になりますが、これまではロータリーが
どういう事をして、社会奉仕をしているのか良く理解して
いませんでした。
しかし、今年度は2790地区のロータリー財団セミナーで講
師（各分区の委員長）の話を聞いたり、担当になったポリ
オについてネットなどで検索して、ロータリーの活動を少し
勉強しました。
そこで、皆さんはご存知だと思いますが、ポリオについて少
しお話をさせていただきます。
ポリオはポリオウィルスによる伝染病で、主に5歳未満の
幼児がこの病に冒されます。
ポリオは体を麻痺させ、重篤な場合は呼吸困難や死亡に
至ることもあります。ポリオ感染後の後遺症による麻痺障
害を治療で治すことはほとんど不可能だそうです。
よって、最善の対策は予防であり、幼児へのワクチン投与
が重要となります。
1985年当時125カ国以上に常在し、毎年1000人以上が感
染発症していました。
1988年世界保健総会は、世界からポリオを根絶することを
目標とする決議をし、それ以来世界で累計100億ドル以上
がポリオ撲滅のために使われてきました。
そのうち13億ドル以上はロータリーからの寄付金です。
日本では小児麻痺と呼ばれていましたが、昭和35年に大
発生があって、その後1200万人にワクチンの投与をし、今
では日本からポリオはなくなっています。
しかし、昨年常在国でなくなった国から、かなりの発症が
おこり問題となりました。これは常在国でなくても世界に
ウィルスがあるかぎり感染することを意味しています。ポリ
オウィルスには国境はないのでポリオが根絶しても、今の
ところポリオワクチンの中止は出来ないのです。なので、日
本も未だにポリオワクチンの接種が幼児期に行われていま
す。

現在の発症国は、テロ活動等を含む政治的混乱によるワ
クチン供給の滞りが原因で、予防接種ができない危険な
地域となっています。
しかし、活動資金の不足によって、このような国で予防接
種活動が縮小される可能せもあります。もしも再流行が起
きた場合は、今後10年間に毎年20万人以上の子供がポリ
オによって身体麻痺となると推定されていますので、ワクチ
ンなどの支援が届かない地域の子供にこそ国際社会の支
援が必要とされます。
そのため、2013～18年撲滅戦略計画で必要とされる資金
は55億ドルと推定されています。そのうち確保されている
資金は40億ドル、不足している資金は15億ドルで深刻な
資金不足になっています。
ポリオ撲滅活動の失敗は決して許されないことでありま
す。
ロータリーが初めてポリオと関わったのは、1979年にフィ
リピンの子供たちに予防接種を初めて以来だそうです。
ロータリアンでもあるビル・ゲイツもロータリーはこれから
も中心的存在となり、ロータリー財団からの寄付金の倍額
をゲイツ財団より拠出協力して、寄附の効果を3倍にすると
提言しています。
今年はエボラ出血熱という死傷率が高い感染症が40年前
からあることや、アフリカで大勢の人がなくなっていること
を知りました。このような感染症が他にもあるかもしれま
せん。
しかし、ポリオは撲滅まであと少しになりました。これまで
に99％撲滅し、残るはあと1％です。撲滅活動が困難な地
域での予防接種を継続するには、力強いひと押しと資金
が必要とされています。
2790地区の目標は1人あたり20～25ドルとしています、当ク
ラブは今年度すでに17万円を超える募金があり、チャリ
ティコンペでの収益金50万円も加算され、今年度は多額
の寄附ができそうです。
ポリオの募金活動は世界中いろいろな規格で行われてい
ます。最近ではジョン・ヒューコ事務総長が率いた今年の
自転車レースによるポリオ募金活動は大きな支援を受け、
最終的には900万ドルを超える大成功だったと財団室
ニュースに載っていました。
私達はポリオ撲滅活動で募金の貢献しかできませんが、
これからもご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

　ロータリー財団ポリオ委員会　塚本委員長



次回の例会は1月30日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　79.31%

59名
12名

出席報告

欠席者

金子、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、
助川、染谷、冨士川、松本ユミ、水留、安田
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

ゲスト
松本　憲事様（ガバナー補佐）　

丸田　勝功様（ガバナー補佐幹事）

(^^♪
今日例会食い逃げします

 秋元会員　

次年度テーマ 鈴木 一弘 新会員

松本　憲事 ガバナー補佐　



開催　日時 会　長 日　暮　　　肇

開催　場所 幹　事 水　野　晋　治

理　　　事 出欠

○
承認

秋 元　慶 一 欠 ②その他
柏ローターアクトの件

欠

欠

欠

○

欠

松本 隆一郎 ○

○

○

柳          肇 ○

○ ●次回理事会　2015年2月 13日（金）【例会終了後】

嶋 田　英 明

水 野　晋 治

馬 場　　弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　臨時　理事会資料　

2015年　1月 23日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①2015-16年度　組織図及び細則変更の件日 暮　　肇

金 本　元 章

勝 田　健 一

金  子　　正

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1887回通常例会（2015.1.30）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
創立 19 5年11月 日創 立 1975年11月 7日

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1856号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 江口　秀雄  会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。
　本日は、五十石さんの後任として、細
田観光の飯嶋由美さんがいらしてま

す。これから柏西ロータリークラブの会
員としてどうぞよろしくお願いいたしま
す。そして、松本ユミ会員と住田みゆき
会員のご紹介で、会員候補として特定
社会保険労務士・行政書士の見付季
代子さんもお越し頂いております。是
非、柏西ロータリークラブに入会して頂
きますようお願いいたします。
　先週、鈴木子郎さんのお見舞いに
行ってきました。子郎さんは入院してい
るわけではないのですが、数年前から
の肺気腫が、暮れに風邪を引いたこと
がきっかけとなって､体調を崩して自宅
で療養しています。春暖かくなったら例
会に出てくるそうです。
　ロータリークラブには、ロータリー特
別月間というものがあります。これはク
ラブだけでなく、ロータリアン一人ひと
りが、ロータリーの活動に参加するよう
強調するため、国際ロータリー (RI) 理
事会が指定した月間の事です。何故
か、7月は無くて 8月は会員増強および
拡大月間、9月は新世代のための月間、
10月は職業奉仕月間というように、毎月

何かしらの、指定がされています。1 月
はロータリー理解推進月間となってい
て、会員にロータリーについて知識と理
解を一層深めてもらい、同時にロータリ
アン以外の、一般市民にもロータリーの
ことをよく知ってもらうためのプログラ
ムを実施する月間となっています。
　又、ロータリー特別週間というものが
ありまして、1月27日を含む1週間は「追
悼記念週間」となっています。1947年 1
月27日は、ロータリーの創始者・ポー
ル・ハリスの命日です。ポール・ハリス
はこの日、カムリー・バンクの自宅でこ
の世を去りました。享年 78 歳でした。
　1989 年 10 月～ 11 月の理事会にお
いて、毎年この1月27日を含む1週間
を、物故ロータリアンの冥福を祈り、生
前の貢献を記念する週間として「追悼記
念週間」と指定しました。
　来週は、3日 ( 火 ) に第 10 分区の合
同例会と IM が開催されます。積極的
に参加して頂き、ロータリーについて知
識と理解を深めて頂きたいと思います。

1887回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.２月のロータリーレートは１ドル＝１１８円

2.2015年度・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引受け依頼

3.習志野中央ロータリークラブより、ロータリーデー開催の案内
日時；2月28日（土）13：00～16：00
会場；千葉工業大学津田沼キャンパス
文化講演会(第1部)；国際宇宙ステーションからの流星観測プロ
ジェクト『メテオ』～ロケット打上げ失敗から再打上げに向けて～
(第2部)；『響』『山崎』『白州』を生み出した伝説のウイスキーブレ
ンダー～日本ウイスキー世界一への道～

4.『愛の献血助け合い運動』合同キャンペーンの依頼
日時；3月15日(日)10：00～16：00
場所；柏駅東口ダブルデッキ上

5.平山金吾パストガバナーを偲ぶ会の案内
日時；2月28日(土)
場所；ホテルヒルトン成田

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



お誕生日おめでとうございます

次回の例会は2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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　76.20%

59名
14名

出席報告

欠席者

太田、ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、東海林、
杉山、染谷、田代、中嶋、馬場、冨士川、牧野、
升谷　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

ゲスト
見付　季代子様

飯嶋　由貴様

本人誕生日
川和 会員　中村 佳弘会員

卓話

ルピナスハウスの金子さんの紹介で入会しまして入会7カ月
です。
職業の紹介をします。
株式会社エグチ 株式会社春日部資材
これまでの人生を振り返り、父親の背中を見て育ち今日が
あると実感しております。
父親は鹿児島県生まれ、幼少の頃父親を亡くし、19歳で
長崎に行き、炭鉱で働き閉山となったのが35歳の時でし
た。退職金をもらって資材業を開業します。父親は人がよ

く困った人を助けたりお金を借したり、あげくのはてに友
人の保証人までなります。結果相手の会社が倒産しまし
た。父親は連帯保証人です。再起を誓い単身で茨城県へ
行きます。バラバラになった家族ともう一度一緒に住もう。
もう一度幸せな家庭をつくろうとの思いで働き続けます。
一生懸命にやることで周りから認められ7年後に㈱江口資
材を設立。新築の家をたてました。しかし、そんな父親の
背中を見て育った自分があると今では実感しています。そ
れは自分の人生においても失敗があります。その事を乗り
越えておやじの生き方に励まされたと感謝しています。
これからは自分自身の生き方が、子供、社員、周りの人達
に背中を見せられるような生き方をしていきたいと思いま
す。
「鷹の選択」DVDを観てください
これからも柏西ロータリーに入ったことで皆様との縁を活
かして地域社会に貢献していきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

　江口会員



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？

■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/2014/

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
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

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1857,1858ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 3 分間スピーチ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。

　本日は柏南ロータリークラブから、中島恵

里会長と大内啓様、そして飯嶋由美様、見付

季代子様の４名のお客様をお迎えしています。

柏西ロータリークラブにようこそいらっしゃ

いました。

　飯嶋様には先ほど入会申込書を頂きました。

　又、見付様は今日の例会の雰囲気を見て、

入会を決断なさるそうですので、よろしくお

願いいたします。

　今週火曜日には柏南クラブの３５周年の

記念植樹会にお招きいただき有り難うござ

いました。

　南クラブの会員となっています戸部さんが

住職をしています逆井観音寺の境内に、し

だれ桜を植えた時に、檀家代表として総代

４人で立ち会わせていただきました。

　この日２月１０日は南クラブの創立記念日

に当たると伺いました。

　風もなく晴天に恵まれ無事植樹を終え、

例会の終了後、プロ和太鼓奏者の田代真さ

んを中心にお坊さんたちの、称名と和太鼓

の演奏は大変迫力のある素晴らしいもので

した。

　後ほど柏南クラブの３５周年について、お

話して頂きます。

地区大会について：

地区大会は地区内のすべてのロータリアン

が次の目的のために集うことである。とされ

ています。

１．地区の奉仕プログラムやプロジェクトを

紹介する。

２．ロータリアンの奉仕活動へのさらなる参

加意欲を高める。

３．クラブレベルを超えたロータリーのビ

ジョンを分かち合う。

４．忘れられない親睦体験を味わう。

５．ロータリー指導者との交流の機会を提

供する。

　今年はアパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

にて 21 日と 22 日の 2 日間にわたり開催さ

れます。

　そこで個人として鈴木桂三さんがロータ

リー財団メジャードナーとして表彰されます。

　また、クラブとしてもロータリー財団恒久

基金寄付優秀クラブとして表彰されます。

　桂三さんの財団委員長として、また地区で

の活躍もありこのような栄誉を受けることが

出来ました。

　有り難うございました、

そしておめでとうございます。

1889回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.ロータリー財団の寄付に対し表彰品の送付

ポール・ハリス・フェロー（PHF）；秋元・江口・後藤・小溝・助川・

・安田会員マルチブル；飯合(6回目)・榊(5回目)・鈴木健吾(3回目)

川和（2回目）・塚本(1回目)会員

2.会長エレクトセミナー開催の案内
日時；3月28日(土)　点鐘　10：00

懇親会　17：00～18：00

場所；三井ガーデンホテル千葉

3.ロータリー国際囲碁大会開催の案内
日時；5月16日（土）9：00～

会場；東京・市ヶ谷　日本棋院

登録料；17,000円に向けて～

4.『2015-2016年度版「ロータリー手帳」買い上げの依頼

5.我孫子ロータリークラブ例会場変更のお知らせ
レストラン『ポワー』

我孫子市湖北台1-13-18　(湖北駅南口　スーパーカスミ向かい)

6.『例会変更のお知らせ
松戸西RC;2/18(水)は2/22地区大会に振替

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

第1888回合同例会（2015.2.03）第1889回通常例会（2015.2.13）



卓話　3 分間スピーチ

　次年度会長の森市です
準備状況ですけどね、先程もガバナー補佐と日程等を色々
まとめていましたけど、委員長に頼む時にですね、
私今自分で作ってますんで、去年とは違うものですけど、
それをやりながら自分でこの委員会は何をするかという事
をロータリーについて少しでも頭に入るように全部自分で
作っています。
　また委員長会議もやらせて頂きますので、よろしくお願
い致します。
　先ほどのですね、最近は森市くんらしくないなって言わ
れる会長になっても森市の色を出した方がいいんじゃない
かって言われるんですけど、次年度の体制は、着 と々準備
している。
　委員会組織図を自分で手書きでつくり、把握できるよう
にしている。
　森市らしくない態度で、堅く振舞う森市年度にしたい。

　今年、私の所属する税理士会に於いて、4月より2年間、
会長をやる事になりました。
　その中で私は、マイナンバー制の導入について広めるこ
とをしていこうと考えています。
　10月1日以降、赤ちゃんからお年寄りまで、全ての人に番
号がつけられます。
　最初、市役所より紙のカードが届いて、それを市役所に
持っていくとICカードと引き換えるようになるとの事です
が、平成29年になりますと、その番号で全ての情報が見れ
るようになっていきます。

　会社の場合、従業員さんよりその番号を預かるようにな
る訳ですが、その番号が外に漏れてしまいますと、罰せら
れる事が決まっています。
　今度導入される番号では、税、災害、社会保障の三つの
情報に限定されますが、税理士会では、勉強をして、社長
さん達に正しく伝えて行けるようになりたいと考えています。

