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会報　第1874号

2015－16 年度 柏西ロータリークラブ 新旧役員交替式式次第
平成27年7月3日金曜日
ザ・クレストホテル柏

司会進行：　クラブ管理運営　馬場　弘

１８：００　集合　　　親睦活動・ＳＡＡ
１８：０５　受付開始・お出迎え　　親睦活動
１８：２７　3分前コール　　ＳＡＡ　鈴木健吾
１８：３０　交替式　開会　　馬場　弘
１８：３２　国歌斉唱
１８：３４　ロータリーソング斉唱（奉仕の理想）
１８：３６　来賓紹介（名誉会員・分区会長幹事・配偶者・元奨学生他）　　馬場クラブ運営委員
１８：４０　柏西ＲＣ旗引継ぎ　水野＝日暮＝森市＝柳
１８：４３　退任する会長幹事にバッジの交換　　森市＝日暮　　柳＝水野
１８：４８　前会長・前幹事へ記念品贈呈　　森市会長　
１８：５１　退任した日暮前会長による挨拶　　日暮前会長
１８：５３　親睦活動・ＳＡＡ襷の交換　　秋元(中村靖）＝中村 佳弘　　松本＝鈴木 健吾
１８：５７　前年度出席優秀者発表　　東海林
１９：００　ロータリー暦記念品贈呈　　日暮前会長
１９：０３　新会長就任式（会長による宣誓）　森市新会長
１９：０５　新役員と新理事の紹介　　森市会長
１９：１５　委員会委員長の紹介　　柳新幹事
１９：２０　歴代会長の紹介　　森市会長
１９：２５　小槌の引継ぎ　　日暮ー森市
１９：２７　新会長挨拶　　森市会長
１９：３０　来賓祝辞　　柏市長　秋山浩保
１９：３５　閉会

　次年度のRI会長は、スリランカのコロンボRC所属のK.R.ラ
ビンドラン氏です。
　RI会長ラビンドラン氏は、「我々の命、愛、その他多くの
物をもらって今まで生きてきた、今度は、我々がお返しする
番だ！」という内容のスピーチを国際協議会にてされまし
た。
　続いて「世界へのプレゼントになろう」というテーマを発
表されました。
　このテーマは、「自分の意思や行為の全部が世界へのプレ
ゼントになるような、「そんな人間になろう」という意味だ
と思います。
　またインターネット通信やSNSを活用した広報を強化し、
常に変化を試みる必要性も強調されています。

　今年度、２７９０地区櫻木ガバナーが発表されました、地
区行動目標は、「原点を知り、考える」です。
　ガバナー自らの姿勢と考え方、各委員会に求める基本姿勢
と委員会委員長に対する要請事項です。魅力溢れるロータ
リーの復活と、それに伴うべく会員増強に向けての強い意志
を感じます。
　地区委員会の新設、委員会の独立など新たな委員会が新設
されたことから組織は大きくなりましたが、各委員会の役割
と目標はより明確に打ち出されています。
　クラブ会長は、クラブの象徴であり、クラブの方針活動の
方向性を打ち出す役です。
　それを具体的に実践する組織がクラブの委員会でありま
す。

会長就任にあたって 会長　森市 直樹



森市 直樹
会長挨拶

　本日は、足元の悪い中をご参集くださ
いまして誠にありがとうございます。
　本日お越しの名誉会員の秋山柏市長
を始めに、１０分区会長・幹事・ご夫
人がた、元米山奨学生・財団奨学生・
そして１年間を支えて頂く会員の皆様、
ようこそお越しくださいました。
　今年度、RI会長は、スリランカのコロ
ンボ RC 所属の K,R, ラビンドラン氏で
す。
　ラビンドラン氏は、「我々の命、愛、そ
の他多くの物をもらって今まで生きてき
た、今度は、我々がお返しする番だ！」と
いう内容のスピーチを国際協議会にて
されました。
　続いて、「世界のプレゼントになろう」
というテーマを発表されました。
　このテーマは、「自分の意思や行為の
全部が世界へのプレゼントになる」よう
な、「そんな人間になろう」という意味だ
ろうと思います。
　また、インターネット通信や SNSを活

用した広報を強化し、常に変化を試み
る必要性も、強調されています。
　今年度、櫻木ガバナーが、発表されま
した地区行動目標は、「原点を知り、考
える」です。
　ガバナー自らの姿勢と考え方、各委
員会に求める基本姿勢と委員会委員長
に、対する要請事項です。
　魅力溢れるロータリーの復活と、そ
れに伴うべく会員増強に、向けての強い
意志を感じます。
　地区委員会の新設、委員会の独立な
ど新たな委員会が新設されたことから
組織は、大きくなりましたが、各委員会
の役割と目標はより明確に打ち出され
ています。
　クラブの会長は、クラブの象徴であ
り、クラブの方針、活動の方向性を打ち
出す役割です。
　それを具体的に実践する組織がクラ
ブの委員会であります。
　更には、最終的にクラブの会員、個人
個人が自分の実生活の中で、自分の商
売の中で、クラブで学んだ心を持ち、活
動することが、大事なことです。
　ここまでを見据えた、クラブ運営をい
たしていきます。
　会長としては、１年です。
　これも皆様がたからの、プレゼント
で、ございます。
　この１年を、私がクラブ、会員に、自分
の持てる物、今までの経験をお返しする
１年にしたいと思います。

　更に、クラブ会員の皆様が、それぞれ
に持てる物を、自分以外に、プレゼント
として、お返しすることを、会員全員に
お願いいたします。
　ロータリアンの全員がそういう、存在
になることが「世界へのプレゼントにな
ろう」だろうと思います。
　我々の年度が、各会員や地域社会、
世界へのプレゼントになるよう、また、
クラブの組織を考えると、今年度が、そ
の次の年度へのプレゼントになれるよ
うに行動してまいります。
　会員の皆様の、ご期待に応えられる
か、不安を隠せないスタートに、なりま
すが、諸先輩方が、築き上げた実績を踏
まえ、それを引き継ぎ更に発展させるよ
う努力する所存でございます。
　柏西ロータリークラブの更なる、発展
のために、役員・理事・５常任委員長・
小委員長・会員・ロータリーファミリー
のご尽力・ご協力のもと、森市・柳で
頑張りますので、宜しくお願いいたしま
す。

例会 第 1908 回 19：35 ～

　更には、最終的にクラブの会員個人個人が自分の実生
活の中で、自分の商売の中で、クラブで学んだ心を持ち
活動することが、大事なことです。
　ここまでを見据えたクラブ運営をいたしていきます。
会長としては、１年です。これも皆様方からのプレゼン
トでございます。
　この１年を私がクラブに、会員に自分の持てる物、今
までの経験をお返しする１年です。
　更に、クラブ会員の皆さんがそれぞれに持てるもの
を、自分以外にプレゼントとしてお返しすることを、会
員全員にお願いいたします。
　ロータリーの全員がそういう存在になること、それが
「Be a gift to the world」  だろうと思います。

　我々の次年度が、各会員や地域社会、世界にのプレゼ
ントになるよう、又、クラブの組織を考えると、今年度
が、その次の年度へのプレゼントになれるように行動し
てまいります。
　会員の皆様のご期待に応えられるか、不安を隠せない
スタートになりますが、諸先輩方が築き上げた実績を踏
まえ、それを引き継ぎ更に発展させるよう努力する所存
でございます。
　柏西ロータリークラブの更なる発展のために、役員・
理事・５常任委員長・小委員長・会員・ロータリーファ
ミリーのご尽力・ご協力の下、森市・柳で頑張りますの
で、宜しくお願いいたします。

 　　司会　ＳＡＡ　鈴木健吾



1.「IT広報公共イメージセミナー」開催の案内
日時；7月24日(金)14：00～16：00
場所；千葉市生涯学習センター

2.クラブ米山委員長セミナーの案内
日時；8月23日(日)
場所；成田ビューホテル

3.2015-16年度第2790地区委員へ委嘱状の送付
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
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
金本元章会員；フェローシップ委員会委員
増谷信一会員；フェローシップ委員会委員長
松本ユミ会員；奉仕プロジェクト委員会　社会奉仕委員会委員
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

幹事報告 幹事　柳　肇

　親愛なる会員の、皆様、２０１５－２０１６年度、歴
史と伝統、そして格式ある、柏西ロータリークラブの　
今期、会長を務めます森市直樹です。　柳幹事以下、会
員の皆様宜しくお願いいたします。
　承知のとおり、今年度、柏西ＲＣは、創立されて４１
年を迎え姉妹クラブ締結３５周年を迎えます。
　時代の流れを感じますが、一任された一年を、何事に
ついてもこれまでどおりを、良しとしない、心構えで取
り組み、皆様と共に我がクラブに新風を吹き込む一年に
したいと思います。
　そこで、指針を『責任をもって、活動しよう』とし、
楽しさと感動を生む柏西ロータリークラブとしました。
　「好きこそ物の上手なれ」といわれるように、奉仕や
親睦も自分が楽しんでいなければ、長続きしません。そ
して楽しくなければ友人にも勧められません。
　そこで、具体的に進めるには、ポイントが二つあると
考えます。
　第一のポイントは、情報の流れです。上意下達の縦割
りの流れから、情報格差のない双方向の流れに変化さ
せ、横への情報交換を活発にさせることです。
　そのことにより仲間意識も深くなり、一人ひとりの会
員としての意識が高まると思います。
　次に、もう一つは、クラブライフを楽しむために、今

ある、同好会的な拡充を図り”親睦で得られる楽しさ”
を推進していきたいと思います。
　会員の趣味や趣向も多様ですから、同好会も、様々
あって良いのだと思います。
　これら”奉仕する楽しさ”と”親睦で得られる楽し
さ”を両輪に【楽しいから友人を誘いたい】【仲間が増
えたからもっと楽しくなった】という”正のスパイラ
ル”をつくっていくことが柏西ＲＣに『責任をもって活
動しよう』に導くエネルギーになると確信します。
　私たちの活動が、独りよがりにならないためにも、会
員以外の方々にも広く支持されることが必要で、広く支
持されるためには、よく知らせることが、大切になりま
す。
　『隠匿』という美しい言葉が日本にはあり善い行いは
わざわざ、他人に知らしめることはないという教えで
す。
　個人の行いは、そのとおりと思いますが、組織として
は活動の意義をアピールし続けることが、大切だと思い
ます。
　この一年を「楽しさと感動を生む柏西ＲＣ」として、
豊かなものにしていきましょう。
　ご理解とご支持を強く希望する次第です。
　どうぞ、宜しくお願いいたします。