 こんにちは、次年度幹事、森市会長の幹事を引き受けて
くれないかというお話がありまして、頼まれましたら断らな
いというのがロータリーのお約束でございまして、
何とかお受けいたしまして、その後色々皆さんから、励まし
やら脅かしやら言葉多数頂きましたが、受けた以上は西
ロータリークラブと１０分区のために、力を尽くしていきた
いと思いますので、皆様のご協力ご鞭撻をよろしくお願い
します。
　話は別ですけども、明日から島田さんと森市さんとうち
の家族３人と五十石さんと５名で奥只見の方に、柏市の交
流の雪まつりに行ってまいります
部屋が５人１部屋という民宿なので、どうなるやら、気をつ
けて行ってきます。

以上です。

　

　みなさんこんにちは。
私は単純に手配しただけなのであまり大して労は無いんで
すけど、むしろ宴会を担当しております田臥？という支配
人がおりまして営業支配人がいろいろ最終的に東京ロー
タリーの例会の幹事さんですとか、会長さんの方に話が
行って、１卓分１０名分を用意したという事であります。

丸山　真　会員

高田　住男　会員

森市　直樹　会員

柳　肇　会員



私が入会するずいぶん前に、初代の総支配人でありました
春日という者がこちらの西ロータリーでお世話になってい
た時にですね、一度皆さんで東京ロータリーの例会に出席
した事があるというのを伺っておりましたので、それを踏ま
えてですね、今回どういった形で出席できるのかとお話し
た所、東京ロータリークラブの、この今の会場全部開け
て、もうひと回り大きい会場を例会会場にしてまして、通常
３００何名くらい入れるんですけれど、通常の例会だけで
も２００名くらいはいつもお越し頂いてて、どこにどのメン
バーが来ているのか分からないくらい沢山の人数がいらっ
しゃる例会に私達が、５０名全員でというわけにもなかな
か行かないものですから、お話をした頂戴した所、
前回は何名だか存じ上げませんが、今回は１０名という事
でお話頂きました。
　話の流れとしては、前回の事がありましたので今回もと
いう話をしましたら、今帝国ホテルで代表取締役会長を
やっています小林という者が、この東京ロータリークラブ

のメンバーでありまして、まずその者に話がいって「ああい
いじゃないか」と、幹事さんの方に話が行って最終的に
は、会長さんが「食べる料理も帝国ホテルの料理ですの
で、あまり自慢できるものではありませんが」　
　雰囲気ですとか、そういったものを味わえる非常にいい
機会だと思いますし、私は代表取締役会長と同じ席に座
るのはちょっと、同じ空間にいるのはちょっとどうかなとい
うためらいがございますので、皆さんを引率する気は満々
ですが、出席するのはちょっと考え中でございます。
　よって１２時、お待ち合わせという事でございますので、
中２階というところがありまして、そこには唯一ひとつある
宴会場「光の間」という会場が例会場になりますので、ま
た近くなりましたらお知らせを含めて引率誘導のしかたに
つきましては、細田観光さんに伺ってですね、皆様を引率
して会場の方までご案内したいと思っておりますので、当
日お楽しみ頂ければと思います。よろしくお願いします。

次回の例会は2月27日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　77.97%

59名
13名

出席報告

欠席者

宇田川、江口、後藤、小林（正）、小溝、渋谷、
杉山、鈴木（一）、染谷、冨士川、牧野、升谷、
宮城　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

ゲスト

見付　季代子様

飯嶋　由貴様

ビジター

中島　恵里会長（柏南ロータリークラブ）

大内　啓会員　（柏南ロータリークラブ）

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
田代会員、増谷会員

本人誕生日
日暮会長、中嶋会員、松本会員、中村（博）会員

(^^♪
35周年よろしくお願いします　　　

　　　　　中島　恵里会長（柏南ロータリークラブ）　

35周年よろしくお願いします　　　

　　　　　大内　啓会員（柏南ロータリークラブ）　

結婚記念日
木村会員、水野幹事、ゲイビ会員

お誕生日おめでとうございます。 柏南ロータリークラブ中島　恵里会長・大内　啓会員
（創立 35 周年の案内）



1888 回合同例会
第 10 分区合同例会及び Intercity Meeting 2 月 3 日（火）

　

榊　隆夫　次期ガバナー補佐挨拶森市　直樹　次期ホストクラブ会長挨拶



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○
□�栗原�寿�様
����昭和42年7月26日生(47歳) 　　

秋 元�慶 一 × ����水戸証券㈱柏支店�支店長
����柏市旭町1-2-1
����推薦者；増谷信一会員・松本隆一郎会員

○ ����※3月7日オブザーバー、次回例会にて入会

                                                                                  
○

②2015年度米山奨学生�世話クラブとカウンセラー引受けの依頼
承認（引き受ける事で返事をする。）

③報告事項
○ □�2014-15年度7月1日〜1月31日決算報告

□�2月26日『柏東RC創立40周年例会出席6名の登録料』について
1万円の内7000円は本会計より出す。
※第8回にて承認
（株）アクタスにてマイクロバス74,800円、駐車場、4,100円、合計78,900円
□�2月4日有倉順良(柏RC)会員の訃報に弔電

○ □�1月9日新年家族例会決算報告の件

����
松本 隆一郎 ○ ④その他

□�新入会員候補者の件�承認
見付季代子様（社会保険労務士）推薦者＝松本ユミ・住田みゆき

○ 飯島由貴様（旅行業）推薦者＝森市直樹

□�レイソル後援会年会費（1万円）の依頼�承認
□�大堀川清掃4月18日�予定

○ □�4月10日移動例会「職場見学」とする。�承認
□�4月24日（金）は2月22日地区大会の振替休会とする。�承認

柳          肇 ○ ��

○ ●次回理事会�2015年3月 6日（金）【例会終了後】

勝 田�健 一

金  子��正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第9回　理事会資料　

2015年�2月 13日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①新入会員候補者の件日 暮��肇

水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

×金 本�元 章

鈴 木�桂 三 ○

嶋 田�英 明
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100
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四つのテスト

会報　第1859,1860号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　市原 哲也   様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。

　本日は、おおたかの森病院心臓外科の市原

哲也先生をお招きしています。

　先生には後ほど卓話をお願いしておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　ハン・ガンミンさんも、みえています。

　残りも少なくなり、来月には卓話も予定され

ています。

　ようこそいらっしゃいました。

　また、本日から飯嶋由貴さんが、柏西クラブ

の会員となります。

　仲間が増えて大変うれしく思いますが、残念

なお知らせもあります。

　それは柏高島屋の牧野さんが転出されると

いうことです。

　牧野さんにも一言ご挨拶をお願いいたします。

　先週 20 日金曜日の例会は、21日と 22 日に

開催された地区大会への振替えで、お休みでした。

　初日の 21 日は地区委員になっている皆さん

と、各クラブの会長・幹事の参加で、アパホテ

ル＆リゾート東京ベイ幕張を会場として開催さ

れました。

　13 時点鐘で、国歌斉唱、ロータリーソング斉

唱、ガバナー挨拶、ＲＩ会長代理挨拶と続き、13

－14 地区収支報告・監査報告・地区会計収

支報告承認に続き、各種委員会からの報告、そ

して表彰並びに感謝状贈呈（クラブ）。

　休息を挟んで、地区指導者育成セミナー、演

題は「有言実行～ベストを尽くす」講師はＲＩ会

長代理、台湾の第 3510 地区のロータリーネー

ム、ウイルソンさんの講演がありました。

　二日目の 22 日は地区内全会員が参加対象

で、ガバナー挨拶・地区の現況報告やＲＩ会長

代理より、ＲＩ会長メッセージ・現況報告があ

り、大会決議報告・大会決議採択と続き、来

賓祝辞や個人表彰などプログラム通り順調に

進行して午前の部を終了しました。

　午後は元衆議院議員の鈴木宗男氏による記

念講演「鈴木宗男の生きざま」と題して自身の

生い立ちから、中川一郎との出会い、秘書から

議員に当選、政治家としての活動や、収賄罪で

の起訴、収監など、色 と々話題の多かった方の

お話でしたので、興味深く拝聴致しました。

　地区大会は、地区やＲＩの現状や、地区内全

ロータリアンが集まりますので、他クラブの活

動状況など、情報を得るなど良い機会ですの

で、もっと多くの皆さんに参加して頂きたかった

なと思っています。

　昨日は、柏東ロータリークラブの創立 40 周

年記念例会に、参加してまいりました。

　柏東クラブでは、先月スリランカに柏東ロー

タリー文庫を設置してきたとの報告がございま

した。　

こうした外に向けての奉仕プログラムを柏西で

も取り入れていきたいと、改めて感じています。

1891回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.2015-16年度の地区委員へ仮委嘱状

　中村博亘会員　地区諮問委員会委員

　榊隆夫会員第　10分区ガバナー補佐

　増谷信一会員　フェローシップ委員会委員長

　金本元章会員　フェローシップ委員会委員

　鈴木桂三会員　ロータリー財団委員会

　財団資金・推進管理小委員会委員長

　水野晋治会員　ロータリー財団委員会

　財団資金・推進管理小委員会委員

　松本ユミ会員　奉仕プロジェクト委員会

　社会奉仕委員会(希望の風推進)委員

2.3月のロータリーレート　1ドル＝118円
　

3.第10分区　会長幹事会の案内
日時；3月18日(水)18：00～
場所；吉里（きり）別邸

4.2014年度奨学生・終了式及び歓送会の案内
日時；3月14日(土)　15：00～18：00
場所；三井ガーデンホテル千葉

5.柏南ロータリークラブ『創立35周年記念式典及び行事』開催の案内
日時；3月31日(火)16：00～20：00
会場；廣池学園
登録料；7,000円

6.平成27年度愛の献血かしわ推進協議会総会開催の案内
日時；4月24日(金)9：30～10：45
場所；柏市役所

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

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

会報　第1859,1860号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　市原 哲也   様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長　　　　　　　　　　　　　　　

　みなさんこんにちは。

　本日は、おおたかの森病院心臓外科の市原

哲也先生をお招きしています。

　先生には後ほど卓話をお願いしておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　ハン・ガンミンさんも、みえています。

　残りも少なくなり、来月には卓話も予定され

ています。

　ようこそいらっしゃいました。

　また、本日から飯嶋由貴さんが、柏西クラブ

の会員となります。

　仲間が増えて大変うれしく思いますが、残念

なお知らせもあります。

　それは柏高島屋の牧野さんが転出されると

いうことです。

　牧野さんにも一言ご挨拶をお願いいたします。

　先週 20 日金曜日の例会は、21日と 22 日に

開催された地区大会への振替えで、お休みでした。

　初日の 21 日は地区委員になっている皆さん

と、各クラブの会長・幹事の参加で、アパホテ

ル＆リゾート東京ベイ幕張を会場として開催さ

れました。

　13 時点鐘で、国歌斉唱、ロータリーソング斉

唱、ガバナー挨拶、ＲＩ会長代理挨拶と続き、13

－14 地区収支報告・監査報告・地区会計収

支報告承認に続き、各種委員会からの報告、そ

して表彰並びに感謝状贈呈（クラブ）。

　休息を挟んで、地区指導者育成セミナー、演

題は「有言実行～ベストを尽くす」講師はＲＩ会

長代理、台湾の第 3510 地区のロータリーネー

ム、ウイルソンさんの講演がありました。

　二日目の 22 日は地区内全会員が参加対象

で、ガバナー挨拶・地区の現況報告やＲＩ会長

代理より、ＲＩ会長メッセージ・現況報告があ

り、大会決議報告・大会決議採択と続き、来

賓祝辞や個人表彰などプログラム通り順調に

進行して午前の部を終了しました。

　午後は元衆議院議員の鈴木宗男氏による記

念講演「鈴木宗男の生きざま」と題して自身の

生い立ちから、中川一郎との出会い、秘書から

議員に当選、政治家としての活動や、収賄罪で

の起訴、収監など、色 と々話題の多かった方の

お話でしたので、興味深く拝聴致しました。

　地区大会は、地区やＲＩの現状や、地区内全

ロータリアンが集まりますので、他クラブの活

動状況など、情報を得るなど良い機会ですの

で、もっと多くの皆さんに参加して頂きたかった

なと思っています。

　昨日は、柏東ロータリークラブの創立 40 周

年記念例会に、参加してまいりました。

　柏東クラブでは、先月スリランカに柏東ロー

タリー文庫を設置してきたとの報告がございま

した。　

こうした外に向けての奉仕プログラムを柏西で

も取り入れていきたいと、改めて感じています。

1891回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.2015-16年度の地区委員へ仮委嘱状

　中村博亘会員　地区諮問委員会委員

　榊隆夫会員第　10分区ガバナー補佐

　増谷信一会員　フェローシップ委員会委員長

　金本元章会員　フェローシップ委員会委員

　鈴木桂三会員　ロータリー財団委員会

　財団資金・推進管理小委員会委員長

　水野晋治会員　ロータリー財団委員会

　財団資金・推進管理小委員会委員

　松本ユミ会員　奉仕プロジェクト委員会

　社会奉仕委員会(希望の風推進)委員

2.3月のロータリーレート　1ドル＝118円
　

3.第10分区　会長幹事会の案内
日時；3月18日(水)18：00～
場所；吉里（きり）別邸

4.2014年度奨学生・終了式及び歓送会の案内
日時；3月14日(土)　15：00～18：00
場所；三井ガーデンホテル千葉

5.柏南ロータリークラブ『創立35周年記念式典及び行事』開催の案内
日時；3月31日(火)16：00～20：00
会場；廣池学園
登録料；7,000円

6.平成27年度愛の献血かしわ推進協議会総会開催の案内
日時；4月24日(金)9：30～10：45
場所；柏市役所

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



1889 回合同例会
地区大会移動合同例会　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 2月 22 日（日）
1889 回合同例会
地区大会移動合同例会　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 2月 21～22 日

（敬称略）



（敬称略）



卓話 おおたかの森病院　市原哲也様卓話 おおたかの森病院心臓血管外科部長　市原哲也様



飯嶋　由貴新会員

おおたかの森病院　市原　哲也様

ポール・ハリス・フェロー お誕生日おめでとうございます

次回の例会は3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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　81.67%

60名
11名

出席報告

欠席者

太田、勝田、ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）
杉山、染谷、冨士川、水留、宮城
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

ゲスト（オブザーバー）
ハン　ガンミン様

(^^♪
地区大会参加ありがとうございました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　日暮　肇会長
アボジと呼んでくれる息子が
地区大会の後出来ました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　嶋田　英明会員　

牧野　考一会員　挨拶（2/28 付退会）

米山奨学生　ハン　ガンミン様　挨拶 飯嶋　由貴新会員

おおたかの森病院　市原　哲也様

ポール・ハリス・フェロー お誕生日おめでとうございます

次回の例会は3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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　81.67%