会長挨拶 森市 直樹

１９：４７　開会の言葉　　中村 佳弘
１９：４８　会長挨拶　森市
１９：５０　乾杯　　日暮前会長
２０：０５　結婚報告　（オウ　ケイカ・マハルジャン　ディネシュ）
２０：１０　ネパール支援状況　マハルジャン・ディネシュ
２０：１５　アトラクション　雨野亜希子WITH BAND
２１：４０　中締め　　会長エレクト　馬場　弘

懇親会次第 司会　親睦委員長　中村　佳弘



理事会メンバー



鈴木健吾 SAA

中村博亘会員：地区委員委嘱状

中村佳弘　親睦委員長

日暮 肇　直前会長



ビジター
元ロータリー財団奨学生　小野　晴香様
元米山奨学生　マハルジャン・ディネシュ様
元米山奨学生　王彗樺様
元米山奨学生　徐亜絹様

BOXありがとう！ニコニコ

出席率　100%
63名

出席報告
会員数

一年間よろしくおねがいします。  森市会長
(^^♪

新年度おめでとう    板倉名誉会員
(^^♪

欠席申し訳ございません
    柏 RC　中山会長・結城幹事

(^^♪

次回の例会は7月10日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子



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 ☓

○ ②渋谷修会員６/30付け退会の件
承認

○

○ ③6/4-6/5「親睦打上げ旅行」収支報告の件

○

④その他
○

松本 隆一郎 ☓

○

　　
○

柳          肇 ○

○

勝 田　健 一

金  子　　正

金 本　元 章

鈴 木　桂 三 ○

承認

①2014―2015年度収支決算の件

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　7月 3日　17：00～

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

日 暮　　肇

嶋 田　英 明



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①2015-2016年度役員・理事・委員会組織表(案)の件
前回承認

○

承認

○

③2015-2016年度行事予定(案)の件

○ 承認

○ ④社会を明るくする運動柏市推進委員会　協力金(2万円)依頼の件
承認 　　　

○

⑤7/26（日）柏祭り　うちわ配布の件　1000枚　承認

その他

○ 　

○

○

○

○

○ ●次回理事会　2015年7月 10日（金）【11：30～】

○

鈴 木 桂 三

榎 本 洋 史

変更あり　8/7飯合会員⇔8/21中村佳弘会員

金 子 正

②2015-2016年度収支予算の件

柳 肇

馬 場 弘

榊 隆 夫

水 留 茂 之

飯 合 幸 夫

日 暮 肇

中 村 佳 弘

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　臨時　理事会資料　

2015年　7月　3日　17：30～

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

西口本通り商店会へテント代15,000円



1. 地区「ロータリー財団セミナー」開催の案内
　日時；8月8日 ( 土 )13：00 ～17：00
　場所；アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
2. 地区「会員増強セミナー」開催の案内
　日時；8月22日 ( 土 )13：30 ～16：30
　場所；オークラ千葉ホテル
3.「日韓親善会議」開催の案内
　日時；9月4日 ( 金 )13：00 ～
　場所；グランドプリンスホテル新高輪
4.ロータリー財団への寄付に対し、表彰品の送付
　岡島昭信会員；マルチプル・ポール・ハリス・フェロー (1回目 )
5. 地区大会記念ゴルフ大会の案内　(〆切 8月25日 )
　開催日；10月 5日 ( 月 )

　場所；レイクウッド総成カントリークラブ
　登録料；10,000 円　　プレーフィ22,000 円
6. 柏南 RC『納涼例会』の案内
　日時；8月4日 ( 火 )18：00 ～
　場所；廣池学園　れいたくキャンパスプラザ　1F
　ビジターフィ；3,000 円
7. 例会休会変更のお知らせ
　柏東 RC；7/16( 木 ) は IMに振替
　7/30( 木 ) は 8/1( 土 ) 夜間例会 ( 手賀沼花火大会 )に振替
　8/３( 木 ) は任意休会
　我孫子RC;７/21( 火 ) は IMに振替

幹事報告 幹事　柳　肇

替
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四つのテスト

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘　森市 直樹   会長 

1. 会長挨拶　森市 直樹   会長

1. 幹事報告　柳　　  肇   幹事

1. 第一回クラブ協議会

1. 点　　鐘　森市 直樹   会長

1909回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　こんにちは、会長就任２回目の挨拶
となります。

　先週の、役員交替式及び就任式お疲
れ様でした。
　前年度とは、違ったやり方で進行して
いきましたが、多少のミスはありました
が、会員皆様のおかげを、もちまして、滞
りなく式を開催できました。
　ありがとうございました。
　今週の、月曜日には、奉仕プロジェク
ト委員会が開催され、奉仕プロジェクト
委員長の正君、国際奉仕の英明君、社
会奉仕の昌弘君と会長・幹事で、一年
間のプログラムについて、協議いたしま
した。奉仕プロジェクト委員会は、奉仕
活動を目的とした、委員会ですので。
　忙しくなると、思いますが、今年度 RI
テーマ『世界へのプレゼントになろう』
を十分に理解し、地位や身の上にかか
わらず、才能、知識、能力、努力、そして
献身と熱意など、誰でも、与えられるこ
とのできる、何かをもっているはずで
す。
　わたしたちは、ロータリーを通じて、

これらを世界にプレゼントすることが、
誰かの人生に、そして世界に、真の変化
を、起こすことができるはずです。
　奉仕プロジェクト、主導の下、会員全
員で、本物の何かを残すことができるよ
う、頑張りましょう。
　私たちに、与えられた時間は、今で
す。この機会は、二度と現れません。
　会員全員の、ご活躍を期待していま
す。
　本日は、理事会も終了し、あわただし
いですが、決められた時間に例会が終
了できるように、プログラム・S,A,A,
親睦活動で協力し合い、例会・第１回
クラブ協議会を進めていきます。
　宜しくお願いいたします。

会報　第1875号



　皆さんこんにちは、ガバナー補佐としまして、10分区では、
5クラブが持ち回りでガバナー補佐を務めており、今年度が
柏西ということでございます。たまたま私がその任に当たると
いうことでございますので、皆様のご支援とご協力がなけれ
ば務まりません、重ねてご支援宜しくお願いいたします。
　今年度の櫻木ガバナーは地区運営に、新しい形を模索して
おられます。
　私にとって、地区は、遠い存在でした、この際、地区と分区
のクラブの在り様をもう一度見直し、クラブにとっての地区を
考えてまいりたいと思います。
　そのためにも、地区と分区、各クラブが情報を共有し、お

互いの共通理解を深め、地区と各クラブがより身近になるた
めに、尽力したいと考えます。
　さて、7月17日のIMについてですが、このIMは従来のIMで
はありません。
　櫻木ガバナーは、年度当初に地区内全員にRIの方針、地
区運営の考え方を伝えたいとのことでございます。
　これまで、地区チーム研修セミナーで地区関係者、PETS
で会長エレクト、地区研修・協議会で各クラブの会員全員に
直接お伝えたいということです。
　IMという形をとりましたが、分区の協議会ではありませ
ん。今回はガバナーのお話を聞いていただきます。
　このことを経て、ガバナーは各クラブの訪問を行い、そこで
ガバナーと皆様と質疑応答をしていただきたいということで
す。
　従いまして、クラブの公式訪問は従来のクラブ活動報告書
をもとにした説明ではなく、ガバナーと地区のクラブの在り方
等をディスカッションしていただきたいということです。
　このことが地区のクラブ活性化につながるということで
す。
　どうぞ、ご参加下さいますようお願いいたします。
　ありがとうございました。

ガバナー補佐　挨拶 榊　隆夫

第一回クラブ協議会

　多くのクラブが年に４～６回のクラブ協議会を開いています。
　クラブ協議会では、会長もしくは指名された役員が議長を務めます。
　協議会の具体的な内容を決める前に、会員の意見を聞き、会員の関心とニーズを反映させた内容にしましょう。
　クラブのプログラムと活動もしくは、会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員・理事・委員会委員長
を含む全クラブ会員の会合である。 
　クラブの全会員の出席が要請される。クラブ協議会は、ガバナーまたはガバナー補佐の訪問時や、ほかの適切な時に
数回開かれる。クラブは、地区全域のプログラムと活動に関する報告が受けられるように、地区研修・協議会と地区大
会の直後にクラブ協議会を開催するよう奨励されている。      
      
 司会　管理運営委員長　　馬場　弘     
 議長　会長　　　　　　　森市　直樹     
      
      
 担当委員長は、よく理解の上、協議会にて宜しくお願いいたします。     
 議長から、振られる場合がありますので、考えておいてください。     
      
○　数値目標に達成するには      
　　　①ロータリー財団への寄付目標　　１３０ドル以上 ロータリー財団委員長　塚本英夫
 ・寄附は金額ではなく気持ち　塚本会員
 ・寄附は貢献になります　中村（博）会員
 ・寄附の種類をはっきりと別ける　水野会員      
　　　②ポリオプラス　チャレンジ目標　　５０ドル以上 ポリオ・プラス委員長　岡島昭信
 ・日本でも子供は接種しています　岡島会員
 ・理解の上で貢献してください
 ・箱を回す時に言葉で示す　森市会長
　　　③米山記念奨学金への寄付目標　１００ドル以上 米山記念奨学会　住田みゆき
 ・長期的に見て寄附をお願いします　住田会員



　　　④ニコニコボックス　１００万円以上  親睦活動委員会　中村佳弘
 ・金額はいくらでもよいし内容は喜びをわかちあう　中村（桂）会員      

      
○　ロータリー研修の推進    研修委員会　日暮　肇  
　　　①研修のクラス分け      
　　　（新入会員入会３年未満対象・中堅会員対象）
 ・クラブの事を考えて財団についての研修　日暮会員
 ・早めの申請　ロータリー財団について理解を深める　日暮会員 
　　　①研修内容      
　　　（新入会員入会３年未満対象・中堅会員対象）      
 ・初歩的な研修にしてほしい　栗原会員
 ・財団の仕組みからお願いしたい　安田会員
      
○　ネパール支援プロジェクト事業   国際奉仕委員長　　　　嶋田英明　　  
　　　長期計画（グローバル補助金）   （実行委員会　日暮・森市・嶋田・鈴木）  
      
　　　平成２８年２月９日（火）～１４日（日）      
　　　ネパール　カトマンズ      
　　　地区補助金決定　２７５０００円      
　　　支援対象　学校（小中高）・介護施設      
　　　文具・教材・古着の支援      
 ・目的→物だけではなく気持ちを届ける　嶋田会員
 ・家のなかでなるべく綺麗なものを探す　見付会員
 ・買いに行く　松本（隆）会員
 ・現地のニーズを明確に情報提供を　水野会員
     