60名
11名

出席報告

欠席者

太田、勝田、ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）
杉山、染谷、冨士川、水留、宮城
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

ハン　ガンミン様

(^^♪
地区大会参加ありがとうございました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　日暮　肇会長
アボジと呼んでくれる息子が
地区大会の後出来ました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　嶋田　英明会員　

本人誕生日
鈴木　一弘会員

パートナー誕生日
鈴木　一弘会員



　　　　　　　　　　　柏西　ロータリークラブ細則　改正　　　　　　　2015.2.27

第２条　理事会
改正前 本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は会長、直前会長、会長エレクト（副会長）

幹事、会場監督、及び会員の１３名で構成される。

改正後 本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は会長、直前会長（副会長）、会長エレクト、
幹事、会場監督、及び会員の１３名で構成される。

第８条　委員会
第１節 戦略計画委員会：３年から５年にわたる戦略計画を立てることによってクラブのビジョンを
追加 描き、現会員と入会候補者が望むようなクラブづくりが可能となります。クラブの戦略計画は、

ビジョンに向けた目標から逸れないよう、定期的に見直しを行う。
クラブ戦略計画は、長期計画と年次目標の両方を含んだものとする。
クラブの現状を評価した上で年次目標を立て、目標達成に向けた行動計画を立てる。

第６節　小委員会を設置する
(a)クラブ管理運営委員会

プログラム小委員会
親睦活動小委員会
出席小委員会

追加 ウェブサイト小委員会：クラブのホームページを例会後、更新し維持管理を通じ
ロータリーについての情報、活動内容等をスピーディーに会員及び一般の人々に提供して
いく。

追加 クラブ会報小委員会：クラブ会報を作成、発行し会員相互のコミュニケーションを図っていく。

（c)公共イメージ委員会
追加 雑誌・広報小委員会：ロータリーに関する情報を一般の人に広めクラブの奉仕活動をより理解

して頂くために、メディア等に広報して認知度を高める。

追加 ソーシャル・メディア小委員会：クラブの行事や活動について、人々にソーシャルメディアを

利用し知らせる。



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1892回通常例会（2015.3.6）
■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/2014/

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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1861号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 3 分間スピーチ

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1892回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.2015年度米山奨学生世話クラブ・カウンセラー断りの通知

2.次期クラブ研修リーダー選任の依頼

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
　四季の春とは、3月から5月までを言
うそうです。
　寒暖の差が大きく、晴れの日も三日と
続かない状態です。
　お互いに体調を崩さないように気を
つけましょう。
　本日より、見付季代子さんが正式に、
柏西ロータリークラブの会員となりま
す。
　又、水戸証券柏支店長の栗原寿さん

は、今回はオブザーバーとしての出席で
すが、次週以降正式に会員になる予定
です。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　そして米山奨学生のハン・ガンミン
さんと、そのお友達で、同じく米山奨学
生のジョシ・スミト・ビラスさんもお越
しです。　
　ようこそいらっしゃいました。
　先日、3日火曜日の夜、会長エレクト
の森市さんの呼びかけで、次年度の、柏
西ロータリークラブの取り組みについ
て、意見の交換をいたしました。
　出席者は森市さん、榊さん、鈴木桂三
さん、馬場さん、金子さん、中村佳弘さ
ん、助川さんと私の 8人で、そこに元米
山奨学生のマハルジャン・ディネシュさ
んを招いて、マハルジャンさんの母国ネ
パールの現状について話をして頂き、経
済的に恵まれない子供たちも多いとい
うことから、地区補助金を使って、マハ
ルジャンさんの母国ネパールの子供た
ちに文房具を送るというプロジェクトを
実施したいと森市さんから提案されま
した。
　財団室 NEWS３月号のポリオプラス
についての記事で、2015 年はロータ
リーがポリオプラス・プログラムを開始
して 30 年目にあたると書かれていまし
た。
　ロータリーとパートナー団体が 1985
年以来取り組んできたポリオ撲滅活動

によって、年間 35 万件あったポリオの
発生数が、2014 年には、359 件以下に
減少したとのことでした。
　今年は 1月 1日より2 月 25 日迄で、
ポリオ常在国のパキスタンで 7 例出て
いるだけのようです。
　ロータリーがこの活動に寄付した金
額は、13 億ドルに上り、世界 20 億人の
子供たちをポリオの脅威から守ってき
ました。
　さらに、ロータリーのアドボカシー活
動は、各国政府から100 億ドルに及ぶ
寄付につながりました。
　私たちの柏西クラブでも、昨年 40 周
年記念ゴルフ大会での収益金から、50
万円をポリオプラスに寄付を致しまし
た。
　ポリオに感染し、運動障害などの後
遺症で苦しむ子供たちを無くすため
に、これからも協力していきたいと思い
ます。
　明日、７日には次年度地区の委員にな
る方たちの研修会（地区チーム研修セ
ミナー）が開催され、28日には、次年度
会長に就任する方たちの会長エレクト
研修セミナー（PETS）が開催されます。
　今年度もまだ 4ヵ月残っていますが、
次年度に向けての準備が本格的にス
タートする時期になりました。
　次年度の役員になられる皆さんに
エールを送りたいと思います。
　頑張ってください。



卓話 3 分間スピーチ 

ジョシ・スミト・ビラス　様
　皆さんこんにちは
私は木更津ロータリークラブにお世話になっております
ネパール人のジョシ・スミト・ビラスと申します。
　今日は私をお招き頂きありがとうございました。
　私は２００９年に来日しまして、今年３月に６年経ちます
が、まだまだ皆さんのように日本語で発表するの、緊張し
ています。
　皆さんの中にもネパールを知らない方が大勢いらっしゃ
ると思いますが、インドと中国の２大国の間にサンドイッチ
のように挟まれている小さい国です。
　仏様が生まれた国です。
　日本に来て一番驚いたことは、日本は公平で、それが一
番いいことじゃないかと思いました。
　ネパールは教育が受けられないのはもちろんのこと、教
育を受けた方々もカースト制度で、この人には触っちゃい
けない、この人の家には行ってはいけない。
　この人は僕たちの家に入らせてはいけないという事はけ
っこうあります。
　日本はそういう事が無いので素晴らしい国だと思いました。
　また、先ほど、ネパールの困っている子どもたちを支援し
ていただく話を聞きましたが、すごくありがたいです。
　私は首都で生まれたんですけど、まだまだ日本に来てア
ルバイトをしながら学校に通うのは結構大変でした。
　それで、その母国で経済的に困っている人の状況を自分
で実感する事が出来ました。
　毎日学校通いながらアルバイトを生活費を稼いで、学費
も稼ぐのは大変なことでした。
　そういう先進国から支援を貰って教育を受けられること
は向こうの困っている子たちも凄く嬉しいんじゃないかと
は自分も思っています。
　自分からもできる限り協力したいと思っています。
　以上です、ありがとうございます。

塚本　英夫　会員
　　突然の指名なんでなにを話そうかと思ってますけど、
私、明日誕生日でございまして、なんかすごいがっかりした
って所があるんですが、実は皆さんも御存知だと思うんで
すけど、介護保険の保健証が届きました、あれショックで
すね、その前に肺炎の予防接種のハガキも、届きましてや
ってきましたけど、だんだん近づいてきたなという感じもし
ないではないんですが、私は過去に事故と脳梗塞で２回
死んでおりますので、まだまだ頑張って自分の仕事をやっ
て参ります。
　ロータリー活動も、皆さんのお役に立てるように頑張っ
て参りますので、どうかよろしくお願い致します。

金本　元章　会員
　只今水野さんから世界一周の話が出たんですけど私は
水野さんの半分も行ってないかと思います。
　水野さんは何マイル以上乗りますとタグというのを頂き
まして、フライトのキロ数のマイルでしか表示されないんで
すけど、そちらが水野さんが７５万マイル、私がようやく２
０万マイル乗ったか乗らないかというところで、これ１年間
どんなに乗っても多分皆さんで１万か２万マイル、私が乗
ったなと思っても５万か６万マイルなんですよね。
　で、いろいろなものが混ざって１０万マイル超えて、ダイ
ヤモンドという最高位のランクになるんですが、多分水野
さんはもっと上の５００万マイルなんとかってのがありまし
て、そちらに一番近い。
　もう５００万マイルになるとですね、飛行機に着いたら外
でスーツ着てネクタイ付けた人が待ってて、出口までカート
に乗って出られるくらいの素晴らしいステータスになる方
でありまして、私はまだまだ１０万マイルを毎年なんとか達
成している形で、１０万マイルになるとチケットも買う時に
席が通常出てない席が出てきます。
　エコノミーでも足が伸ばせる席は予約で一杯になってし
まうんですが、我々の場合はそれを予約する事や、空港に
着いたらダイヤモンドはグローバル会員に入れるので、エコ
ノミーのチケットでも別にチェックインできて、早 と々飛行
機のチケットを貰えて、入国管理の入る所も別室から早く
入れます。
　これは団体のチケットでも適用されて、中のラウンジも
食べ物や飲み物も無料で、最近はマッサージもタダででき
て、飛行機に乗る時に１０分のマッサージも無料でできる
と至れり尽くせりでありまして、もし、チャンスが有れば、マ
イレージをトライしてみて下さい。



見付　季代子　新会員米山奨学生　ハン　ガンミン様　挨拶

お誕生日おめでとうございます ポール・ハリス・フェロー（マルチプル）
川和　弘行会員　表彰

次回の例会は3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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　75.00%

60名
15名

出席報告

欠席者

江口、ゲイビ、後藤、小林（太）、小林（正）、
渋谷、東海林、杉山、助川、染谷、中村（靖）、
水留、宮城、湯浅、吉野　　　　　　各会員

会員数

ゲスト（オブザーバー）

ジョシ・スミト・ビラス様

栗原　寿（くりはら　ひさし）様

ハン　ガンミン様

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
鈴木（健）会員、3番目のお孫様が、
見事、県立柏高校に合格されました。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

本人誕生日
塚本会員、森市会員、小溝会員、安田会員、
増谷会員、馬場会員

パートナー誕生日
塚本会員、嶋田（英）会員、鈴木（健）会員、金本会員

結婚記念日
日暮会長、勝田会員



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○
□�寒菊銘醸(山武市)（かんぎく）7:00集合7：30出発
□�会費；3，000円

秋 元�慶 一

②5月22日(金)『インターゴルフ(柏南RCとの合同)及び夜間合同例会』の件
○  承認

③6月4日(木)〜5日(金)『親睦旅行(移動例会)』の件
○ 日程は決定しているので行き先について承認をお願いします

 承認

※予算等は次回理事会にて

④報告事項
○ □�2014-15年度7月1日〜2月28日決算報告

□�牧野考一会員2月28日付け退会の為、慶弔金支給規定により餞別
□�ハンガンミン米山奨学生、奨学期間3月31日で終了の為、
�����3月27日歓送会18:00〜サロン・ド・ワンニャン
�����会費；3，000円

○
⑤その他

例会終了後、柏クラブでは例会場を喫煙所にしている（2:00まで）
松本 隆一郎 ○ □�テストケースでやってみる

○

○

柳          肇 ○ ��

○ ●次回理事会�2015年4月 3日（金）【例会終了後】

勝 田�健 一

金  子��正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第10回　理事会資料　

2015年3月 6日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①4月10日(金)『職場見学(移動例会)』の件日 暮��肇

○

水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

○金 本�元 章

鈴 木�桂 三 ○

嶋 田�英 明
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第2790地区

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

第1893回通常例会（2015.3.13）
■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/2014/

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

例会日／金曜日　12：30～
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1862号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　 ハン　ガンミン様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1893回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.地区大会表彰状の送付
個人表彰；鈴木桂三会員　ロータリー財団メジャードナー
クラブ表彰；ロータリー財団恒久基金寄付優秀クラブ

2.地区大会記念野球大会の案内
日時；2015年4月23日(木)
会場；QVCマリンフィールド(千葉マリンスタジアム)
登録料；一人3,000円

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
　本日から、水戸証券株式会社柏支店
支店長の栗原寿さんが、柏西ロータリー

クラブの会員として、仲間に加わりま
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　そして、柏西クラブへの入会を前提と
して、行政書士の成島勝美様がオブ
ザーバーとして出席頂いています。
　本日のクラブの雰囲気をご覧になっ
て、是非入会して頂けますようにお願い
いたします。
　ハン・ガンミンさんには、先週に続き、
本日は卓話者としていらしてます。よろ
しくお願いいたします。
　本日は、コンビニ業界の現状につい
て、少し話させて頂きます。
　コンビニ業界の現状
一位　セブンイレブン 
売上　3 兆 7812 億円
日販　66,4 万円
利益　2128 億円　　
JR西日本と提携
駅中キヨスク５００店舗がセブンイレブ
ンになる。
　オムニチャンネルに取り組み。
二位　ローソン

売上　1兆 9453 億円
日販　54,2 万円
利益　681億円　　
ローソン100 　260 店舗閉店　
内 60 店舗は薬扱い店舗に。
健康志向のナチュラルローソン ( 生鮮
品を充実した小型スーパー ) や薬扱い
店舗の展開。
三位　ファミリーマート
売上  １兆 7219 億円
日販　52,1 万円
利益　378 億円　　
韓国市場から撤退 7000 店以上失う。
ユニーグループ ( サークルケイ・サンク
ス )と合併、業界二位に。
四位　サークルK・サンクス
売上　9506 億円
日販　45,1 万円
利益　109 億円　　
五位　ミニストップ
売上　3499 億円
日販　44,5 万円
利益　45 億円



卓話 米山奨学生　ハン　ガンミン様



栗原　寿　新会員米山奨学生　ハン　ガンミン様　

お誕生日おめでとうございます ロータリー財団メジャードナー　鈴木　桂三会員

次回の例会は3月20日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　85.25%

61名
9名

出席報告

欠席者

江口、太田、岡島、後藤、小林（太）、
小林（正）、渋谷、杉山、染谷、
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

ゲスト
成島　勝美様（オブザーバー）

ハン　ガンミン米山奨学生様

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
助川会員、髙田会員、水留会員

パートナー誕生日
助川会員
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2. みんなに公平か？
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第1894回通常例会（2015.3.20）
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柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
創立 19 5年11月 日創 立 1975年11月 7日

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1863号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　山 田 修 平　　様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1894回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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

2.柏西･柏南RCゴルフ対抗戦及び合同夜間例会の案内
日時；５月２２日(金)
【ゴルフ】場所；習志野カントリークラブ　キングコース
　　　　　時間；集合8：40･スタート9：03
プレー費；16,400円(キャディ･カート･昼食付税込み　※各自精算
参加費；3,000円
【合同夜間例会】点鐘；19：00
　　　　　　　　場所；麗宮飯店