　　　文具（鉛筆・消しゴム・ノート・算数セット他）　購入・寄付      
　　　古着（子供用・大人用）  寄付    
 ・問屋等に聞く　斎藤会員　　　

実行委員会　森市・古着　嶋田・文具　日暮・広報　鈴木
 ・運搬方法は？　宇田川会員
 ・地域の中で色々な地域共同体で行ったらどうか　中村（博）会員



BOXありがとう！ニコニコ

丸山、栗原、金本、鈴木健吾　各会員
本人誕生日

新旧役員交替式ありがとうございました。
クラブ協議会 よろしくお願いします。
      森市会長

(^^♪

1年間よろしくお願いします
      榊会員

(^^♪

次回の例会は7月17日（金）合同例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　85.48%

62名
9名

出席報告

本人誕生日：金本、鈴木健吾、栗原 各会員

ガバナー補佐幹事　鈴木桂三会員

岡島昭信会員：MRHF（1回目）表彰

榎本洋史プログラム委員長（来週の予定）

欠席者

勝田、ゲイビ、後藤、小林（正）、杉山、中嶋、
野寄、升谷、宮城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員

会員数



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①8月28日(金)『納涼移動例会』の件
ボッテガで予定　承認

○

講師　鈴木桂三、水野晋治

○ 18:00～20:00

③9月10日(木)～11日(金)移動例会『青森職場見学』の件

○ 承認

○
　　　　　　

④11月25日(水)～27日(金)移動例会
○ 『姉妹クラブ締結35周年記念祝賀旅行』の件

承認

長田　正博様

○ 　

⑤報告事項 □ 第10分区ガバナー補佐より補佐経費(5万円)と
○

承認

○

⑥その他
○

○

○ ●次回理事会　2015年　8月 7日（金）【11：30～】

飯 合 幸 夫

柳 肇

日 暮 肇

水 留 茂 之

中 村 佳 弘

　　手賀沼エコマラソン広告協賛金(1万円)の依頼馬 場 弘

鈴 木 桂 三

鈴 木 健 吾 ○ ⑤新入会員候補者の件

榊 隆 夫

森 市 直 樹

榎 本 洋 史
②第1回『研修委員会』の件

金 子 正
承認

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　第2回　理事会資料　

2015年　7月　10日　11：30～

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

金 本 元 章



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？
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ガバナー補佐　榊　隆夫

柏西RC会長　森市　直樹

地区社会奉仕委員　松本　ユミ

ガバナー補佐幹事　鈴木　桂三

会長　森市 直樹
会長挨拶

2015-2016 年度、２７９０地区第１０分
区合同例会及びインターシティミーティ
ングを開催するに当りまして、ホストク
ラブ会長として挨拶いたします。

本日は、櫻木ガバナーをはじめ、地区委
員長・委員の皆様をお迎えしての、第１
０分区のインターシティミーティングに
多数のご参加をいただきまして、ホスト
クラブを代表して、厚く御礼申し上げま
す。

榊ガバナー補佐指導の下、会長幹事会
３回、ホストクラブ３回と、会議を行って
きました。ガバナー補佐として、一人の人
間として、強い意欲を感じています。

さて、ＩＭとは、複数の都市のクラブで
実行する都市連合のことで、その目的
の第一は、会員相互の親睦と面識を広
め、会員にロータリーの情報を伝えるこ
とにあるとされています。

こうしたことを踏まえて、今回は知識を
広め、深めるために地区委員長をお招き
し講演していただきます。

更には、櫻木ガバナーには、ＧＥＴＳの
様子・地区方針・『ロータリーのやさ
しさのヒント』と題して講演していただ
きます。

素晴らしいＩＭの成果となるよう、皆様
のご協力の程、宜しくお願いいたしまし
て、歓迎の言葉に代えさせていただきま

す。

ホストクラブとして、今年度は、１０分区
の会員とのフェローシップや会員間のコ
ミュニケーションを図るために、ゴルフ
以外にも企画をさせていただきます。

当クラブには、フェローシップ地区委員
長の増谷会員もいますので、ご相談し
ながら、次への行動力になればと感じ
ています。

企画が出来上がり次第、ご報告させて
いただきます。



会場風景ガバナー　櫻木　英一郎

出席率　100%
62名

出席報告
会員数

次回の例会は7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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

■ 8月 7日(金) 【通常例会】―お祝い事・理事会(3)―
卓話＝中村佳弘　親睦活動委員長

■ 8月14日(金) 【任意休会】お盆休み

■ 8月21日(金) 【通常例会】
卓話＝飯合幸夫　会員増強委員長『月間に因んで』

■ 8月28日(金) 【移動例会】―納涼会―　　
時間；18：30点鐘
場所；BOTTEGA 柏店（℡04-7140-4051）
柏市末広町4-16(小田山ビル1F)

8 月の行事予定



1.RLI　DL（ディスカッション・リーダー）養成講座開催の案内
日時；8月8日 ( 土 )13：30 ～17：00
場所；千葉市民会館
該当者；日暮肇・金子正会員

2. 成田空港南 RC「創立 50 周年記念式典並びに祝賀会」開催の
案内
日時；10月15日 ( 木 )13：30 ～
場所；成田ビューホテル

3. 例会休会変更のお知らせ
松戸西 RC；7/28( 火 ) は 7/29( 水 ) の IMに振替
松戸中央 RC；7/30( 木 ) は 7/29( 水 ) の IMに振替
8/13( 木 ) は任意休会
松戸 RC；７/29( 水 ) は IMに変更

幹事報告 幹事　柳　肇
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1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 馬場　弘 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1911回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆様、こんにちは。7 月 18 日 ( 土 ) に

TKP ガーデンシティ千葉へ行き、クラブ

研修セミナーに参加してきました。後ほ

ど、日暮研修委員長より報告があると思

いますので、よろしくお願いいたします。

　このセミナーで身につけられた会員研

修の方法等をクラブで発揮され、クラブ会

員の質が向上し、併せてクラブが活性化

することを祈ります。

　７月22日 ( 水 ) には、管理運営委員会

の会議がありました。内容等は、馬場委員

長の卓話の中で色 と々述べられると思い

ますので、楽しみにしています。

　本日 14 時より千葉市生涯教育センター

にて地区 IT 広報公共イメージセミナーに

丸山委員長が出席いたします。前半は、IT

やフェイスブックの紹介、後半は地区分区

広報 CSR部の講演が行われます。

　25 日 ( 土 )・26 日 ( 日 ) 柏まつりが開

催されます。皆様、体調の管理に気をつ

け、活動に励んでください。

　ロータリークラブについては、うまく説

明できないことや、理解できないことがあ

ると思いますので、皆さんと少しずつ勉強

していきましょう。

＊ロータリーとは

　ロータリーは、人道的奉仕を行い、あら

ゆる職業において高度の道徳的基準を守

ることを奨励し、かつ世界における親善と

平和の確立に寄与することを目指した実

業人および専門職業人が世界的に結び

合った団体です。

簡単に言えば、自分を磨きつつ人を育て、

時には慈善行為やボランティア活動など

を行う世界的な団体です。

＊ロータリーの目的

　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

育むことにあります。具体的には、以下の

各項を奨励することにあります。

①知り合いを広めることによって、奉仕の

機会とすること

②職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

仕事はすべて価値あるものと認識し、

社会に奉仕する機会として、ロータリア

ン各自の職業を高潔なものにすること

③ロータリアン一人一人が個人として、ま

た事業および社会生活において、日々

奉仕の理念を実践すること

④奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界

的ネットワークを通じて国際理解・親

善平和を推進すること

ロータリーの目的は、それぞれの会員の

企業活動の根本に奉仕理念をおいて、そ

れぞれを磨き上げることです。

会報　第1878号



7月22日に当クラブ5小委員会　委員長様と上期についての
会議を行いました。
プログラム委員会は、若干のプログラムの変更と、日程の調
整、新入会員の卓話を予定していることと、他委員会との合
同会議等を積極的に行う予定

親睦委員会では、上期の予定を報告、日程の調整、参加者の
増員を希望していました。

出席委員会では、地区役員のメーキャップは、必ず申告して
頂く事を地区役員さんに報告してくださいとの事、さらに出
席率の向上と、メーキャップを推進する方針を掲げました。

今年初のウェブサイト委員会では、ホームページからブログ
を行う事、加えてだれでも投稿出来るようにウェブサイト研
修会を行う事を考えていますが、日程は未定です。

クラブ会報委員会では、会報をメンバー以外にも見て頂き柏
西ロータリーを理解して頂く事と、各メディアに会報を展示し
て頂きクラブ員の企業ＰＲを行う事を検討しています。具体
的には、デパート、駅、銀行、証券会社、お弁当屋、柏イン
フォメーションセンター等に会報を置いて頂きクラブをPRす
る運動を進めていくことを考えています。

以上上期各委員長様の意気込みです。皆様ご協力よろしくお
願いいたします。

地区セミナー研修内容を皆さんでお勉強しました。以下30項
目にどれだけ答えられるかのお勉強会＆卓話

あなたは、次の事項を簡単に説明できますか。 
１.ポール・ハリスについて 
２.ロータリークラブの誕生について 
３.現在世界中にどの位のクラブがあり、ロータリアン数はど
の位で、地区の数はどの位か 

４.日本国内にどの位のクラブがあり、ロータリアン数はどの
位で、地区の数はどの位か 

５.第2790地区内にどの位のクラブがあり、会員数はどの位
で、分区の数はどの位か 

６.ロータリーの目的について 
７.ロータリーの目的の受託と定款・細則の順守について 
８.五大奉仕部門について 
９.決議23－34について 
10.ＲＩについて（構成員、地区、ガバナー、ＲＩテーマ等） 
11.ガバナーの選出方法について 
12.ガバナー補佐の選出方法について 
13.地区委員の選出方法について 
14.地区の運営について 
15.組織規程（ＲＩ定款・細則、標準クラブ定款）について 
16.組織規程の改正について 
17.クラブ細則について 
18.クラブの年次総会について 
19.クラブの役員について（役員の範囲、選出方法等） 
20.クラブ理事会について（理事会構成メンバー、クラブの意
思決定機関等） 

21.クラブ委員会委員長の選任について 
22.クラブ委員会構成について 
23.ロータリー財団について 
24.寄付金の種類 
25. 補助金の種類 
26.ポリオプラス 
27.ロータリー米山記念奨学会について 
28.寄付金の種類 
29.奨学生の選考方法 
30.世話クラブとカウンセラー制度 

卓話 クラブ管理運営委員会　委員長　馬場弘



BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
勝田、中村靖、川和    各会員

写真ありがとう！
水野、嶋田、勝田、柳、森市、安田、住田、飯島、鈴木（桂）
小溝、増谷    各会員

(^^♪
I.M.ご協力ありがとう    鈴木（桂）会員
I.M.ありがとう　盛大にできました 榊会員

次回の例会は7月31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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

柏まつり 7月 26 日（日）

出席率　79.03%

62名
13名

出席報告

委員会報告　社会奉仕委員会　委員長　助川会員委員会報告　研修委員会　委員長　日暮会員

委員会報告　親睦活動委員会　委員長　中村佳弘会員

欠席者

秋元、岡嶋、影山、金子、菊池、ゲイビ、後藤、
小林（正）、杉山、染谷、中嶋、水留、湯浅
  会員

会員数





社名：株式会社秀英コーポレーション

代表：塚本英夫

住所：千葉県柏市十余二380-101TEL：04-7137-5600 FAX：04-7137-5300

関連会社のＳＥＣ株式会社がｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事会社です。

自社ＰＲ

■取扱品目

・アスファルト合材

・アスファルト乳剤

・再生砕石

・その他舗装材

※建設廃材は提携会社施設にて処分いたします。

千葉県北西部を中心に舗装工事全般業務・舗装合材の販売をしてい
ます。

道路の他に企業、店舗や個人宅の駐車場までアスファルト舗装に関
する事ならなんでも承ります。！

自社のアスファルトプラントだから品質面も保証します！！！

施工例



1.ガバナーノミニー (2018―19 年度 ) 候補者推薦の要請 (提出期限；
9月30日 )　

2.ロータリーの友事務所より冊子掲載用の情報提供の依頼
『友』表紙の写真募集
『こんな経歴のロータリアンはいませんか？』情報募集
『自然災害に備えて独自のシステムを持つクラブ』情報募集

3. ガバナー事務所・エレクト事務所 8/10( 月 )-8/14( 金 ) 夏季休業
のお知らせ

4.8月のロータリーレートは 1ドル＝124 円

5.『柏まつり』協力金のお礼

6. 例会休会変更のお知らせ
柏 RC；8/12( 水 ) は任意休会
8/19( 水 ) は納涼例会に変更 1830 ～オークビレッジ柏の葉
松戸 RC；8/12( 水 ) は任意休会

幹事報告 幹事　柳　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1912回夜間例会（2015.7.31）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告 柳　肇 幹事

1. 卓　　話 金子　正 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1912回夜間例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

皆様、こんばんは、もう早いもので、会長就

　就任式から、一か月が終わります。
　長い梅雨も、ようやく明け、本格的な夏が
やってまいりましたね！
　柏祭りには、多くの会員が参加くださいま
してありがとうございました。
　社会奉仕・人間尊重委員会合同、団扇配
布活動に協力くださった、ザ・クレストホテ

ルの特製カレーも美味しかったです。有り難
うございました。
　柏西ロータリークラブのフェイスブックに
柏祭りでの団扇配布活動の投稿をシェアさ
れまして、紹介されました。
　私がコメントを書き込んだ上で今年度社
会奉仕委員会と人間尊重委員会の合同で企
画いたしました。如何に広報や公共イメージ
に繋がるか模索しながら、継続していきたい
と思います。「更なるクラブに感動と活力が
湧き上がりますように！」と書き込みました
ら、翌日に櫻木ガバナーから、コメントが入っ
ていました。
　「活発な活動に敬意を表します。」そうで
す。
一つの活動に広報・会員増強・人間尊重な
ど多くの意味合いを持たせ、そのために色々
な委員会が（というよりも各部門）が参加す
るのが CLPだと考えます。
　○○委員会の活動という縦割り概念から
脱することが求められていると思います。さ
すが意識が高い柏西 RCですね。
　柏西ロータリークラブという幟と横断幕。
これがいいです。
　ロータリーデーというのは、ロータリアン
にしか通じないロータリー用語です。
　外部の人への広報効果を考えれば○○
ロータリークラブという表記がいいですね。
　地区広報公共イメージ委員長からも、メッ

セージをいただきました。
　「ロータリーを盛り上げましょうと！」
　地域社会での認知度は、クラブの発展と
成功のカギを握る要素です。
　クラブは、地域社会の多くの人々に知られ
ていますか。
　会員は、友人や同僚・近所の人たちに自
分がロータリークラブ会員であることを伝え
ていますか。人々は、ロータリークラブと聞い
て何を連想するでしょうか。
　調査によると、人々が参加または支援した
いと考える団体は、具体的で目に見える成果
を出している団体であることが分かってい
ます。
　クラブの活動成果について、地元の人々に
定期的に伝えましょう。また、入会候補者に
奉仕活動へ参加してもらい、会員との交流を
促すことで、クラブの活動を直に見てもらう
ことができます。
　デジタルコミニケーションとは、電子メディ
アを通じてメッセージを発信することです。
ソーシャルメディアを活用すれば、イベント
や活動の情報を発信できるだけでなく、世
界中のロータリー会員とオンラインで交流し
たり、関心を同じくする人や団体と繋がるこ
とができます。ソーシャルメディアは、地域に
おけるクラブの認知度を高め、入会候補者
や協力団体の関心を引き、会員に情報を伝
えるには最適な手段です。多くの会員の関

会報　第1879号



　本年度奉仕ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ委員長の金子です。宜しくお願い致し
ます。
　奉仕ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ委員会の役割は、ｸﾗﾌﾞの奉仕活動を主導
し、地元や海外の地域社会の人々を援助する教育的・人道
的・職業的ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄの計画と実施を支援する事です。また、
「超我の奉仕」はﾛｰﾀﾘｰの第一の標語で、全てのﾛｰﾀﾘｱﾝは、
地元地域や世界中の地域社会において、奉仕を通じて人々
の生活の質を向上させるよう努める責務があります。そして、
我々はそれを実践し、今年のﾃｰﾏである「世界へのプレゼン
トになろう」を目指して、我 ５々つの小委員会からなる、職業
奉仕・社会奉仕・人間尊重・青少年奉仕・国際奉仕のﾒﾝﾊﾞー
で力を合わせて各小委員会の行事の目的を達成出来るよう
に頑張って行きます。それでは各小委員会の本年度の活動報
告を致します。
奉仕ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ委員会としては、10月25日の手賀沼ﾏﾗｿﾝに模擬
店を出店し、広報活動も一緒に行います。その売上金は春の
職業奉仕に運用する予定です。
　職業奉仕委員会は金本会員が委員長で、第１回目の職場
見学会として、９月10・11日に青森県の航空自衛隊三沢基地
を見学致します。その他に八甲田山雪中行軍遭難資料館・ね
ぶたﾐｭｰｼﾞｱ・十和田湖・奥入瀬渓流を巡る見どころ満載の職
場見学会になっておりますので多くの方の出席を宜しくお願
い致します。第２回目の職場見学会として４月１日に関東近郊
の職場見学会を計画しています。その他に、学生対象の職業
ｾﾐﾅｰを開催予定しております。
　社会奉仕委員会は助川会員が委員長で、社会奉仕活動と
して、大堀川の清掃と東口ﾀﾞﾌﾞﾙﾃ ｯ゙ｷ事業として、地域の発
展、観光街つくり、街並み整備を目的に東口ﾀﾞﾌ ﾙ゙ﾃ ｯ゙ｷの所に
時計と温度計の設置を計画しており、予算の関係で他ｸﾗﾌﾞに
も声掛けをしているそうです。
　人間尊重委員会は松本隆一郎会員が委員長です。人間尊
重の活動としては、先週行われた柏祭りでのうちわの配布、
そして、街頭ｷｬﾝﾍ゚ ｰﾝの献血を行います。また、ﾏｻﾞー ｽ ｶ゙ﾞー ﾃﾞﾝさ
んとみくに幼稚園さんに訪問してﾁｭーﾘｯﾌﾟの植え込みを行
い、八幡苑さんにはﾀｵﾙの配布を行います。
　青少年奉仕委員会は鈴木桂三会員が委員長で青少年支

援活動とﾈﾊﾟー ﾙ支援を行います。そして、RAILAに参加しま
す。参加予定者、会員３名、青少年３名です。

　国際奉仕委員会は嶋田会員が委員長です。
１、11月25、26､27日に九州の熊本への旅行中に台中港東南
RC締結35周年記念として祝賀会を行い、次の日には、ｺ ﾙ゙ﾌ、
観光を行い親睦を深めたいと思います。
２、ﾈﾊﾟー ﾙ支援ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄとして2月９日～14日までﾈﾊﾟー ﾙに支援
活動として訪問致します。この支援は長期支援活動として
行って行きます。
実行委員（日暮、森市、嶋田、鈴木桂三）

　以上が各小委員会の活動報告です。今年は青森・関東周
辺の職場見学会が２回、九州熊本での台中港東南RC締結
35周年祝賀会、ﾈﾊﾟー ﾙ支援活動と活動範囲の広い年になりま
すが会員の皆さんの協力で奉仕ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ委員会の活動を盛
り上げていただくよう宜しくお願い致します。
　先日ｸﾗﾌﾞ研修ｾﾐﾅｰに参加しましたが、他ｸﾗﾌ の゙人数を聞い
てみると10人・15人・20人とかで会長を３回しているとか、会
員が年寄ばかりで新入会員が入って来ない等と寂しい話をし
ているｸﾗﾌﾞがありましたが、それらのｸﾗﾌ がらしたら柏西ｸﾗﾌ
ﾞは会員数が63名と多くいるので、このような年間行事が組め
るので年間行事が多くて大変だと思わず、これだけの行事の
行えるｸﾗﾌﾞに入っているから幸せだと思っていただき、積極
的に活動に参加していただくようお願い致します。