3.例会変更のお知らせ
我孫子RC；3/24(火)家族親睦例会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
本日は、パストガバナーで地区財団委員
長の、山田修平様をお迎えしておりま

す。山田様は地区ガバナーを務めた後、
地区の財団委員長を 3 年連続で務めて
いらっしゃいます。そして次年度は研修
リーダーになることが決まっておりま
す。山田様の愛車のナンバーは 2790 と
地区のナンバーと同じです。このように
ロータリーに対する思い入れと同時に、
多くの実績を残されました。セミナーで
使われています財団ハンドブックも山田
様の作でございます。
　柏西ロータリークラブへ、ようこそい
らっしゃいました。山田様には本日の卓
話をお願いしておりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
　そして、本日のお客様に柏ロータリー
クラブの松丸隆一様と、米山奨学生の
ハン・ガンミンさんがお越しです。例会
を楽しんで下さい。
　昨日付で、SMBC 日興証券柏支店、
支店長の太田豊さんに人事異動の発令
が出たため、本日の例会を欠席すると
の連絡がありました。スケジュールや後
任者の件も含めて、改めて連絡を頂ける
とのことでした。

　15日、日曜日に柏駅東口で献血キャ
ンペーンがあり、柳肇人間尊重委員長
と 6 名の会員でお手伝いをしてきまし
た。当日の献血実績の報告と、お礼の文
章が柏市役所、保険福祉部、保険福祉
総務課より届いています。参加して下
さった皆さん有り難うございました。
　18日、水曜日には、10 分区の会長・
幹事会があり、4月14日 ( 火 )にクレス
トホテル柏で開催される 10 分区合同
例会のことと、5月26日 ( 火 )に藤ヶ谷
カントリークラブで開催される、分区親
睦ゴルフ大会について、話し合いまし
た。すでに FAXで案内が届いているこ
とと思いますが、奮って参加してくださ
いますようお願いいたします。
　5月 22 日 ( 金 ) には、恒例の柏西・
柏南のゴルフ対抗戦が奈良市のカント
リークラブ・キングコースで開催される
ことが決定しています。日にちを措かず
ゴルフが続きますが、今から予定を組
んでおいてください。



特別月間について
　本日は卓話にお招きいただき、有難うございます。鈴木
桂三会員から、クラブは親睦だけでなく奉仕に力を入れる
べきという内容についてのリクエストがございましたので、
ロータリー補助金と奉仕についてのお話しをさせて頂きま
す。
柏西ロータリークラブの皆さんは既にご存知と存じます
が、2015 年７月からロータリーの特別月間が変更になりま
す。ロータリーの特別月間は、クラブだけでなく、ロータリ
アン一人ひとりがロータリーの活動に参加するよう強調す
るためＲＩ理事会が特別に指定した月間です。特別月間に

は、クラブも会員も、奉仕の重要性を認識し、特に力を入れ
るため、クラブ会長が例会で説明したり、担当の委員会が
卓話したりして参りました。
ＲＩ理事会は、2014 年 10月理事会で、このロータリー特
別月間を、重点分野を強調するものに変更しました。2015
年７月１日から変更になります。ロータリー財団のグローバ
ル補助金を申請するためには、６つの重点分野の１つ以上
に該当するプロジェクトでなければならないという要件が
ありますが、その６つの重点分野が全て特別月間になりま
した。奉仕の重要性を認識して行きたいものです。
この変更はＲＩが財団化している表れだと思われるかも知
れませんが、私は全世界のロータリアンにロータリーの重
点分野を理解して貰い、奉仕活動に力を入れて頂きたい、
との表れだと思います。
新しい特別月間に関する説明等は、インターネットで検索し
てもまだありませんが、ロータリー財団の重点分野の基本
方針というものがあります。これは特別月間の解説ではあ
りませんが、グローバル補助金申請の際に、重点分野の範
囲内にある活動と範囲外にある活動の例が掲載されてい
ます。これらを参考にして、次年度からの特別月間に備え
て頂きたいと思います。

従来の特別月間 
８月 会員増強・拡大月間
９月　新世代のための月間

10月 職業奉仕月間
 米山月間 
11月　ロータリー財団月間
12月 家族月間（廃止） 
１月 ロータリー理解推進月間（廃止）
２月 世界理解月間（廃止）
３月 識字率向上月間 
４月 雑誌月間（廃止） 
５月 なし

６月 ロータリー親睦活動月間

2015 年７月からの特別月間
会員増強・拡大月間（変更なし）
基本的教育と識字率向上月間（３月の識字率向上月間に
基本的教育を加えて移動）
経済と地域社会の発展月間（新設）
米山月間（日本独自・変更なし）
ロータリー財団月間（変更なし）
疾病予防と治療月間（新設）
職業奉仕月間（10月から変更 )
平和と紛争予防／紛争解決月間（新設）
水と衛生月間（新設）
母子の健康月間（新設）
青少年奉仕月間（９月新世代のための月間から名称を変更
して移動 )
ロータリー親睦活動月間（変更なし）

、特に力を入れ
の委員会が

ー特
015
バ

卓話 ロータリー財団地区委員長　山田 修平　様

22015 年年７月１日からの区別月間  



人間尊重委員会　委員会報告研修委員会　委員会報告　

次回の例会は3月27日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　80.32%

61名
12名

出席報告

欠席者

江口、太田、岡島、ゲイビ、後藤、小林（太）、
小林（正）、渋谷、杉山、助川、見付、染谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

ゲスト
ロータリー財団地区委員長　山田修平様

ハン　ガンミン米山奨学生様

ビジター
柏ロータリークラブ　松丸隆一様

BOXありがとう！ニコニコ

山田修平PG 財団委員長 ようこそ柏西RCへ
日暮会員

会社設立50周年ありがとうございます
金本会員

パートナー誕生日
中村博亘会員
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柏西ロータリークラブ

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

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

四つのテスト

会報　第1864号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　小野  晴香　  様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1895回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.４月のロータリーレートは１ドル＝１１８円

2.サンパウロ国際大会「委任状」提出の依頼

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

 

　みなさんこんにちは。
　本日は、SMBC日興証券の太田豊さ
んが転出されることになり、後任の支店

長として赴任する菊池昌隆さんと共に、
例会に参加して頂いています。
　菊池さんには、柏西ロータリークラブ
に入会して頂くことになりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。
　又、本日の卓話者として、財団奨学生
の小野春香さんをお招きしています。
　小野さんよろしくお願いいたします。
　先週につづき、本日も例会に参加し
て頂いていますハン・ガンミンさんが、
先日目出度く千葉大学大学院園芸学研
究科を終了致しました。
　この後、中国で 2 年ほど過ごした後
に、国に帰るそうです。
　一年間世話クラブとしてお付き合い
をしてきましたが、クラブの行事にも積
極的に参加して頂き、クラブの中に溶け
込んでいたように思います。
　今夜、サロン・ド・ワンニャンで送別
会が行われますが、皆で彼を激励し、今
後の活躍を期待し、送り出してやろうと
思っています。
　今週は、朝・夕の冷え込みが続いて
いましたが、ようやく春らしい暖かい陽

気になってきました。
　桜の花も咲き始め、来週の火曜日に
は、柏南クラブの 35 周年記念例会に、
お邪魔することになっていますが、麗澤
大学の桜が見頃になるのではないか
と、楽しみになってきました。
　毎年のように、柏南クラブの観桜例
会に参加しているのですが、つぼみだっ
たり、花の終わりだったりと、いつも満
開の時に当たる事ばかりでは無かった
ように思います。
　3月の例会も今日で最後となり、私の
任期も残り３ヶ月となってきました。
　予定されている行事をこなしていくと
同時に、次年度与えられた役職について
も、何をしたらいいのか、そろそろ考え
ていかなければと思っています。



元財団奨学生　小野　晴香様卓話



元財団奨学生　小野　晴香様米山奨学生　ハン　ガンミン様

退会挨拶　太田　豊会員

次回の例会は4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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　85.25%

61名
9名

出席報告

欠席者

江口、岡島、後藤、小林（正）、渋谷、
杉山、染谷、中村（靖）、松本（隆）、見付、　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
鈴木（子）会員
長期欠席・結婚50周年(＾▽＾)　　　　　　　　　　　　

山田修平様 
地区ロータリー 財団委員長先週頂きました(＾▽＾)　　　　　　　　　　　　　　

太田　豊会員　
みなさんいろいろお世話になりました　　　　　　　　　　　　　

升谷　庸会員　
入会、丸10年たちました。ロータリーを学びます　　　　　　　　　　　　　

ゲスト

菊池　昌隆様（オブザーバーSMBC日興証券）

小野　晴香様（元財団奨学生）

ハン　ガンミン様（米山奨学生）



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1896回通常例会（2015.4.03）
■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/2014/

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
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

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1865号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　齋藤 敏文   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1896回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.例会変更のお知らせ
柏RC ；４/15(水)は4/14(火)第10分区合同例会に振替

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
　先週金曜日、例会のあった日に、夕方
6 時よりハン・ガンミンさんの送別会が

田代さんのサロン・ド・ワンニャンで
開かれ、参加した会員13 名と小野春香
さんも交えて、和やかな雰囲気でガンミ
ンさんの大学院修了を祝い、送り出すこ
とが出来ました。
　今週火曜日には、柏南ロータリークラ
ブの創立 35 周年記念式典並びに記念
例会に、大勢の柏西クラブの皆さんとと
もに参加してまいりました。
　三部構成で、第一部が式典、第二部
が天満敦子ヴァイオリンコンサート、第
三部が懇親会となっていて、柏南クラブ
らしい、素晴らしい記念行事でした。
　キャンパス内の桜もこの日に合わせ
たように満開となり、お花見も楽しむこ
とが出来ました。
　前にお話ししたことがありますが、ロ
ータリー特別月間があり、今月4月はロ
ータリーの雑誌月間となっています。
　そんなことから本日の卓話は、ＩＴ・
雑誌・広報委員長の斎藤さんにお願い
してあるのですが、7月の新年度から、
ロータリーの特別月間が変更になりま
す。

　変更後、4 月は新規で出てきた母子
の健康月間となります。
　新規で出てきたものとして、10月の経
済と地域社会の発展月間、12月の疾病
予防と治療月間、3月の水と衛生月間等
があります。
　変わらないのは、8 月の会員増強・
拡大月間と、11月のロータリー財団月間
そして 6 月のロータリーの親睦活動月
間だけで、その他は言葉が変わったり、
月が移動したりと大分変更されていま
す。
　新しい特別月間については、別に案
内が出ていますので、次年度活動計画
の参考にして頂ければいいと思います。



　IT・雑誌広報委員会の斎藤です。
　今日は、私に卓話の時間をつくっていただきありがとう
ございます。
　入会2年目にしてこの委員長をお受けした訳ですが、ま
だまだロータリー活動を理解していなく付かず離れずの
ローターリー活動ですが、今日は私が行っているフェイス
ブックの投稿と、昨年8月2790地区広報公共イメージ委員
会（金本委員長）で勉強しましたプレスリリースの作り方
を発表します。
　それでは、プロジェクターに写っています柏西RCのフェ
イスブック（FB）は私が例会時に撮った写真をメーンに上
げています。
　先ず、ホワイトボードの次第から始まりまして会長挨拶、
幹事報告、卓話、例会風景等手順をワンパターンにして
アップしています。
　柏西RCの方はまだまだFBを見ている方が少ないか、そ
れとも友達申請をしていないか、沢山“いいね”をしていた

だくと有難いです。
　例会最中に私がウロチョロしているのは、FBアップの為
の準備ですのでご理解ください。
　また、柏西RCにはウェブサイトもあります。
　私自身今回の発表で初めて見た訳ですが、次年度ウェ
ブサイト管理委員会の委員長予定者になってしまいました
ので、次年度会長予定者の森市さんからサイトの活性化を
命ぜられました。
　東海林さんと協力して取り組む所存です。
　次に、地区で勉強してきましたプレスリリースの作成方
法ですが、RC活動を外部に発信していく手段の手法であ
ること。
　すなわち「パブリッシティ活動」を世にアピールしていく
ことで結果、RC活動を理解していただき強いては会員拡
大に繋がる訳です。分かりやすいプレスリリースを作成し
て、柏市役所の中に構えている記者クラブに投稿して、取
り上げてもらうと東葛版に記事が出るということです。
　今柏市の記事を一番取り上げているのは、柏市インフォ
メーション協会さんの取り組みです。
　そこのプレスリリースは完成度が高く、作成物をご覧く
ださい。
　最後に、国際RCのウェブサイトをご覧いただき、
MyRotaryのアカウントを登録してロータリーの知識の向
上に役立てていただきたいと思います。
　最後に、この卓話を機に私もロータリー活動を深めてい
く所存です。
　ご清聴ありがとうございました。

齋藤 　敏文

アップの為

ウェ
た

卓話　 IT・雑誌広報委員長　齋藤 敏文



中村　博亘　会員（スポンサーピン授与）お誕生日おめでとうございます　

出席委員会報告　安田　勝紀　会員　 　

次回の例会は4月17日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　75%

60名
15名

出席報告

欠席者

浅野、江口、ゲイビ、後藤、小林（正）、小溝、
渋谷、杉山、助川、鈴木、染谷、中嶋、中村（靖）、
松本、水留　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
ちょっといいことありました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　中村　佳弘会員
独居の母が後藤会員の
マザーズガーデンに入居できました　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　飯合　幸夫会員
(＾▽＾)4/1より社長を辞退いたしまして会長を
襲名いたしました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　金本　元章会員

本人誕生日
鈴木　桂三会員、秋元　慶一会員
パートナー誕生日
宇田川　博司会員
結婚記念日
馬場会員、塚本会員、宇田川夫妻、榎本夫妻

40周年記念式典写真ありがとう
住田会員、水野幹事、升谷会員、森市会員、田代会員、
日暮会長、鈴木子郎会員、鈴木桂三会員、馬場会員、
岡島会員、鈴木健吾会員、秋元会員、嶋田会員、
塚本会員、増谷会員、安田会員、飯合会員、柳会員、
金子会員、東海林会、員川和会員、勝田会員、榊会員、
榎本会員、松本会員



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○
□�予算（会費）について
詳しい予算は参加を行い人数が確定した上で決定します。

秋 元�慶 一 別紙内容で幹事・親睦委員長に一任する。
 承認

○ ②報告事項
□�2014-15年度7月1日〜3月31日決算報告
 承認

○ □�太田豊会員3月31日付け退会の為、慶弔金支給規定により餞別
 承認

□�新入会員（太田会員後任：菊池昌隆様）入会の件
 承認

③その他
○ □�プロジェクター購入の件

購入前提でクレスト等と調整
□�ゴミゼロの件
例年の柏駅ではなく大堀川のゴミ拾いを行う。
□�プログラム委員会より
後半は外部卓話を中心としているため予算4万円を超えます。

○

松本 隆一郎 ×

○

○

柳          肇 ○ ��

○ ●次回理事会�2015年5月 8日（金）【例会終了後】水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

○金 本�元 章

鈴 木�桂 三 ○

嶋 田�英 明

勝 田�健 一

金  子��正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第10回　理事会資料　

2015年4月 3日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①6月4日(木)〜5日『親睦旅行(移動例会)』の件日 暮��肇

○



承 認：1975年11月24日
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承 認：1975年11月24日

第2790地区

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

第1899回通常例会（2015.4.17）
■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/2014/
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柏西ロータリークラブ

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

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

四つのテスト

会報　第1866号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　河内 喜文    様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1899回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

1.RLI(ロータリー・リーダーシップ研究会)パートⅢ開催の案内
日時；5月19日(火)　9：20～17：00
場所；千葉市民会館

2.ロータリー財団の寄付に対し表彰品の送付
ポール・ハリス・フェロー（PHF）；松本隆一郎・宮城和彦・宇田川
博司会員

3.例会変更のお知らせ
松戸中央RC;5/7(木)は、任意休会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
　本日は、中央学院大学ゴルフ部監督
の、河内喜文様にお越しいただいており

ます。
　柏西ロータリークラブへ、ようこそい
らっしゃいました。
　河内様には本日の卓話をお願いして
おります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　先週金曜日は移動例会で山武市の
酒蔵、寒菊銘醸へ職場見学に行ってき
ました。社長さんから、直接酒造りにつ
いて説明を受け、蔵の一部を見学させ
てもらった後、併設されているレストラ
ンで飲み放題付の食事を頂いてきまし
た。
　この蔵では現社長になってから、地
ビールの生産もしていて、種類の違う
ビールを飲み比べすることが出来、酒好
きの皆さんにとっては大満足の一日
だったと思います。
　この蔵を紹介してくださった春日屋
の中村さん、有り難うございました。
　プロジェクト委員会の馬場さんと職
業奉仕委員会の榊さん、お疲れ様でし
た。
　又、火曜日には１０分区の合同例会

があり、例会終了後の懇親会では、落語
とミニコンサートを楽しみながら、他ク
ラブ会員の皆さんとの懇親を深めるこ
とが出来ました。
　折角の機会でしたが、西クラブから
は、新入会員の参加が少なかったのが
残念でした。
　本日は、西クラブ第２回目の研修会
がありますので、入会間もない会員さん
は、是非参加して頂きたいと思います。
時間は 18：00 ～19：30までの予定で、
場所は柏商工会議所 302 号室です。



 
　みなさん、こんにちは。
ただいまご紹介いただきました、私、中央学院大学ゴルフ
部監督を務めております河内（こうち）と申します。
　本日は、何卒よろしくお願いします。
　昨年、我々中央学院大学ゴルフ部女子が、春の関東・
全国大会、秋の関東・全国大会と全ての団体戦で優勝す
ることができました。
　本日は、その優勝を果たしたお話しというより、優勝す
るためにどういったことに取り組んだのか、いま中央学院
大学ゴルフ部がどういった事を目指して活動しているのか
についてお話しをさせていただきます。
　昨年は、大会のたびに学生に対して決め事を決めて試
合に臨んでさましたが、本日は、昨年10月末に開催された
秋の全国大会「信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦」
での取り組みについてまずはお話しをさせていただきま
す。
　学生との大会期間中の決め事は、1.朝のウォーミング
アップを徹底する。
　2.ケーキやアイスクリームなどのデザートを食べない
事。
　3.マイナスの言葉・動作・表情は取らず、ピンチの時でも
笑顔で受入れる。という3点です。
　一つずつどういった理由があるかを説明させていただ
きます。
　まず1点目の「朝のウォーミングアップを徹底する」です
が、我々はスタート時間の2時間前にはゴルフ場に入りま
す。
　ですから、もし8時のスタートでしたら6時入りというよう
にです。
　ゴルフという競技は（ゴルフに限らず他のスポーツや何
事においてでもですが）、準備をしっかりしたから良いス
コアが出るとは限りません。
　逆に準備を怠っても良いスコアが出ることもあります。
　しかし、大切なことは何事にもベストを尽くして取組む
ということです。
　このことは、後程お話しさせていただきますが、脳に良
い癖が付きます。
　2点目の「ケ－キやアイスクリームなどのデザートを食べ

ない。」は、疲れてくると人問は甘いものが欲しくなりま
す。
　しかし、デザート等の砂糖による糖分の摂取の仕方は、
トータル的には疲労が取れません。
　どのように糖分を補給するかと言いますと、100％ジュー
スや果物などから摂取します。
　3点目の「マイナスの言動・動作・表情は取らず、ピンチ
の時でも笑顔で受け入れる。」は、人はマイナスな言葉・
動作・表情を取ると体内にマイナスのホルモンが一気に流
れ、筋肉の動きが悪くなります。
　逆にスコアが今ひとつでも笑顔でいたり、強気で前向き
な言葉を口にしたり、堂 と々した態度で歩いたりしている
と、脳は「自分は調子がいい」と錯覚し、動きが良くなって
いきます。
　こういった取組みを心掛けるとは、何事に対してもベス
トを尽くすという癖が脳に付きます。
　部活の本来の在り方は、勝負に勝つためではなく人間
形成の場と考えております。
　学生が社会に出てから、仕事やさまざまな物事に対し、
ベストを尽くすということは大切なことです。
　ついつい勝負にこだわり、勉強は適当でいいやと取組
んでいますと、その競技への取組みもどこかでまあいいや
が出てしまいます。
　他にも具体例を挙げますと、靴をキッチリ並べることも
競技力向上に繋がります。
　妥協をしない癖が付き、物事を突き詰めていく癖が付く
からです。
　以上のような取組みを実行していけば、周囲からも感じ
の良い学生、好ましいプレーヤーに映ります。
　そうすると応援していただけるチームになっていきま
す。
　我々、中央学院大学ゴルフ部は、優勝をし続けても応援
されるチ－ム作り、即戦力となる社会人を排出で
きるチーム作り、更には、ゴルフ界や社会全体に好影響を
与えるチーム作りを目指しています。
　これからも、中央学院大学ゴルフ部に対しまして叱咤激
励を賜われば幸いです。
　もっともっと自信と誇りを持てるチーム作りを目指してま
いりますので、今後もご声援よろしくお
願いします。
　本日は、このような機会を与えていただき感謝申し上げ
ます。
　ご清聴いただき誠にありがとうございました。

河内 　喜文　様　（中央学院大学）

が欲しくなりま

仕方は、

ュー

げ

卓話　 中央学院大学ゴルフ部　監督　河内 　喜文　様



第 2 回研修会（中級編） 4月 17 日（金）

場所：帝国ホテル 4月 22 日（水）東京ロータリークラブ訪問



4 月 10 日（金）
1897 回移動例会
職場見学　酒蔵『寒菊銘醸』



4 月 14 日（火）

1898 回合同例会
第 10 分区合同例会および親睦会　ザ・クレストホテル柏



　

表彰　財団寄付（ポール・ハリス・フェロー）　宇田川　博司　会員表彰　財団寄付（ポール・ハリス・フェロー）　宮城　和彦　会員

次回の例会は5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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　78.33%

60名
13名

出席報告

欠席者

ゲイビ、後藤、小林（正）、齋藤、渋谷、東海林、
杉山、助川、染谷、塚本、松本（隆）、見付、岡島
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
片岡様　職場見学参加させて頂きました。
ありがとうございました。

ボタンありがとうございました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川和会員

手術してから、1年経ちました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　松本　エミ会員

とても元気になられて安心しました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柏西RC

パートナー誕生日
中嶋　利生会員、小溝　正行会員、

結婚記念日
榊会員、浅野会員、宮城会員

写真ありがとう
木村会員、宇田川会員、中嶋会員、中村（博）会員、
小溝会員、中村（靖）会員、水留会員、江口会員、
丸山会員 ゲスト

中央学院大学　　　河内　喜文様



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1900回通常例会（2015.5.8）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
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

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1867号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　櫻井 良樹    様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1900回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　本日は、麗澤大学外国語学部教授、
史学博士櫻井良樹様にお越しいただい
ております。
　ようこそいらっしゃいました。
　櫻井様には、本日の卓話もお願いして
おります。
　よろしくお願いいたします。
　又、SMBC日興証券柏支店長の宮下
太雅さんが、前任者の太田豊さんの後

を引き継ぎ、本日より柏西ロータリーク
ラブの会員となります。
　よろしくお願いいたします。
　そして、柏高島屋からは支店長の景
山勝さんにも、お越し頂いています。
　景山さんにも、前任者の牧野孝一さ
んの後を引き継ぎ、会員となって頂くこ
とになっていますので、よろしくお願い
いたします。
　本日は第 1900 回目の例会で、一つ
の節目の例会となります。そこで、お祝
いの意味を込め、ケーキを用意いたしま
した。
　さて、前回の例会から、4月24日は、
4 月 14 日の第 10 分区合同例会の振替
で休会となり、先週５月１日は任意の休
会でしたので、久しぶりの通常例会とな
ります。この間、4月17日夕方からの第
2 回クラブ研修会、終了後の新人歓迎
会を兼ねた懇親会、そして 22日の東京
ロータリークラブの例会には 21 名で参
加してきました。
　又、森市会長年度に向け、24日夜、次
年度委員長会議が開催され、森市会長
エレクトより次年度の活動計画と方針
が示され、29 日には次年度クラブ委員
長を対象として、地区研修・協議会が
幕張のアパホテルで開催されました。
　そうした中、4 月 25 日ネパールで大
地震が発生し、建物の倒壊などにより
多数の死傷者が出ました。

　ニュースでも連日報道されている通
り、先の見えない不安の中、多くの人た
ちが支援を必要としております。
　私たちのクラブでも、ネパール出身の
米山奨学生として、マハルジャン・ディ
ネシュさんをお世話した経緯がありま
す。
　そうした繋がりから、次年度森市会
長年度ではネパールの子供たちに学用
品などを送るプロジェクトを実施したい
と計画しているところです。
　そして今回、この災害に対して、マハ
ルジャンさんからも、支援の協力を私た
ちのクラブに対して、要請してきていま
す。
　既に地震の発生から約 2 週間という
時間が経過しましたが、復興まではまだ
まだ長い期間と、多くの支援が必要だ
と考えられます。
　そこで、とりあえず義援金の募金を会
員の皆様にお願いいたします。
　本来はこうしたことは、理事会で承認
されてから実施するのが筋ですが、本
日例会終了後の理事会では更に 1 週間
先になってしまいますので、理事会では
事後承諾をお願いするということで、今
から皆様の善意の募金をお願いいたし
ます。
　ご理解とご協力をお願いいたしま
す。



 
　現在、つくばエクスプレス開業によって開発が進みつつ
ある柏の葉キャンパス駅周辺は、江戸時代は小金牧の一
部であった。
　明治に入ると民間に払い下げられ開墾が始まった。
 昭和期には、このまとまった土地を利用して、日中戦争開
始後は陸軍飛行場が設けられ、太平洋戦争が始まると首
都防空のための飛行場として機能した。

　柏歴史クラブでは、現在でも残っているその痕跡を探
る活動を行い、まず無蓋掩体壕６基の残存を確認し、そ
の保存活動に着手した。
　次にロケット戦闘機「秋水」の試験実験用の燃料庫5基
を確認した。柏ゴルフ場のマウンドの下に隠れていたので
ある。
　「秋水」は、米軍のB29戦闘機に対抗することをめざし
た陸海軍の秘密兵器で、その基地として予定されていたの
が柏飛行場であった。
　燃料庫は2010年夏から本年にかけて発掘され、その姿
が明らかになりつつある。
　その他、富勢には高射砲聯隊や工兵隊があり、緑ヶ丘
付近には日立や東京機器工業の軍需工場があった。
　これらの跡地は、戦後になっていち早く郊外住宅地とし
て大規模に開発され、現在のベツトタウンとしての柏を形
づくる基礎となった。
　なお詳細は上山和雄編著『柏にあった陸軍飛行場』
（芙蓉書房出版、2015年）を参照されたい。

櫻井　良樹　様　（麗澤大学外国語学部教授）

卓話　 麗澤大学外国語学部教授　史学博士　櫻井　良樹様

1.月のロータリーレートは１ドル＝１１８円

2.地区指名委員会よりガバナーノミニー(2017-18年度)の確定宣言
寺嶋哲生会員（柏RC）

3.会員増強と退会防止策についての依頼
2790地区3月末の会員数は2,778名目標は
『2790地区を2,790名の会員に！』

4.フェアウェル・チャリティパーティィの案内
日時；6月13日(土)
場所；ホテル・ザ・マンハッタン

5.浦安RC「第16回　浦安チャリティーウオーク」の案内
日時；5月24日(日)　10：30スタート　　

会場；浦安市運動公園

6.ローターアクト合同会議の案内
日時；5月17日(日)　14：00～
会場；「五井グランドホテル」桂の間

7.柏青年会議所『創立45周年記念式典及び祝賀会』の案内
日時；6月21日(日)　14：00～基調講演・17：00～式典・祝賀会

8.例会変更のお知らせ
我孫子RC；5/19(火)は、親睦旅行(金沢～能登)
5/26(火)は第10分区親睦ゴルフ大会へ変更
柏東RC；5/21(木)移動例会・6/4(木)；休会・6/25(木)；親睦旅行
柏RC ；6/14(水)；夜間例会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



　

次回の例会は5月15日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　86.89%

61名
8名

出席報告

欠席者

江口、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、
染谷、升谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
柳　肇会員、榊　隆夫会員、見付　季代子会員