卓話 クラブ管理運営委員会　委員長　金子正



BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう！
升谷 会員

(^^♪
母校 専大松戸高校 甲子園出場決まりました　柳会員
柏まつり無事終わりました　ありがとうございました
      　　助川会員

次回の例会は8月7日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　84.13%

63名
10名

出席報告

委員会報告　クラブ会報委員会　委員長　中村　靖 会員長田 正博　新会員

委員会報告　職業奉仕委員会　委員長　金本 会員

欠席者

飯嶋、江口、影山、ゲイビ、後藤、小林（正）、
杉山、染谷、野寄、松本（隆）
  会員

会員数

委員会報告　社会奉仕委員会　委員長　助川 会員

委員会報告　親睦活動委員会　委員長　中村佳弘 会員



1.10月 2日 ( 金 )ガバナー公式訪問について
服装；ネクタイ着用
懇談会出席者【訪問側】；ガバナー、ガバナー補佐・補佐幹事、地区幹事長

【クラブ側】；会長・幹事、研修委員長、次年度会長・幹事
全会員がクラブ活動計画書持参
テーマについて進める；①定款について　②RIとクラブの関係
③出席、メーキャップの件　④会員増強の件
⑤其の他クラブ側で課題としたい事
2. 地区社会奉仕委員会よりアンケートの協力依頼 (〆切 8/31)
3. 地区奉仕プロジェクト委員会セミナー開催の案内
日時；10月10日 ( 土 )13：30 ～16：30
場所；三井ガーデンホテル千葉
出席対象者；会長、奉仕プロジェクト・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕
各委員長

4.R.Y.L.A.( ロータリー青少年指導者養成プログラム ) セミナー開催の案内
日時；11月14日 ( 土 ) ～ 15日 (日 )　一泊二日
場所；船橋市立一宮少年自然の家
参加者；ロータリアン一名以上、16 ～ 30 歳青少年男女 2 名
5.台中港東南クラブ　王肇榮 (KING) 会員ご逝去の報に、弔電・供花を贈る
6. 例会休会変更のお知らせ
我孫子 RC；8/18( 火 ) は任意休会
※例会場 8月より川村学園女子大学内
松戸西 RC；8/18( 火 ) は 8/19( 水 ) に変更
8/25( 火 ) は任意休会

幹事報告 幹事　柳　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1913回通常例会（2015.8.7）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　  柳　肇 幹事

1. 卓　　話 中村　佳弘 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1913回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　先週の夜間例会において、お酒の件に

ついてパスト会長の方から抗議がありま

したが、森市年度については、夜間（懇親

会のない）例会は、お酒の提供はありませ

んので、ご了承してください。この事につ

いては、プログラム委員会・S,A,A,とも、

協議し理事会にての意見等もありません

でしたので、宜しくお願いいたします。皆

さんよろしいでしょうか?

　それと、奉仕プロジェクトの金子正委員

長の卓話の中で、人間尊重委員会につい

ての質問がありましたが、ロータリー百科

事典８、社会奉仕社会奉仕に関する１９９

２年の声明効果的な社会奉仕をする基礎

として、ロータリークラブ会長は、必要に

応じて、人間尊重・地域発展・環境保全・

共同奉仕の各社会奉仕小委員会の委員

を務めるロータリアンを任命するよう奨励

されています。

　社会奉仕プロジェクトは、薬物乱用防

止・識字率の向上・高齢者への援助を

はじめとして、病院、学校、その他の地域

施設の改善、改良、清掃、及び再生利用

キャンペーンにまで及びます。社会奉仕に

は、ロータリーの提唱する組織、ローター

アクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータ

リー地域社会共同体などの共同奉仕者と

の協力も含まれます。

　人間尊重委員会の実例としては、①社

会的弱者の支援②保健、衛生、長寿で健

康③子育て支援④社会治安の向上⑤才

能のある人の発掘・支援⑥文化交流で心

豊かな人の育成⑦災害に備える。

　と、ありましたが、２００７－２００８年

度、鈴木桂三年度まで、４大奉仕の一つ

に社会奉仕委員会が設けられ、人間尊

重、地域発展環境保全、共同奉仕（ロー

ター・インターアクト）の小委員会があり

ました。２００８－２００９年度、嶋田英明

年度から CLP の推進により、奉仕プロ

ジェクト委員会の中に、職業奉仕、社会奉

仕、人間尊重、新世代育成、世界親睦活動

に変わりました。

　今現在においては、奉仕プロジェクト委

員会の中に、職業奉仕・社会奉仕人間尊

重・青少年・国際奉仕・委員会とビジョ

ンに向けた目標がぶれないように、定期的

に見直されています。次年度について、人

間尊重委員会は、戦略計画委員とともに、

多くの意見を聞きながら、対処してまいり

ます。

会報　第1880号



　みなさん、こんにちは！親睦委員長の中村です。
本来ですと、今月は会員増強拡大月間ということで、会員増
強委員長の飯合さんがお話しする予定だったのですが、「変
わってくれ。」ということで、私が本日行います。
　私はみなさんご存じのように調剤薬局を南増尾の方でやっ
ています。
　いちおう薬剤師です。１５年ほど前まではイトーヨーカ堂
の前で普通の薬も売っていた薬局でしたが、物販だけでは
食べていけないので、今の地に調剤専門薬局をオープンしま
した。今度３軒目を出店する予定です。
　ところで、私は調剤の他に学校薬剤師というものもやって
おります。学校薬剤師というのは、柏市内にある小・中・高校
に一人担当がついて、お医者さんや歯医者さんは子どの達の
カラダを直接見ますが、私達、学校薬剤師は学校の環境を
チェックします。例えば、教室内の二酸化炭素の濃度、明る
さ、プールの水質検査、ダニや化学物質の検査、急所質の食
器の検査などいろいろ行います。また、子供達の前で薬物乱
用やたばこの害についてもお話しをします。先日も中原中で
全校生徒７００名の前でお話しをして参りました。
　そこで、本日はたばこの害についてお話をしようと思いまし
たが、うちのクラブでたばこを吸っている方が何人かいらっ
しゃいますが、吸っているみなさんはカラダにとても悪いとい
うことを知っていて、そしてさらにまわりの人たちに大変迷惑
をかけているということも知っていて吸っているのですか
ら、私は何も言いません。
たばこは、時間のかかる自殺、と言われているのですが、そ
れでも止められないというのは、他の薬物よりもたちが悪い
と言うことです。
　私は当ホテル内で喫煙室があるということもいけないと思
います。
　本日は、危険ドラッグについてお話しします。チョット前世
間で騒がれていましたが、ドラッグや覚醒剤・麻薬をやるキッ
カケは、例えば疲れとか、悩み。みなさんは無いと思います
が、みなさんの会社の部下や子供・孫たちが何か悩んでい
て、知り合いにスッキリするよとか、勉強が捗るとか言われ
て、これはクセにならないとか言われると、１回だけならダイ

ジョウブって思って、手を出すのが多いのです。
　私は薬物乱用防止指導員というものもやっていまして、よく
警察の生活安全課の方達と話をするのですが、国道沿いに
ある駐車場の広いコンビニでは夜は店の前に止めますよね。
それが、暗がりで端の方にまっすぐに止めていなくて斜めに
止まっている車は、絶対に何かあるそうです。薬だけじゃなく
て何か他のこともやっているそうです。もしそういう車があっ
たら、警察に通報してください。
それでは、薬物のビデオを見てもらいます。

卓話 親睦活動委員会　委員長　中村 佳弘



BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
松本隆一郎、木村    各会員

写真ありがとう！
馬場、榊、日暮、栗原、小溝、安田、岡島、金子、田代、
中村靖、森市、水野、江口、榎本、松本ユミ、住田、ゲイビ、
秋元、小林太時、宇田川、見付  　　　各会員

(^^♪
先日柏南RC納涼会で自転車ゲット 斉藤会員
専修大学松戸甲子園出場 早くも今日散ってしまい
ました      中嶋会員
甲子園1回戦出場・敗退    小林太時会員
在籍35周年表彰    木村会員

次回の例会は8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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

9月 4日(金) 【通常例会】―お祝い事・理事会(4)―
卓話＝日暮肇　戦略計画委員会

※『第1回クラブ研修会』(※別紙詳細参照ください)
時間：18：00～19：30
会場；ブレーンズ
(柏市柏4-7-3メゾン･ドゥ･セネ201号室)

9月10日(木)～11日(金) 【移動例会】―職場見学(青森県)―

9月18日(金) 【通常例会】―榊隆夫ガバナー補佐訪問―
第2回クラブ協議会

9月25日(金) 【通常例会】　
卓話＝嶋田英明　国際奉仕委員長

9 月の行事予定

出席率　82.54%

63名
11名

出席報告

誕生日おめでとう在籍 35 周年表彰　木村 会員

欠席者

影山、菊池、後藤、小林（正）、東海林、杉山、
染谷、塚本、野寄、丸山、水留
  会員

会員数



1. 米山特別寄付に対し、表彰品の送付
鈴木桂三会員；米山功労者　第 4回

2.2014-15 年度宇佐見透ガバナーより、第 2790 地区の全クラブ (84
クラブ ) がロータリー財団への寄付金を拠出した事に対してお礼

幹事報告 幹事　柳　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1914回通常例会（2015.8.21）
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例会日／金曜日　12：30～
例会場／ザ・クレストホテル柏
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　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

事務所／〒277-0011 柏市東上町7-18
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　　　　TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
　　　　E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

四つのテスト

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　  柳　肇 幹事

1. 卓　　話 飯合　幸夫 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1914回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは、

例会を 1 回休会いたしましたが、皆様に

おかれましては、どのような休暇を過ごさ

れましたでしょうか？

　お盆も開け、19日（水）には、柏南ＲＣ

の中島会員の経営なされています、貸会

議室ブレンズにて、第 3回奉仕プロジェク

ト委員会を開催いたしました。

　計画しております、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、

その関心を絶えず引き付けるような対策

を検討いたしました。

　20日（木）は、ブレンズにて公共イメー

ジ促進委員会を開催いたしました。

　委員会・ソーシャル・メディア委員会

合同会議にて、ホームページや会報や広

報やソーシャル・メディアの現状を見直し、

改善をはかります。

　未来につながるようなご意見・ご希望

等を踏まえ、徐々に新風を巻き吹かせた

いと思います。

会報　第1881号



会員増強拡大月間にちなんで
会員増強委員長　飯合幸夫
　ロータリーでは、８月は会員増強拡大月間とされておりま
す。それにちなんで本日の卓話の時間をいただきましたが、
実は明日８月２２日に地区の会員増強セミナーが千葉で予定
されており、小委員会の小溝委員長とともに出席する予定に
なっています。
　そこで本日は、クラブ会員増強委員会の役割と増強委員長
の役割について簡単に説明させていただき、詳しい報告と実
践計画は、後日改めて報告をさせていただきます。
　その後、時間がありますので、チャーターメンバーの一人と
して四十一年前のクラブ創立当時の思い出話をさせていた
だきます。