本人誕生日
鈴木　康之会員、飯合　幸夫会員、住田　みゆき会員

結婚記念日
中村（佳）会員、川和会員、小林（太）会員、柳会員、
岡島会員

写真ありがとう
鈴木（康）会員、古田会員

菊池　昌隆　新会員新会員紹介　増谷　信一　会員

第 1900 回通常例会　記念ケーキ 第 1900 回通常例会　記念撮影　

お誕生日おめでとうございます 森市　直樹　会員　表彰



開催�日時 会�長 日�暮���肇

開催�場所 幹�事 水�野�晋�治

理���事 出欠

○
□�進捗状況�4人部屋�1人22,000円
������������������ 1人部屋�1人28,000円

秋 元�慶 一  承認

②新入会員候補の件
○ □�影山�勝様（昭和32年10月7日生�57）

（株）髙島屋　柏店　店長

柏市末広町3−16
○ 職業分類；百貨店

推薦者；飯合幸夫会員
 承認

③5月30日(土)「ゴミゼロ運動」の件

○ 集合；10：00西光院（榊隆夫会員の所）
※昼食を用意する
委員会予算5万以内で実施したい
 承認

④報告事項
○ □�2014-15年度7月1日〜4月30日決算報告

□�クールビズ「夏服」について�5/1〜10/31
ノーネクタイ・ジャケットの着用不要（襟付きシャツ着用）

松本 隆一郎 ○ ※行事の際には着用する事
 承認

□�4/10（金）職場見学収支決算報告
○  承認

⑤その他
○ ネパールへの義援会について

期間：早めに
 承認

柳          肇 ○ 寄付先：公的機関へ寄付する

※理事会の承認を得た公式の募金とする

○ ●次回理事会�2015年6月 12日（金）【例会終了後】

それぞれ徴収）

今年度は例年と違い、大堀川周辺のゴミ拾い（雨天決行）

水 野�晋 治

馬 場��弘

増 谷  信 一

森 市  直 樹

○金 本�元 章

鈴 木�桂 三 ○

嶋 田�英 明

勝 田�健 一

金  子��正

　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　第10回　理事会資料　

2015年5月8日�例会終了後

�ザ・クレストホテル柏

議��題��概��要

①6月4日(木)〜5日(金)『親睦旅行(移動例会)』の件日 暮��肇

○



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1901回通常例会（2015.5.15）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2014/

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
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

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1868号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　野寄 順三    様

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1901回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　本日は、お客様としてお二方をお迎え
しています。
  　柏西ロータリークラブへ、ようこそい
らっしゃいました。野寄順三様には本日
の卓話をお願いしております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　又、野寄様には西クラブに入会して頂
くことになっておりますので、よろしくお
願いいたします。
　先週、ネパール大地震について、皆さ
んに義援金へ協力してくださいとお願
いしましたが、例会後の理事会で、クラ
ブとして取り組むことで、承認されまし
た。
　先週だけでも多くの募金に協力して
頂きましたが、復興には継続して支援し
ていく必要があると思います。
　西クラブでお世話した元米山奨学生
のマハルジャン・ディネシュさんも、ネ
パールの友人と、その友人の勤め先の
方達と、募金と支援物資を集める活動
をしています。
　10 日の日曜日にはお台場で募金活動
をしたと、ラインで知らせてきました。
　今月31日に、滞在 1週間の予定でネ
パールに支援に行くということです。
　マハルジャンさんの実家は 4 月 25 日
の大地震の時は、家も家族も無事でし
たが、先日12日の地震ではお祖母さん
の家が壊れてしまい、住めなくなってし
まったそうです。
　お祖母さんに怪我はなく、マハルジャ
ンさんの実家に身を寄せているそうで
す。

　マハルジャンさんから「西クラブで集
めた募金を、宜しければ預からせて頂
けませんか、責任をもってネパールに届
けます」との申し出もあったのですが、
昨日 14 日付で地区ガバナー事務所か
らも義援金について会員一人 1000 円
を目安に協力を依頼する文書が届き、
米山奨学会からも同じく義援金の協力
依頼が来ています。
　送り先については、理事会で相談し
て決めようと思っていますが、引き続き
募金への協力をお願いいたします。
　来週は、柏南クラブとのゴルフ対抗
戦が習志野カントリークラブで開催さ
れます。
　私もゴルフは下手ながら楽しみにし
ていたのですが、まだ手の痛みが取れ
ないため、秋までゴルフは封印すること
にしました。
　参加する人は楽しみながらスコアに
もこだわって頑張ってください。
　夜間例会にはゴルフをしない人も是
非参加してください。

1.ネパール大震災支援義捐金の依頼
□会員各位一人1,000円を目安
□被災地の国際ロータリー第3293地区へ送金

2.ロータリー平和センター年次セミナーの案内
日時；6月13日（土）12：30
場所；ICU東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議場

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話　 柏市サッカー協会　副会長　野寄　順三様

卓話　柏市サッカー協会　副会長　野寄　順三様



　

次回の例会は5月22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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　77.05%

61名
14名

出席報告

欠席者

宇田川、江口、金子、後藤、小林（太）、小林（正）
渋谷、杉山、助川、鈴木（一）、染谷、中嶋、見付
安田　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

ゲスト
野寄　順三様

ビジター
船橋南ロータリークラブ　境　麻千子様



開催　日時 会　長 日　暮　　　肇

開催　場所 幹　事 水　野　晋　治

理　　　事 出欠

○
□野寄順三　様 （昭和20年3月4日生　70歳）

㈱TOR(トーア)会長

秋 元　慶 一 ○ 柏市花野井996 承認
職業分類；サッカークラブ

推薦者；榎本洋史会員・増谷信一会員

○

×

○

○

○

松本 隆一郎 ○

○

　　
○

柳          肇 ○

○ ●次回理事会　2015年6月 12日（金）【例会終了後】

勝 田　健 一

金  子　　正

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

①新入会員候補者の件

②その他

水 野　晋 治

馬 場　　弘
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　　柏西ロータリークラブ　2014～2015年　持回り　理事会資料　

2015年　5月 15日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏
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嶋 田　英 明
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第2790地区

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

第1902回夜間例会（2015.5.22）
■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/2014/
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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

会報　第1869号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

5 月 22 日（金）
1902 回夜間例会
柏西・柏南親睦ゴルフ大会：習志野カントリークラブ





次回の例会は5月29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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

5 月 26 日（火）
第 10 分区ゴルフ大会：藤ヶ谷カントリークラブ
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会報　第1870号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　柳　　 肇   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1903回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　本日から、柏高島屋店長の影山勝さ
んと、株式会社ＴＯＲ会長の野寄順三
さんのお二人が、柏西ロータリークラブ

の会員としてお仲間に加わります。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　先週の金曜日、柏南クラブとの合同
ゴルフ大会と、今週火曜日の10 分区合
同ゴルフ大会と、日を置かずゴルフが続
きました。
　参加された皆さんお疲れ様でした。
　私は分区のゴルフ大会には、表彰式
にだけ顔を出したのですが、優勝は金
本元章さん、準優勝が金子正さん、5 位
が助川昌弘さん、6 位が中島利生さん
と、上位 6 位までに柏西クラブの会員
が 4人入っているという結果に、さすが
西クラブ、ゴルフも強い。
　金曜日の西南戦争でも優勝は柏西の
栗原寿さんでした。本当にお見事です。
　先週を除き、5月 8日と 5月15日の
例会時に、ネパール大地震の義援金募
金をして頂いたのですが、合計で、
107,791 円御座いました。マハルジャン
さんが今月末から一週間の日程で、ネ
パールに帰り、被災者の支援に行くとい
うことで、水野幹事と相談して、集まっ
た義援金を幾らかでも、持たせてやり
たいと先週ゴルフ後の夜間例会の席

上、持ち寄りの理事会でお諮りしたとこ
ろ、全額持たせてやれば良いとのご意
見を頂き、当日出席していた理事さん全
員の賛同を得ましたので、火曜日の夜、
分区ゴルフのあった日ですが、森市さん
と二人で、安田さんのお店で、マハル
ジャンさんに手渡しました。
　マハルジャンさんからのラインを見た
方は、ある程度理解して頂いたものと思
いますが、柏西クラブのほかに、敬愛大
学と（株）フラスターからも、20万円程、
預かったそうです。
　使い道については、後ほど報告しても
らうことになっていますが、これから雨
季に入るということで、雨を防ぐ屋根
材、トタンを調達、支援することを考え
ているということでした。
　本日は、例会前に岡島会員の、光幼稚
園に行き、花の種をプレゼントしてきま
した。
　参加された皆さん有り難うございま
した。

1.5月のロータリーレートは1ドル＝118円

2.ロータリー財団の寄付に対し表彰品の送付
マルチプル・ポールハリス・フェロー
鈴木健吾会員(4回目)　森市直樹会員(1回)

3.平成27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(水)13：30～15：00
場所；ウェルネス柏

4.例会変更のお知らせ
松戸RC；6/10(水)は親睦旅行の為、移動例会

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話　 ２０１５－１６年度の柏西ロータリークラブ　幹事　柳　肇

 
　皆さん、今日は、２０１５－１６年度の柏西ロータリークラブの
幹事を務めさせて頂く事になりました、柳　肇です。
　入会は、Ｈ２０年７月１１日　７年目になりました。
　スポンサーは震災後にお亡くなりになりました、神林会員、
当時の幹事さんでした。
　私は柏と我孫子で居酒屋を経営しておりまして、よく嶋田
会員と神林会員がお客様でお見えになっていて、その御縁
を頂きまして入会いたしました。
　その頃はまだ仕事柄、なかなか一緒に飲む機会がなく、よ
く神林会員に「今度一緒に飲もう」と誘われた事が記憶に
残っております。
　今もまだまだ勉強不足で、ロータリーの事を理解しきれてお
りませんが、７年も継続し、そして今回次年度幹事を務めさせ
て頂く事になりましたのは、皆様会員様と、スポンサーでありま
す神林会員のお蔭と感謝しております。
　ロータリーに入って変わった事は、普段スーツは、開店祝い
のレセプション位しか着た事がありませんでしたし、また、この
クレストホテルも訪れた事もありませんでした。
　以前、会社で会議はあまり行っていなかったのですが、
ロータリーに入会してからは、定期的に行う様になり、全体会
議、店長会議を毎月ローテーションで行っています。
　本日の卓話では、次年度のクラブ計画、活動方針を発表さ
せて頂きます。

【クラブ計画・活動方針】

①　会員増強　純増３名以上の入会　退会者０名
　　（新入会員には、スポンサーが３ヶ月間、隣の席でフォローする。）
②　通常例会を活性化し、親睦、ロータリー情報を行う。
　　（第１週目は、月間に因んでの卓話とし、例会をスムーズ
　　に行えるよう、和食とします。第五週目は、夜間例会）
③　理事会は、第１週目の１１：３０から開催し、例会にて決議
　　を報告する。
④　ロータリーデーの開催（手賀沼エコマラソン・大堀川清掃等）  
⑤　姉妹クラブ締結３５周年記念事業の実施
　　熊本・阿蘇方面締結記念祝賀会の開催
　　記念事業の開催
⑥　ソウル国際大会に１０名以上の参加

　　（地区から３００名以上の参加要請）
⑦　ネパール支援プロジェクト事業（長期計画）
⑧　クラブ・分区・地区行事に多くの会員の参加を促す。
⑨　戦略計画の推進
⑩　ロータリー研修の推進（新人教育・３年以上の教育）
⑪　ＲI会長賞を意識する
　　（会員の増強と維持・財団への寄付・オンラインツールの
　　利用・人道支援・新世代・公共イメージ）
⑫　数値目標
　　　ロータリー財団への寄付目標
　　　１人　１３０ドル以上
　　　ポリオプラス　チャレンジ目標
　　クラブ　３００，０００円以上
　　　米山記念奨学会への寄付目標
　　　１人　１０，０００円以上
　　　ニコニコボックス　１００万円
　　　１人　１６，０００円
⑬　ホストクラブとして、会員一人ひとりの協力支援

　次に、年間行事予定を発表致します。

【上期】
・　７月　３日　　新旧役員交替式
・　８月２８日　　夜間納涼例会
・　９月２５日　　職場見学（青森）
・　１０月３０日　　第１回インターゴルフ

次に、

【下期】
・　１月　８日　　家族新年例会
・　２月　７日　　地区大会
・　４月　１日　　職場見学（都内近郊）
・　５月２０日　　打上げ旅行（沖縄）２０日～２２日

　このような感じで、次年度、森市会長と柳で、柏西ロータ
リークラブ会員の皆様で、一年間活動していきたいと思い
ますので、ご協力をお願い致します。

２０１５－１６年度の柏西ロータリークラブ　幹事　柳　肇



　

次回の例会は6月4日（木）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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　85.71%

63名
9名

出席報告

欠席者

ゲイビ、後藤、小林（正）、渋谷、助川、杉山、
染谷、中嶋、湯浅
　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

会員数

新会員推薦者表彰　増谷　信一　会員R 財団寄付表彰　森市　直樹　会員

R 財団寄付表彰　鈴木　健吾　会員 R 財団寄付表彰　松本　隆一郎　会員

BOXありがとう！ニコニコ

(^^♪
西南ゴルフお陰様で、無事終了しました。
ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋元会員
1,ホテルオープンしました。
2,10分区ゴルフ優勝しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金本会員
そこで、なぜか優勝しました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  栗原会員



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○
□ 秋山浩保柏市長
□　板倉　茂元会員

○
②7月3日(金）『新旧役員交替式』の件

□時間；18：30～役員交替式・就任式

○

□招待者；名誉会員・配偶者

○
□ロータリー暦表彰

35年＝木村和俊会員

× 30年＝吉野一實会員
　　　　　　 10年＝升谷　庸会員 10年のみ年数入りバッチ

□アトラクションについて
○ ”やなわらばー”(沖縄出身デュオ)出演料25万円(新年会は出演料抑える）

③2015-'16年度
□お祝い事の件；配偶者誕生日　結婚記念日の品物

○
□ニコニコBOXは本会計に組み込む
　（奉仕活動に運用）小さく写った人物の写真は使用しない。

○
□7月26日(日)『柏まつり』参加の件；柏市協力金3万円・西口商店会1.5万円

□予算(案)・行事予定(案）の件
○ □理事会開始時間変更の件　　11：30～

　　　例会前にして、会長または幹事が報告する。
④特別基金規則改正の件(別紙)

○
⑤7月17日(金)『第10分区合同例会並びにIM』の件
　　　　　　　ホストクラブとして

○
⑥その他　

□地区補助金申請について(申請状況など)

○ ネパール支援継続　30万円→28万円
秋頃までに決定→行く行かない。　5年位を目安に

○ ●次回臨時理事会　2015年7月 3日（金）【17：30～】

榎 本 洋 史

　　　　19：00～例会
　　　　19：30～懇親会

□案内状；元米山奨学生･元財団奨学生(登録料3,000円)、第10分区会長･幹事

金 子 正

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

柳 肇

馬 場 弘

榊 隆 夫

水 留 茂 之

飯 合 幸 夫

日 暮 肇

中 村 佳 弘

鈴 木 桂 三

｝商品券

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　第1回　理事会資料　

2015年　5月29 日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①2015-'16年度名誉会員の件

□出席率の件；合同例会・移動例会のみ100％とする

□年度入り週報綴りは希望者のみに配布する

森 市 直 樹
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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1904回移動例会（2015.6.4～5）
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例会日／金曜日　12：30～
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【移動例会】親睦（打上げ）旅行 ２０１５年度 6月4日～5日　別府温泉







　

ゴミゼロ運動　大堀川清掃写真 ２０１５年 5月30日（土）

　

２０１５年 5月30日（土）

次回の例会は6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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき
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会報　第1872号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　森市 直樹   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1905回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　本日は、安孫子ロータリークラブか
ら、ガバナー補佐の松本様と補佐幹事
の丸田さまにお越し頂いています。

　ようこそいらっしゃいました。
　松本様と丸田様にはこの一年間本当
にお世話になりました。有り難うござい
ました。
　先週の木曜日と金曜日は、この一年
間の打ち上げで、九州へ旅行に行かせ
て頂きました。初日は快晴、二日目は雨
でしたが、それなりに楽しんでまいりま
した。
　参加された皆さんお疲れ様でした。
　先月は、ネパール大地震のことで、義
援金募金を皆さんから頂きましたが、元
米山奨学生のマハルジャン・ディネシュ
さんが、一週間の予定で、被災者支援
の為、ネパールに行くということで、集
まった募金を、マハルジャンさんに預け
ました。
　既に、日本に戻ってきていますが、カ
ブレ地区のナヤ村で６０世帯分のトタ
ンと蚊帳を配り、カトマンズのハール
チョークというところで、１２０世帯分
の食料を配ったとの報告がありました。
マハルジャンさんの支援活動は現地の
新聞にも載ったようです。
　詳しいことは、来月の新旧役員交替

式に出られるということですので、その
時に話を聞けると思います。
　再来週の、今期最終例会では、私の
卓話となっていますが、いつもの挨拶の
中で話をさせていただき、クラブ協議
会の時間を、遅くならない様にしたいと
考えています。
　又、五つの委員長さんにも、下期の活
動報告だけではなく、次年度に繋がる
ような、建設的な意見を発表して頂きた
いと願っていますので、早めの準備をお
願いいたします。
　本日の卓話は、次年度会長の森市さ
んです。
　よろしくお願いします。

1.第10分区次年度会長・幹事会の案内
日時；6月19日(金)18：30～
場所；ザ・クレストホテル柏

2.第10分区新旧会長・幹事顔合わせ会の案内
日時；6月25日(木)
場所；ザ・クレストホテル柏

3.『愛の献血助け合い運動』の案内
日時；7月19日(日)　10：00～16：00
場所；柏駅東口ダブルデッキ上

4.例会変更のお知らせ
松戸西RC；6/16(火)は親睦旅行の為、移動例会
6/23(火)は夜間移動例会
6/30(火)は任意休会
松戸中央RC；6/18(木)は夜間移動例会
我孫子RC；6/30(火)は最終例会及びロータリーディ開催

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



お客様
第10分区ガバナー補佐　松本 憲事 様
第10分区ガバナー補佐幹事　丸田 勝功 様

次回の例会は6月19日（木）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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　76.19%

63名
15名

出席報告

欠席者

江口、金子、後藤、小林（正）、渋谷、杉山、助川、
染谷、中嶋、中村（佳）、松本（ユ）、見付、宮城、
影山、野寄　　　　　　　　　　　　　会員

会員数

卓話　会長方針　 ２０１５－１６年度 柏西ロータリークラブ　会長　森市 直樹

 

①　会員増強　純増３名以上の入会　退会者０名  
（新入会員には、スポンサーが３ヶ月間、隣の席でフォ
ローする。）
　会員増強には、新会員の勧誘、現会員の維持、新クラ
ブの結成という３つの要素があります。一人でも多くの
適格者にクラブに入会してもらい、また、会員の維持率
を高めるために、クラブは、会員と地域社会にとっての
重要性を保ち、クラブのプログラムと地元地域社会への
奉仕を改善し、個々の会員を効果的に従事、参加させ、
その関心を絶えずひきつける様な対策を持ちましょう。 
    
会員を増やす要素
*ＲＣ教育、入会式、クラブ活動への溶け込みと参加な
ど、新会員のための充実したプログラム
*会長からの一貫した熱意ある奨励及び支持 
*新会員の推薦者の適切な表彰   
*妥当な会費、地域社会に対するロータリーの奉仕、なら
びにロータリアンおよびその家族が受けるロータリー会
員としての恩恵を強調し、注目に値するような適切な
ロータリー広報
*広報活動
②　通常例会を活性化し、親睦、ロータリー情報を行
う。（第１週目は、月間に因んでの卓話とし例会をス
ムーズに行えられるよう、和食とします。第五週目は、

夜間例会）
③　理事会は、第１週目の１１：３０から開催し、例会
にて決議を報告する。
④　ロータリーデーの開催（手賀沼エコマラソン・大堀
川清掃等）奉仕プロジェクト委員会協議会等で、会員と
話合い実りのある事業にしよう。
⑤　姉妹クラブ締結３５周年記念事業の実施１１月２５
日～２７日　国際奉仕委員 熊本・阿蘇方面締結記念祝賀
会の開催、記念事業の開催  
⑥　ソウル国際大会に１０名以上の参加（地区から３０
０名以上の参加要請）   
⑦　ネパール支援プロジェクト事業（長期計画）特別委
員会（日暮・森市・鈴木桂・嶋田）支援の内容につい
て、随時協議していく。
⑧　クラブ・分区・地区行事に多くの会員の参加を促
す。柏西ＲＣ、会員としての自覚と責任を果たす。
⑨　戦略計画の推進　３つの優先項目（クラブのサポー
ト強化・人道的奉仕の重点化と増加・公共イメージと認
知度の向上）   
（直前会長・現会長・会長エレクト）６つの重点分野を
視野に入れ、目標と指針を立てる。
⑩　ロータリー研修の推進（新人教育・３年以上の教
育）研修は、分けて行う。（新入会員・中堅以上）
⑪　ＲＩ会長賞を意識する（会員の増強と維持・財団へ
の寄付・オンラインツールの利用・人道支援・新世代・
公共イメージ）
⑫　数値目標
ロータリー財団への寄付目標 １人 １3０ドル以上 　
ポリオプラスチャレンジ目標 １人 ５０ドル以上米山記念
奨学会への寄付目標 １人 １０，０００円上
ニコニコボックス１００万円 １人 １６，０００円
目標にむかって、どのような活動と取り組みをするか。
⑬　親睦打ち上げ旅行　沖縄　５月２０日～２２日
⑭　ホストクラブとして、会員一人ひとりの協力支援 
　

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
安田会員、日暮会長、小林会員、ゲイビ会員

本人誕生日
嶋田会員、小林会員、ゲイビ会員、榎本会員

結婚記念日
嶋田会員、斉藤会員

打ち上げ旅行ありがとうございました（⌒_⌒）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日暮会長
ゴミありがとう。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  嶋田会員

旅行ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　親睦委員長　秋元会員

(^^♪



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1906回通常例会（2015.6.19）
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柏西ロータリークラブ

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

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

四つのテスト

会報　第1873号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶　日暮 　肇   会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 卓　　話　水野 晋治   会員

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1906回通常例会

会長　日 暮 肇
会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　本日は、神戸ロータリークラブから馬
場宏之をお迎えしております。
　馬場様はダンロップスポーツ株式会
社の相談役をされております。　

　柏西ロータリークラブにようこそい
らっしゃいました。
　楽しくなければロータリーではない、
又、楽しいだけではロータリーではな
い、このように表現されることがありま
す。
　どの様な意味でしょうか?
ロータリーの中核的価値観は、組織の
考え方と方向性を定めるもので、奉仕・
親睦・多様性・高潔性・リーダーシッ
プがあります。
　私たちロータリークラブは、この価値
観を元に、行動している団体であるとい
えます。
　私たちは、親睦を通じて生涯にわた
る友情をはぐくみ、国や文化を超えた理
解を促します。
　私たちは、高潔性をもって約束を守り
抜き、倫理を守ります。
　多様性を誇るロータリーは、さまざま
な考え方をつなぎ、多角的なアプローチ
で問題に取り組みます。
　私たちは、奉仕を通じてリーダーシッ
プと職業のスキルを生かし、地域社会の
問題に取り組みます｡
　毎週開催される例会、年間活動計画

に基づき実施される各種事業、それら
に参加することによって親しい友人が
出来、ロータリーが楽しいものとなりま
す。
　親睦を大切にしているロータリークラ
ブですから楽しくなければロータリー
ではない、という表現があるのだと思い
ます。
　又、奉仕はロータリーの使命の中で
最も重要なものと位置づけられていま
す。
　世界中の地域社会に貢献する活動を
しているからこそ、ロータリーの存在す
る意義があります。
　したがって、楽しいだけではロータ
リーではない、という表現が出てきたの
だと思います。
　今年度、宇佐美ガバナーは、地区の
テーマを「原点回帰」としました。
　ロータリークラブとはどの様なものな
のか、原点を見つめ、私たちのクラブで
はどの様な活動をしたらいいのか、次年
度森市会長のもとでは、研修委員長と
なりますので、皆さんと一緒に真面目に
取り組んでいきたいと思います。

1.櫻木ガバナーエレクトより　地区補助金決定のお知らせ
　　　プロジェクト名；ネパール支援プロジェクト
補助金決定金額；275,000円(㌦入金　為替レート差額発生)

2.ロータリー財団の寄付に対し、表彰品の送付
新PHF；住田みゆき会員

3.『地区研修リーダーセミナー』の案内
日時；7月18日(土)　13：30～16：30
場所；TKPガーデンシティ千葉

幹事報告 幹事　水 野 晋 治



卓話　 幹事　水野　晋治



　

次回の例会は6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（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき

出席率　77.78%

63名
14名

出席報告

欠席者

菊池、栗原、ゲイビ、後藤、小林（正）、斉藤
渋谷、杉山、助川、染谷、田代、中嶋、中村（佳）
影山　　　　　　　　　　　　　　　会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

一年間ありがとうございました。
本日、卓話宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　幹事　水野　晋治会員

(^^♪

ビジター
神戸ロータリークラブ　馬場　宏之様



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○
□ポリエステル・210×140cm（37,800円）

クラブ管理運営費より
× 承認

○

承認

×

○
　　　　　　

○

○

×

○

○

○

×

○ ●次回臨時理事会　2015年7月 3日（金）【17：30～】

中 村 佳 弘

鈴 木 桂 三

榎 本 洋 史

金 子 正
②『新旧役員交替式』アトラクション変更の件

森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

柳 肇

馬 場 弘

榊 隆 夫

水 留 茂 之

飯 合 幸 夫

日 暮 肇

③その他

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　　持回り　理事会資料　

2015年　6月19日　例会終了後

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①ロータリー公式ロゴ旗購入の件



1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長 

1. 会長挨拶（卓話）日暮 肇 会長

1. 幹事報告　水野 晋治   幹事

1. 点　　鐘　日暮 　肇   会長

1907回通常例会

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1907回通常例会（2015.6.26）
■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/2014/
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創立 19 5年11月 日創 立 1975年11月 7日

柏西ロータリークラブ 四つのテスト

会報　第1874号ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：日 暮 肇　　幹 事：水 野 晋 治

　みなさんこんにちは。
　いよいよ、本日で会長としては最後の
例会となります。会長としての一年間を振
り返りますと、色 と々至らない点や、ご迷
惑をかけたことも、一度や二度ではな
かったことと思いますが、会員の皆様の
おかげで今日の日を迎えることが出来ま
した。本当に有り難うございました。
　本日の卓話は、私となっていますが、わ
がままを言って申し訳ないのですが、挨
拶と卓話を兼ねて話をさせていただき、
時間も10 分程度で終わりにして、クラブ
協議会に引き継ぎたいと思います。
　一年間は長かったですか ?　 短かっ
たですか ?　と質問されました。しいて言
えば、始まる前は長く感じ、終わってみる
と短かったと感じる、そんなところでしょ
うか。
私にとりまして、この柏で、40 年の歴史を

誇る柏西ロータリークラブの会長を拝命
したことは、大変名誉なことでした。特
に、5 年ごとに開催してきた、周年記念行
事をさせて頂いたことは、生涯の良い思
い出になります。
上期の思い出では、何といっても40 周年
の記念式典と祝賀会、そして式典に先駆
けて開催されたチャリティーゴルフ大会
が思い出されます。実行委員長の鈴木子
郎さんを始め、副実行委員長兼祝賀会担
当委員長の馬場弘さん、式典担当の森市
さん、ゴルフ担当の嶋田さん、姉妹クラブ
担当の金本さん、記念誌担当の水留さ
ん、そして、取りまとめ役として、総務担当
の水野幹事、各委員長さんを中心に、会
員全員の協力があって成し遂げられた行
事でした。
　この他、上期では、柏祭りへ参加、やわ
た苑訪問、夜間納涼例会、インターゴル
フ、ライラセミナーへ参加、手賀沼エコマ
ラソンに出店（ロータリーデー）、等結構
行事が続きました。そしてこの間、入会間
もない会員を中心に、ロータリークラブに
ついて理解を深めて頂くため、研修会も
行われました。分区では情報研究会が開
催され、柏南クラブと合同でのガバナー
公式訪問、地区の各種セミナーへの参加
など、上期は忙しかったことが思い出され
ます。
　下期に入りますと、家族新年例会から
始まり、献血のお手伝い、職場見学、二回
目のインターゴルフ、大堀川の清掃など、
そしてクラブ研修会、分区の行事では、
Ｉ・Ｍ及び合同例会と親睦会、合同例会
と、日にちを変えての合同ゴルフ大会、例
年は秋に開催されていた地区大会、そし
て九州への打ち上げ旅行、上期と比較す
ると時間がスーと流れたように感じまし
た。