　まず、会員増強委員会の役割と責務とは、何でしょう。クラ
ブ会員増強委員会の役割は、会員増強のための行動計画を
たて、これを実施することと、退会防止の活動を実践する事
です。会員がいてはじめて、クラブは効果的な活動を行うこ
とができます。地域社会に奉仕し、ロータリー財団を支援
し、優れたロータリーのリーダーを育成できるかどうかは、ク
ラブの会員基盤の規模と強さです。
　本年の会員増強の目標は、会長目標の純増3名です。全会
員一人一人が、友人や仕事関係の知り合い、地域の人々に声
をかけることで入会候補者を捜しだします。
　また、会員維持活動も重要な仕事です。新入会員には、ク
ラブ管理運営委員会と推薦者（スポンサー）により、クラブラ
イフになじむよう積極的に情報提供をしてもらうようにするこ
とです。
　この続きは、明日のセミナーで勉強して来て、実践計画を
立てさせていただき、増強を進めたいと思います。

柏西ロータリークラブ創立当時の思いでチャーターメンバー
　飯合幸夫　創立当時の思いでを忘れないうちに話しておこ
うと、思い至ったのは、いつのことやら、忘れてしまいまし
た。古い話をよくしてくださったチャーターの染谷正三さんが
亡くなってからは、聞いていないような気がします。そこでこ

の機会に時間をいただき、創立当時のメンバーの紹介と覚え
ているエピソードを紹介してみます。間違えや思い違えも多々
あると思いますが、４１年前の事ですのでお許しください。
　当柏西クラブは、会報の表にもあるとおり、１９７５年１１
月７日に西口の東日本銀行の２階で創立総会を聞き、創立さ
れました。柏クラブをスポンサーとして、榎本洋史会員の父
上の榎本赳先生が特別代表という立場で、先導してください
ました。そのさいのに基づき作成した国際ロータリークラブ
加盟申込書を当時の岡野ガバナーに提出して１１月２４日付
けで、３４９地区４９番目のロータリークラブとして、登録承
認されました。創立会員は２４名で、１２名が柏クラブからの
移籍１２名が新規会員でした。
　移籍会員は、会長の染谷伝三郎会員・副会長鈴木千之会
員・幹事北村千秋会員・副幹事桜井栄会員・ＳＡＡ染谷正三
会員・幹事鈴木淳会員・佐藤克男会員・伊東幸市会員・関根
一正会員・地区幹事の阿部久人会員・菊田孝一会員の１１名
が柏クラブの２５周年記念誌に掲載してありますが、もう１名
石川毅一会員が入るようです。
　新入会員は、板倉茂会員・小管一雄会員・佐藤敬三会員・
清水久吉会員・鶴丸俊行会員・中村博亘会員・根来富士雄会
員・長谷川強海会員・増田正司会員・飯合幸夫会員・保井尊
会員・安田正男会員の12名です。
　詳しく申し上げますと、会長の染谷伝三郎先生は、東葛飾
高校わきの国道６号よりにある、染谷小児科医院の先代で
す。
　副会長の鈴木千之さんは、鈴木桂三会員の父上になりま
す。お二人とも柏クラブで、会長を終えてからの移籍でし
た。
　幹事の北村千秋さんは国税の査察官で、調査先にその後
就職された、豪快な人でした。
　副幹事の桜井栄さんは阿部窯業という建築会社の経営者
で１０周年記念時の会長を務められました。
　染谷正三さんは平成２１年３月に事故でお亡くなりになる
まで、例会に出席することを楽しみにしておられました。台中
港東南クラブとの締結会長です。長寿ロータリアンとして何
度か表彰されています。
　幹事の鈴木淳さんは、柏中学校の奥側で内科のお医者さ
んでした。
　佐藤克男さんは佐藤スレート建材の経営者で、創立後数
年で退会されました。

　伊藤幸市さんは、当時県会議員で出席が芳しくなく、出席
率１００パーセントを続けていたクラブとして苦労していまし
た。創立２５周年の会長です。
　関根一正さんは、岡部三代目会長の幹事を務めました。東
葛飾高校から法政大学の野球部の主戦ピッチャーをした人

卓話 会員増強委員会　委員長　飯合 幸夫



で、西クラブの野球部には欠かせないメンバーの一人でし
た。
　岡部久人さんと菊田孝ーさんは柏クラブから出ていた岡野
ガバナ一事務所の幹事を務めていた、ロータリー通で、二人
とも分区代理、いまのガバナー補佐をお務めいただきました。
ちなみに私は、岡部さんのときにはクラブ幹事として、菊田さ
んのときにはクラブ会長と、ご縁を戴きました。
　最後に、石川毅ーさんです。野球とゴルフの大好きな人で、
柏市野球連盟の事務局長を務めており、当クラブではキャッ
チャーでした。印刷会社の経営者をしておりました。５代目
幹事をされましたが、南クラブに移籍しました。
　新入会員としては、板倉茂さん以下１２名がロータリーの
ロの字も分からずに入会しました。柏クラブで、新クラブの
創立に向けて決議がなされてから、会員募集の活動が始まっ
たようです。そして、９月ごろに、商工会議所の今は無き和室
に集合させられて、ロータリーの説明会が開催されました。
榎本赳特別代表や渋谷幹事、山田幹事の説明を聞いたよう
ですが、良く理解できないままに入会したようです。
　板倉茂会員は、名誉会員として時々新年会や役員交替式
にも出席戴いております。若い時には、関根さんにも、負けな
い速球を投げた人です。染谷台中クラブ締結会長の幹事で、
父親の葬儀の二日後に台中港東南クラブの締結に台湾を訪
問した話が残っています。
　小管一雄さんは、小管パンの創立者で柏市の商店会活動
に活躍した人で、柏市商店会連合会の創立者でもあります。
また、柏市の市民野球連盟の会長も務めていました。野球を
見るのもやるのも大好きな人でした。台湾も大好きな人でし
た。
　佐藤啓三さんは、三和銀行支店長で、今の三菱東京ＵＦＪ
銀行です。例会場がときわ相互銀行から三和銀行の５階に

移動しました。まだ千葉銀行は西口にはありませんでした。
　清水久吉さんは、サンサン通りにあるメガネ屋さんの先代
です。
　鶴丸俊幸さんは、西口の高島屋さんの前にあった不動産
屋さんで、全国不動産協会の専務理事を努めておりました。
　中村博亘会員は当時から若手のリーダーでした。当クラブ
ただ一人のガバナー経験者です。
　根来富士雄会員は、富士電設工業（株）の創立者で、ゴル
フ・カラオケ・麻雀の大好きな人でした。中村、飯合と生き残
りの３名のチャーターです。
　長谷川強海さんは、長谷川工務店の創立者でゴルフが非
常に大好きでダンプ何台ものボールを打ったというのが、自
慢でした。我孫子のシングルでしたが、野球はまったくの素人
で、打席から３塁に走った経歴の持ち主です。もう一つ野球
の話ですが、柏中学校の先生との試合で、ライトを守ってい
たら痛烈なライナーが股間をおそって、腰が抜けたことがあ
りました。
　増田正司さんは、篠篭田の双伸ゴルフの創立者で５０過ぎ
にゴルフを初めてシングルになった人です。私のゴルフはここ
から始まりました。
　保井尊さんは、柏高島屋の初代店長さんで、当時はおおら
かな時代で豪華賞品をゴルフや新年会で頂きました。ちなみ
にヒスイのパターや最新のドライバーや、子供の福袋などが
ありました。
　安田正男さんは、安田会員のお祖父さんで、第７代会長で
す。その時の幹事を私が努めさせて頂きました。会長として
たくさんのお教えを頂きました。とても感謝しております。
安田さんには、お話ししたいエピソードが沢山あります。
　続きは次回になります。

委員会報告　親睦活動委員会　中村（佳）　会員委員会報告　人間尊重委員会　松本 会員



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
江口会員
パートナー誕生日
宮城会員

写真ありがとう！
増谷、中村（佳）、飯嶋、鈴木（桂）、菊池 　　　各会員

次回の例会は8月28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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

本日のお食事

出席率　79.97%

63名
13名

出席報告

冷製コーンスープ 豆腐とクリームチーズ スモークサーモン添え

柑橘類のコンポートとライチのゼリー 豚ロース肉のトンカツ風 野菜添え シュプレームソース

欠席者

影山、金子、ゲイビ、後藤、小林（正）、斉藤、
杉山、助川、染谷、野寄、升谷、丸山、湯浅
  会員

会員数



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1915回夜間例会（2015.8.28）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1915回夜間例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんばんは！

　

　本日は、恒例になっていました高島屋ビ

ヤガーデンから場所を移し、親睦活動委

員長の中村君の企画により、ここＢｏｔｔ

ｅｇａにて開催する運びになりました。

本日、大勢の第１０分区の会長・幹事・

会員の皆様にも、参加していただいており

ます。

　実業や専門職種の世界で仲間と語り合

い、学び合い、合った人々から隠れた報酬

の多さに驚かせれるに違いありません。

参加者が心を通わせるそんな、例会にし

たいと思います。

　

　他人からお話を聞いたり、語り合うこと

によって、学んでいきます。

　ロータリーは、教師に満ち溢れておりま

す。すべての人がお互いから学び合えるよ

うに余興等はありませんので、成長・円

熟・学び・改善等地域や職業に活かし

ながら、奉仕活動に励みましょう。

　

　ごゆっくりとお楽しみください。

夜間例会　～納涼会～ 18：30 ～　bottega 柏店
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次回の例会は9月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

63名

分区より16名の会員のビジター出席がありました

0名

出席報告

欠席者
会員数



1.９月のロータリーレートは 1＄＝１２４円

2.2016年５月28日(土 )～6月1日(水 )「ソウルロータリー国際大会」
参加早期割引の案内 (12月15日まで )

3. 新会員研修セミナー開催の案内
日時；10月12日 ( 月 )13：30 ～16：30
場所；TKPガーデンシティ千葉
対象者；入会 3 年未満の会員　3 名以上

4. 地区「二輪走友会ツーリング」の案内
日時；10月23日 ( 金 )10:00 集合～16:00 解散
集合場所；館山自動車道　市原 SA( 詳細は幹事まで )

5. 地区 RLI( ロータリー・リーダーシップ研究会 )3 期目パートⅠ開
催の案内
日時；10月4日 (日 )9：30 ～17：00
場所；千葉県青少年女性会館

6. 柏市平成 27年度社会福祉協議会
特別会費 (1万円 ) 納入の依頼

7. 例会変更のお知らせ
柏東 RC；9/17( 木 ) は 9/21の｢ふれあいコンサートin沼南の里｣に
変更
9/24( 木 ) は 9/27｢沼南まつり｣に変更
柏・松戸 RC；9/23( 水 ) 祝日休会

幹事報告 幹事　柳　肇

里｣に

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1916回通常例会（2015.9.4）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　  柳　肇 幹事

1. 卓　　話 日暮　肇 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1916回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆様、こんにちは、

先週の金曜日は、夜間納涼移動例会でし

た。柏西ロータリークラブ会員の他にも、

家族の方や、１０分区の会員の方々にお越

しくださいまして、６３名による例会となり

ました。

　企画・店の設定等をご尽力くださいま

した、中村親睦活動委員長、ありがとうご

ざいました。当日、会場監督・親睦活動委

員会の皆様にも、ご尽力頂きありがとうご

ざいました。

　二次会も、親睦委員会の設定により、愉

しい時間を過ごせました、二次会も、二手

に分かれたみたいですが、私としては和

気藹 と々、大勢の皆様と語り合いたいの

で、なるべく親睦活動の主催の二次会へ

お出でくださるようお願いいたします。

本日、理事会がありましたのでお知らせい

たします。

10月2日　ガバナー公式訪問の件

10月25日（日）手賀沼エコマラソンの件

10月30日（金）第１回インターゴルフの件

9月25日（金）マザーズガーデン訪問の件

11月25日（水）～２７日（金）姉妹クラブ

締結３５周年記念祝賀会旅行

ロータリーとは

　ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あ

らゆる職業において高度の道徳的規準を

守ることを奨励し、かつ世界における親善

と平和の確立に寄与することを目指した

事業及び専門職務に携わる人が世界的に

結びあった団体です。

　一言でいえば、ロータリーは利他の心

を養い、人を育てるとともに、献身的な奉

仕活動を行う世界的な団体です。

　まずは、一人一人が責任を持った行動を

し、クラブの活動に参加いたしましょう。

会報　第1883号



　みなさんこんにちは。

　今日は、「戦略計画について」というテーマを頂いていますの

で、そのことについて話をしたいと思ってはいますが、そもそも

戦略計画とは何なのだろう、というところから入りたいと思いま

す。

　戦略計画とは、ロータリーがこれからもダイナミックな組織で

あり続け、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、ロータリー戦略計画です。(以前は長期計画と翻

訳されていました)

　私たちのクラブは将来何を目指し、それを成し遂げるにはどう

したらいいのか、そうしたことを決めるのはとても大切なことで

す。ロータリーは毎年会長が変わります。ロータリー戦略計画

は、会長が変わるたびに方向性が変わることを防ぎ、ロータリー

が重要目標の達成に向け、確固とした方向性をもって進むため

にできたものです。

　RI戦略計画委員会の経過を紹介します。

●2002～03年　　理事会はRI戦略計画を提案し、ロータリアン

を動員して、全地域のロータリー活動の現状を調査。

●2004年6月　　規定審議会はRI戦略計画委員会の設置を承

認。6年任期の6名の委員で構成。3年毎の見直し。

●2007年1月　　事務総長がRI戦略計画部局を創設。

●2007年4月　　規定審議会は戦略計画の進行状況と現状を

確認。

●2007年6月　　理事会はRI戦略計画の使命、ビジョン、モッ

トー、中核となる価値観、そして7つの、優先項目を承認。

●2009年7～8月　　3年毎の国際ロータリー活動及び意識調

査。

●2009年11月　　RI理事会は調査結果に基づく戦略計画委員

会の新戦略計画を承認。

●2010年7月　　2010～2013年戦略計画発効。[2010～2013年

戦略計画は、3つの優先項目と中核となる価値観、ビジョン(のち

にコアエッセンス)、ミッションからなる戦略計画]

●2012年　　アンケート調査実施。RI戦略計画に対するロータ

リアンからの強い支持があることを確認。

●2013年9月　　戦略計画の評価、RIと財団とのより良い連携

などのために会長はロータリー戦略評価委員会委員を任命。

戦略委員会が出来たのは、比較的最近の事なのです。柏西クラ

ブでも活動計画の中で独立した委員会として表示されたのは今

年からです。昨年から直前会長、現会長、会長エレクトの3人で数

回集まり、意見の交換をしてきました。そしてこの3人の集まりで

戦略委員会とし、クラブの活動で複数年に亘り、継続して取り組

めるような奉仕活動を模索していこうということでやっていま

す。

今年度、森市会長はネパールの子供たちに文房具を送ろうと、

計画を立てました。財源は地区補助金を使い、必要な品物を購

入、それを持ってネパールに行き、現状を見て、今後の方針を決

めようとしています。つまりこのネパールへの支援が、長期計画

に取り入れられるかどうか、行ってみてからになるのではないか

と考えています。

毎年、会長が変わりますし、その年度の会長方針が尊重されて

きました。長期計画としてクラブの奉仕活動に取り入れるために

は、会長エレクト、会長ノミニーくらいまで、意思の統一が出来て

いないと実施は難しいと思います。クラブとして取り組むことに

なれば、より効果的な活動とするため、地区補助金ではなく、グ

ローバル補助金を使うことになると思いますので、今夜のクラブ

研修会で財団について知識を深め、これからのクラブの奉仕活

動に生かしていただきたいと思っています。

西クラブで、毎年実施している活動では、柏祭りへの参加・老人

施設・幼稚園へ訪問・献血への協力・手賀沼エコマラソンへ出

店、ゴミゼロデーに協力、クラブ単独の大堀川の清掃などがあり

ます。マンネリ化を防ぎ、より多くの会員に参加してもらうために

はどうしたらよいのか、皆さんの意見を聞かせてほしいと思って

います。

柏西クラブも現在会員が６３名と、２７９０地区８４クラブ中、千

葉７０名、成田コスモポリタン６９名、茂原と成田が６５名、その

次に柏西になっていると思います。この会員数で、会員の皆様が

ロータリークラブについてより一層理解を深め、効果的な奉仕

活動に取り組むことが出来れば、今以上に素晴らしいクラブに

なることと思います。

今年度、森市会長のもとで、戦略計画委員長と研修委員長とし

て指名され、その立場上固いことを言っていますが、私自身は結

構いい加減な人間だと思っています。人生程々でよいと、それを

モットーとして今まで生きてきました。従って今の自分を振り返っ

て、なんでこんなことになってしまったのか、心の中でぼやいて

います。「愉しくなければロータリーではない」と、前に話したこ

とがありますが、ロータリーの中核的価値観の中に親睦が入っ

ています。飲み会だったり、ゴルフをしたり、旅行に行ったりのほ

うが研修などよりも楽しいですし、出やすいと思いますが、ロー

タリークラブは社会に役立つ活動をしている団体です。奉仕を

抜いてしまうことはできません。「楽しいだけではロータリーで

はない」です。

卓話 研修委員会委員会　委員長　日暮 肇



委員会報告　親睦活動委員会　水留 会員委員会報告　職業奉仕委員会　金本 会員

委員会報告　雑誌広報委員会　東海林 会員委員会報告　奉仕プロジェクト委員会　金子 会員

委員会報告　人間尊重委員会　松本隆一郎 会員委員会報告　地区フェローシップ委員会　増谷 会員

お誕生日おめでとう



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
宇田川、斉藤、田代、菊池、見付  　　各会員

パートナー誕生日
栗原、斉藤、浅野    　　各会員

結婚記念日
菊池会員

(^^♪
ドタキャンすみません   　　　中村博亘会員

写真ありがとう！
斉藤、湯浅、助川    　　各会員

次回の例会は9月11日（金）移動例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

10月2日(金) 【通常例会】―櫻木英一郎ガバナー公式訪問―
11：00～12：00ガバナーとの懇談会
《出席者》ガバナー補佐・補佐幹事、会長・幹事
　　　　  次期会長・幹事、研修委員長
12：30～13：30例会　ガバナー卓話（20～25分）
13：40～15：00第3回クラブ協議会

服装；ジャケット・ネクタイ着用
活動計画書をご持参ください

 10月9日(金) 【通常例会】―お祝い事・理事会(5)―
卓話＝鈴木一弘会員

10月16日(金)【通常例会】外部卓話＝歯学博士　金沢英作様

10 月の行事予定

出席率　82.54%

63名
11名

出席報告

欠席者

影山、勝田、後藤、小林（太）、小林（正）、
杉山、鈴木（一）、染谷、野寄、丸山
  会員

会員数

本日のお食事



青森県立三沢航空科学館にて

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1917回移動例会（2015.9.10～11）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

職場見学（青森県）

会報　第1884号



ねぶたの家　ワ・ラッセ



弘前城にて

奥入瀬渓流



次回の例会は9月18日（金）移動例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子



1.ロータリー財団への寄付に対し、表彰品の送付
飯合幸夫会員；マルチプル･ポール･ハリス・フェロー (7 回目 )
榊　隆夫会員；　　　　　〃　　　　　　　　　　 （6回目）
川和弘行会員；          〃                      (3 回目 )

2. 地区フェローシップ交流会の案内
日時；11月13日 ( 金 )　14：00 ～16：30
場所；千葉市男女共同参画センター
参加対象；フェローシップ委員長・親睦委員長　
クラブ奉仕委員長・各趣味の会員

幹事報告 幹事　柳　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1918回通常例会（2015.9.18）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　  柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1918回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆様、こんにちは。