　一年間を振り返り、今の思いは只々、皆
さんへの感謝の気持ちです。特に幹事の
水野さんには本当にお世話になりまし
た。水野さん無くして、私の会長年度は無
かったと思っています。有り難うございま
した。そして、各行事では、担当された委
員長さんを中心に実施されたこと、委員
長さんたちにもお礼をいわせていただき
ます。有り難うございました。
　昨年の、交替式の時が第 1860 回の例
会でした、本日が第 1907 回の例会となり
ますので、合同例会や移動例会も含め、
47 回例会がございましたが、話下手の私
にとりましては、例会ごとの挨拶は結構プ
レッシャーに感じていました。これで最後
だと思うとホッとしています。　
　年度目標とした会員の 60 名突破も現
在 63 名で目標を達成することが出来、
ロータリー財団特別寄付も、予算対比で
157％と大幅に増加し、ポリオへの寄付も
113％と予算を上回る協力を頂きました。
米山記念奨学会への寄付はわずかに予
算を下回りましたが、ほぼ達成という結果
に、改めて皆様のご協力に感謝致しま
す。
　最後に、柏西ロータリークラブが、地域
にとって掛け替えのないクラブとして発
展していくことと、会員皆様のご事業の
ご繁栄と、健康でご活躍されることをご
祈念申し上げ、最終例会の挨拶とさせて
頂きます。一年間有り難うございました。

会長　日 暮 肇
会長挨拶

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



第 5 回クラブ協議会

クラブ管理運営兼戦略計画委員会下期活動報告

クラブ管理運営兼戦略計画委員長　森市 直樹

◆プログラム委員会
　活動計画書通り上期・下期の全例会が、無事に終了を
いたしました。
　上期は、新旧役員交替式から始まり、10 分区情報研究
会・ガバナー公式訪問例会・柏西創立40 周年チャリティー
ゴルフ並びに記念式典の開催等、例年には無い充実した
例会でした。
　下期は RI の強調月間にあわせ各委員長に卓話を担当
して頂き、月間に因んでのお話をして頂きました。
　また、外部卓話を幅広い分野から選択し時代に合った
情報提供の例会も行いました。

「おおたかの森病院、心臓血管外科部長　市原哲也先生」
から始まり、米山奨学生「ハンガンミンくん」や財団奨学生
の「小野晴香さん」又、地区 R 財団委員長「山田修平様」、
麗澤大学外国語外部教授「櫻井良樹様」、中央学院大学ゴ
ルフ部監督「河内喜文様」柏市サッカー協会副会長「野寄
順三様」等など
　この外部卓話がきっかけにより、野寄様が柏西クラブへ
入会をしていただくことができ、会員拡大につながりまし
た。
　その他の例会では、2/21～ 22 の 2 日間に渡り千葉で
地区大会が開催されました。
　また、南クラブと合同のインターゴルフも行われ懇親を
含まることができました。
　そして、6/4 ～ 5 に九州へ打ち上げ親睦旅行も無事に行
われました。1年間ご協力ありがとうございました。

◆親睦活動委員会
1/9 新年例会懇親会の部
4/22 東京ロータリー例会訪問（帝国ホテル）
5/22 柏南 RC 合同ゴルフ・例会（習志野 CC)
6/4/5 親睦旅行別府温泉

親睦活動委員の、皆様におかれましては、一年聞大変にご
苦労されたと、思います。ご苦労様でした。

◆戦略計画委員
勝田直前会長・日暮現会長・会長ヱレクト森市にて、クラ
ブ指針と長期計画を2 回の会議をし進めてまいりました。
次年度は、委員会を独立させ、直前会長日暮・現会長森
市・会長エレクト馬場で、クラブの重要目標にむけ確固と
した方向性をもって進みたいと思います。

◆クラブ管理運営
クラブの効果的な運営を活動してまいりました。
クラブが、効果的にされ、はじめて、地域社会に奉仕し、会
員を維持しクラブや地区ひいては、箇際ロータリーのリー
ダーを育成することができます。
クラブの年次目標達成に向けた活動
例会や特別プログラムを企画

◆研修委員会
ロー夕リーを、より深く理解する為に、研修会を前期 9月
12日に、後期を4月17自に、行いました。場所は、柏商工
会盟主所にて、中村博亘パストガパナーに講師をして頂き
ました。参加者は、前期が 17名、後期は 18 名の多くの会
員に参加してもらいました。又 4月17日には、新入会員歓
迎会を、親睦委員会（秋元慶一委員長）と共同して行いま
した。懇親会も、居酒屋でしましたが、大いに盛り上がり、
時間の許す限り新入会員との交流を深める事ができまし
た。中村博亘バストガパナーには、特に、大変御尽力頂きま
して、本当に有難うございました。

奉仕プロジェクト委員長　馬場　弘

今回の協議会の活動報告は、上期と企画を変更しまして、
次年度にプラスになる協議と考え
前委員長様全員と次年度委員長様への引き継ぎ＆今季の

1.7月のロータリーレートは1ドル＝124円

幹事報告 幹事　水 野 晋 治
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やり残し等の協議をしました。
職業奉仕委員長　榊委員長は、下期の活動計画と実際の
活動がうまく出来なかった事に自分なりに不満を感じてい
ました、次年度委員長に計画倒れしないように、引き継ぎ
されました。

社会奉仕委員会では、嶋田委員長が下期の活動報告と引
き継ぎで、大堀川のゴミ拾いを行い、５月下旬の為か、草
が多くゴミが良くわからない状態の為、時期の変更を次年
度に、アドバイスしておりました。

人間尊重委員会では、柳委員長が、下期の活動は、献血、
光幼稚園の訪問、次年度も工夫をして、他委員会と合同で
活動してくださいと、引き継ぎました。

青少年奉仕委員会は、染谷委員長が長期で欠席の為副委
員長の杉山副委員長が、所要で欠席の為私が代読しまし
た、毎年５月中旬に柏市の幼稚園全園主催で子育てフェス
タを開催しております、子育て中の親子が主催で８千人規
模のイベントです。
柏西の公式な活動にはなっていませんが、次年度の共催
事業に取り入れてはとのアドバイスを行いました。

国際奉仕委員長　金本委員長は、台中港締結３５周年記
念式典を次年度、熊本で合流式典を考案中との事です。

以上　各委員長様に、次年度に向かい良きアドバイスが
出来たと感じております。
至らない奉仕プロジェクト委員長でしたが皆さんのおかげ
をもちまして、次年度に引き継げます。
一年間ありがとうございました。

会員増強委員長　金子　正

今年度の会員増強委員会としては、会員増強の目標を3人
として1年間頑張って来ました。上期においては、40周年
の記念行事があり、中々会員増強も出来ませんでしたが、
下期に入り、皆さんの協力により鈴木康之さんの息子さん
の一弘さん、見付さん、栗原さん、野寄さんの4名の方に入
会していただきました。また人事典動した会社の細田観光
の飯嶋さん、日興証券の菊池さん、高島屋の影山さんにも

入会していただき、おかげ様を持ちまして今年度は増員目
標の3名より1人多い4名の会員増強が出来ました。
本当に皆さんの協カのお際で目標が達成する事ができま
した。1年間ありがとうございました。

公共イメージ委員長　小林 太時

◆クラブ会報委員会　下期報告　水留委員長
14-15年、上期は上手にローテーションで回せましたが、下
期になり、卓話の原稿を集めるのが若干遅れることがあ
り、編集をされている東海林さん他、皆様方に毎週お配り
できず申し訳ございませんでした。
特に移動例会、奉仕活動など通常例会以外での活動の
際、各委員との事前の打合せがなされていなかったことで
役割分担が明確になっておらず、収集できないこともあり
ました。

◆ＩＴ雑誌広報委員会　下期報告　斎藤委員長
下期においては、4月３日の例会において、斎藤委員長が
卓話をする機会に恵まれ、昨年８月１日に千葉の生涯学習
センターで行われた、宇佐美ＧＢ年度最初の公共イメージ
委員会でお話のあった「プレスリリースの重要性」と「マイ
ロータリーのサイト」についてお伝えすることが出来まし
た。卓話にも出てきていましたが、斎藤さんが理事をされ
ている柏市インフォメーションセンターの活動も、一度そう
いう視点でみて頂きたいと思います。
また、毎例会で斎藤委員長が行っているＦＢへの例会情
報についてもお話をさせて頂き、卓話後は閲覧も「いい
ね」も若干増えたようです。

このようにクラブ内への「会報」というＰＲ活動と、クラブ
外へのＦＢやプレスリリースという形のＰＲ活動を一年間
行ってきましたが、やはり期の最初にもお話しましたが、
「手法ではなく、興味を持ってもらえる話題（活動内容）
づくり」が大切な事柄であると改めて感じた一年でした。

最後に、本委員会の一年間のキーワードは「プレスリリー
ス」という言葉だったように思います。知っているようで今
ひとつ分かり難いと思いますが、たまたま宇佐美ＧＢのお
かげで焦点を浴びましたが、遥か前から企業や団体で広
く行われており、最近ではＩＴ業界でも少し形を変えた



「ワードプレス」という形で、現在最大の集客効果が得ら
れるツールといわれています。ロータリーの活動も大切で
すが、皆さんの仕事においても有効な手段で、職業奉仕
や社会奉仕に直結しますので、ぜひ一度お試し頂くことを
お勧めします。ひな形は既に頂いていますので、もしご自
分の会社のプレスリリースにご興味がありましたら、一言
お話頂ければお送りします。次年度はクラブ内でプレスリ
リース教室を開かれることを森市エレクトにお願いして、下
期活動報告とさせて頂きます。
さらにマイロータリーへの登録も多いことがよいのです
が、登録以前に一度マイロータリーを見て頂くことをお願
い致します。ご清聴ありがとうございました。

ロータリー財団委員長　鈴木 桂三

・恒久基金寄附に日暮会長より1,000ドルして頂き、ベネ
ファクターになって頂きました。次年度の会長さんもよろし
くお願い致します。
・年次基金寄附に
　100ドル寄附された方が14名
　500ドル寄附された方が2名
　ポール・ハリス・ソサエティ P.H.Sの方からの寄附が6名
で600ドル以上
　年次基金への合計金額　1,082,800円
・使途指定寄附ポリオ・プラスへはチャリティゴルフから
の寄附を合算して531,417円
　当初の目標額は大幅にクリヤーできました。
　皆様会員一人ひとりのご協力に感謝申し上げます。

ロータリー米山記念奨学会委員長　田代 充

米山奨学生は奨学年度の９月と３月にレポートを財団に提
出する義務があります。
世話クラブのカウンセラーはこのレポートを熟読し、所見

を財団に報告するシステムをとっています。レポートは個人
情報ですので本人の同意がなければ会員は目にすること
のないものですので、本年度カウンセラー所見のみです
が、原稿を起こしておきますのでご参考下さい。

・９月レポートの所見
一陣の涼風を感じながら、亜熱帯化する日本の夏、広まる
デング熱ウイルスの脅威を風化することなく歩んで行きた
いと願っております。窓を開ければ過ごしやすくなったと
はいえ、ゴーヤのグリーンカーテンが日差しから身体をそし
て心を守ってくれているようです。米山奨学会関係各位に
おかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
さて過日、第２７９０地区２０１４学年度ロータリー米山奨
学生、ハン　ガンミン氏より９月レポートを受け取り拝読
いたしました。
文面からも解る通り彼は柏西クラブのロータリアンと積極
的に会話をしロータリークラブの本質を理解し当クラブの
プロジェクトに積極的に参加し日本の文化・柏市の文化に
触れ大きく変化されているように感じております。私は自身
が障害を持ってしまったこともありバリアを持ちながら社
会復帰している人達と一緒にバリアフリーの社会スペース
を提供できるように力をお貸ししております。その姿を身
近に肌で感じ、また学業の合間をみつけ、一緒にイベント
に参加し自国では考えられなかった事を体験し、その感
激を私たちに話してくれるようになりました。これからもま
だまだ大きな成長をされることと大変期待しております。
　暑さも峠を越したようですが、これから夏のつかれが出
て参ります。お体くれぐれもおいといください。

　世間の評価は　雨や風のようなものじゃないかな
　降らないでと願っても　無情にも雨は降るし
　吹いてほしくないなと思っても　風はいたずらに花を散
らせる
世間の評価にあわせようとして
せっかくの生きる力を　むだづかいするよりは
あなたの真心や努力で　ひとを幸せにすることができると
ころに
力をそそぐほうがはるかに賢明じゃないかな
雨が降れば　濡れればいい　
風が吹けば　ふかれればいい

・３月レポート所見
聡明で穏やかかつ積極性もあり、いち早く当クラブ各会員
と明るく接することができ、多くの会話を通してロータリー
ファミリーの一員として当クラブに打ち解けとることができ
ました。
ロータリークラブのプログラムに積極的に参加し、また社
会福祉に専門的にかかわるソーシャルワーカーや実際に
障害を持たれる方 と々も知り合うチャンスがあり沢山の経



一年間ありがとうございました。　　　　　日暮会長
(^^♪

祝 日本株式　18年ぶりの高値　菊池会員、栗原会員
(^^♪

1年間ご協力ありがとうございました。
親睦活動委員長　秋元会員

(^^♪

出席率　82.54%

63名
11名

出席報告

欠席者

浅野、江口、後藤、小林（正）、斉藤、渋谷、杉山、
染谷、湯浅、影山、野寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員

会員数

BOXありがとう！ニコニコ

升谷会員

本人誕生日

助川会員、ゲイビ・アデル会員

写真ありがとう

、

会員

験を積まれ、一年前の対面式でお会いした時に比べると
明らかに大きな視野で物事を見ることができるように成長
されたと感じております。私は、自身が障害を持ったことか
らリハビリのために、バリアフリーを念頭としたコミュニ
ティースペースを所有することとなり、障害を持ちながらも
一般社会生活に同調する強い意志を持つ方々にも開放し
ました。そこに集う仲間達や他国の奨学生またＯＢ・ＯＧ
とも交流し、その空間で学び得た広い意味でのグローバル
な世界観は彼の人生に反映され、飛躍されることと信じて
おります。私はカウンセラーというより一人の友人として彼
を向かい入れることができたのではないかと思っていま
す。
学業では、博士論文の情報収集に努め担当教師と密に意
見交換し徹夜をしながらも熱心に取り組んでいた姿が印
象的でした。博士論文の「韓国庭園の現況
」は、１２０ページとなる力のこもった論文であり、また３月
１３日には研究成果の一部を当クラブの卓話で一年間の
思い出と一緒に楽しく拝聴させていただきました。

最後に「帰国スケジュールをいまだに決められない自分が
いる・・・」と言葉を詰まらしていたことが印象的でした。

『自然を愛するバンビへ贈る』

もしも風が無かったら木の葉はあんなに美しく、そしてあ
んなに望みに満ちた優しい音色でそよぎはしないでしょ
う。やがて木の葉はさらに美しい形になり、嬉しそうに華
やいで雨のシンフォニーを奏で、風に乗り大空を舞いま
す。

バンビへ、今後も当クラブとの更なる交流を期待しており
ます。

次回の例会は7月3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／水留 茂之・浅野 肇・渋谷 修・太田 豊・住田 みゆき
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