　先週の１０日・１１日と青森職場見学

に行ってまいりました。

　青森県では、人情や人々の職業に対す

る姿勢を身近に感じながらの旅行になり

ました。職業奉仕は、事業及び専門職務

の道徳的水準を高め、品位ある業務はす

べて尊重されるべきであるという認識を

深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の

理念を実践していくという目的を持ってい

きましょう。

　一つ一つの立ち寄り場所によって、立

場の違いや環境を認識し、そして異業種

の交流を深め合いました。

　決壊のニュースをテレビを通じて見てい

ましたが、私たち柏西ロータリークラブで

も出来ることはないでしょうか？

　柏南 RC の猫田会長からも、連絡が入

り、何かできる事がないか尋ねられまし

た。奉仕プロジェクト委員長、何か提案は

ないでしょうか？特別基金を使って寄付と

いうことも出来ますよね。（まずは、会員か

らの募金活動から）柏西ロータリークラブ

特別基金規則には、

目的　クラブ奉仕活動をなすための基金

確保を目的とする。　運営　特別会計の

拡充に努め、その運営に当たっては、奉仕

プロジェクト委員会と協力、理事会承認の

もとにこれを行う。とかいてありますが、

どのようにお考えでしょうか皆様の意見を

お聞かせください。

今月は、基本的教育と識字率向上月間で

す。

　識字とは、文字を読み書きし理解する

能力。識字率とは、社会の１５歳以上の人

口のなかで、母国語の読み書き能力のあ

る人の割合を示しています。現在では、ユ

ネスコが各国ごとの識字率を１０年ごとに

調査し、世界的に公表しています。

　世界には、子供たちが基本的な教育を

受けられず、成人が十分に読み書きでき

ない国や地域があります。そうした地域

で基本的教育を提供し、識字率を上げれ

ば、そのほかの諸問題の解決（貧困の削

減、健康状態の改善、地域社会と経済の

発展、平和構築など）の糸口をつかむこと

ができます。

　「基本的教育と識字率向上」は、ロータ

リーの６つの重点分野の一つになってい

ます。

　我が柏西ロータリークラブも、ネパール

支援プロジェクトが長期計画に取り組ん

でいます。会員一人一人が理解をもって共

に協力しあい、成功に導きたいと思いま

す。

会報　第1885号



本日のお食事

ビジター
柏南ロータリークラブ　猫田 岳治様
柏南ロータリークラブ　永見 忠士様

(^^♪
今日よろしく+写真ありがとう 　　　　　榊 会員

委員会報告　人間尊重委員会　松本隆一郎 会員

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
鈴木（子）、中村（博）、金子  　　各会員

写真ありがとう！
鈴木（子）、日暮、松本（隆）、川和、金本、鈴木（健）、水留
金子、塚本    　　各会員

次回の例会は9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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　80.95%

63名
12名

出席報告

欠席者

影山、栗原、後藤、小林（正直）、小林（正行）、
東海林、杉山、鈴木（一）、染谷、升谷、丸山、
野寄  会員

会員数

委員会報告　地区フェローシップ委員会　増谷 会員



クラブ協議会

会員増強をどう考えているか。

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、その関心を絶えず引き付けるような対策を講じるべき

である。

その具体的な方法

①会長からの一貫した熱意ある奨励及び支持。

②ロータリー教育、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。

③新会員の推薦者の適切な表彰

④会長及びガバナーが、クラブの成長と地区内の会員増加を適

切に表彰し、現会員の維持を図ること。

⑤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

ロータリアン及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の広報。

⑥広報活動

⑦適切な指示を受け、充実した活動をしている会員増強委員会

⑧会員基盤を築くための職業分類調査

これに加え、ロータリークラブは、次の事を行うべきである。

①会員増強のためのリソースを十分かつ意図的に利用する。

②潜在的な職業分類を探るために地域社会内の事業と専門職

を特定し、それに該当する資格ある候補者を探しだす。

③奉仕活動を常に地域社会にとって重要性のあるものに保ち、

プロジェクトと奉仕活動について地域社会に効果的に知らせ

る。

④奉仕活動を常に地域社会にとって重要性のあるものに保ち、

会員の関心を絶えず惹きつけるものとする。

⑤個々の会員を効果的に参加させ、その関心を絶えず惹きつけ

るようなクラブ活動を行う。

出席規定に抵触する会員の扱いをどう考えるか。

会員像は、毎例会欠かさずホームクラブに出席してくれるロータ

リアンの姿です。例会の目的は、職業上の交換を通じて、分ち合

いの精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を

図ることにあり、その結果として奉仕の心が生まれてくるので

す。自己改善は、終生続けなければなりませんからロータリアン

に定年はありません。

ロータリアンの三大義務として、会費の納入・ロータリ雑誌の購

読・そして例会出席であるにもかかわらず、抵触する会員に対し

ては、注意を促し改善に努める。

議題

①ＩＭの講演内容の質疑応答

②ロータリー全般に対する会員からの質問

③例会・出席・メーキャップなどについて

④クラブで特にアピールしたい事。

第 2 回クラブ協議会 第 10 分区 榊 隆夫 ガバナー補佐 訪問



1. ロータリー財団メジャードナー ( 累積１万ドル以上 ) 顕彰午餐会
の案内
日時；12月2日 ( 水 )
場所；ホテルグランパシフィック　LE DAIBA
対象者；中村博亘・鈴木桂三会員

2.10月ロータリーレートは 1ドル＝120 円
　

幹事報告 幹事　柳　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1919回通常例会（2015.9.25）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 嶋田　英明　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1919回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、ご機嫌よう。

　９月１８日（金）の１８：００より、手賀

沼エコマラソンの説明会へ奉仕プロジェ

クト委員長の金子正君と私で行ってまい

りました。

　１０月２５日（日）は、手賀沼エコマラソ

ンです。大会当日は、出走前にバナナの無

料配布と、模擬店を開催し、ロータリーの

イメージ強化に向け、色 と々広報活動も取

り組んでまいります、収益金は、春の職業

奉仕の活動資金にいたしますので、より多

くの会員・家族の方々の参加を期待した

おります。尚、参加くださった家族の方々

には春の特典がございますので、よろしく

お願いいたします。

　本日、２５日（金）１０時から柏西ロータ

リークラブ後藤会員の経営されています、

風さわやかな森の家　マザーズガーデン

ズに、人間尊重委員長の松本隆一郎会員

をはじめに、９名にて行ってまいりまし

た。後程、人間尊重委員長よりご報告があ

ると思います。

　何故、どうして柏西ロータリークラブ

は、活動に意欲的ではないのでしょうか？

プログラムに魅力を感じないのでしょう

か？

　先ずは、奉仕活動に参加して徐々に

ロータリーを理解していこうではないで

しょうか！これからも、年内も多くの活動

がありますので、会員一人一人が一つでも

多くの活動に参加してくれることを望みま

す。

１０月２日（金）ガバナー訪問

１０月４日（日）ＲＬＩ研究会パート１

１０月１０日（土）地区奉仕プロジェクト委

員会セミナー

１０月１２日（月、祝）新会員研修セミナー

１０月３０日（金）第１回インターゴルフ及

び夜間例会

１１月２５日～２７日姉妹クラブ締結３５

周年記念祝賀会旅行（熊本）

１２月１日（火）地区財団セミナー　

１２月１８日（金）ひかり幼稚園訪問

があります。

　集まり、親睦を楽しみながら、仲間とと

もに奉仕活動を行ってそれぞれの会員が

知識やスキル、持ち味を生かすことで、多

角的な視野でニーズをとられ、社会に貢献

していきましょう。

ロータリーは利他と利己の矛盾を和らげ

る人生哲学

この哲学は「超我の奉仕」（Ｓｅｒｖｉｃｅ

　Ａｂｏｖｅ　Ｓｅｌｆ）という奉仕哲学

その実践的な倫理原則は「最もよく奉仕

する者、最も多く報いられる」

奉仕の理念（理想）とは、「他人の事を思

い遣り、他人のために尽くす」

”ｔｈｏｕｇｈｔｆｕｌｎｅｓｓ　ｏｆ　ａｎ

ｄ　ｈｅｌｐｆｕｌｎｅｓｓ　ｔｏ　ｏｔｈｅ

ｒｓ”

会報　第1886号



国際奉仕(International Service)

・国際奉仕とは

奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信

を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブ

のあらゆる活動やプロジェク卜に協力することを通じて、他国の

人 と々その文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うこ

とによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行

う活動から成るものです

　ポリオ・プラスへの貢献から、青少年交換生の留学国での異

文化適応の支援まで、さまざまな活動がこれに当てはまります。

国際奉仕は、概念上、次のような四つの一般的分野に分類でき

ます。

・世界社会奉仕プログラム

・国際レベルの教育及び文化交流活動。

・特別月間と催し。

・国際的な会合。

個々のロータリアンとロータリー・クラブの責務等については、

最新手続要覧の「国際奉仕」に従い、ロータリー・クラブが存在

する国家間の関係が緊迫している場会には、懇意や誤解を増す

ことがないように、関係するすべてのクラブは、細心の注意を払

わなければなリません。また、ロータリーの世界中の会員はさま

ざまな政治的見解を持つ個人であるため、国際ロータリーは、政

治的主題に関していかなる行動あるいは意見の表明も行いませ

ん。ただし、いかなる国または地域においても、ロータリーの健

全な発展のためには、言論の自由と結社の自由か不可欠です。

国際プロジェクト

1．災害救助および復興

　ロータリアンにはこれまで災害による被災者の救援に取り組

んできた長い歴史があります。地元のクラブと地区の協力の下、

ロータリアンは救援基金に寄付を行い、当座の二一ズに応える

緊急物資を送るほか、長期的な災害復興においても継続して援

助を提供します。

２．ロータリー友情交換（ＲＦＥ）

　友情変換とは、ロータリアンやその家族のための国際交換プ

ログラムで、それを通じ参加者が海外のロータリアンの家庭に滞

在することで、異文化を経験する機会を提供するものです。

３．世界ネットワーク活助グループ(Grobal Networking Groups)

　世界ネットワーク活動グループは、共通の関心事墳を中心とし

て集まった世界各国からの口ータリアンによるグループです。

・世界ネットワーク活動グループでは、何千ものロータリアンと

親睦と友好を深め合うことができます。

・同じ趣味、関心、職業を持つ大勢の口ータリアンとの出会いの

機会があります。

・特定分野の奉仕活動に専念する世界中のロータリアンと協力

し合うことができます。

世界ネットワーク活動グループにはロータリー親睦活動グループ

と、ロータリアン行動グループの２種類があります。

(1)ロータリー親睦活動（ＲＦ）

　口一タリー親援活動は、国際親陸、親善、奉仕を推進する手

段として、レクリエーション活動や職業上の関心事項をはじめ、

保健医療の問題、特定の人道的プロジェクトにいたるまで、さま

ざまな関心分野に及んでいます。

(2)ロータリアン行動グループ

ロータリアン行動グループは、「ロータリーの綱領」を縫進する

実地参加型の国際的な奉仕プロジェク卜を実施している。特定

の分野の奉仕活動に関する専門知識を持った熱意あるロータリ

アンとその配偶者ならびにロータアクターによって結成されたグ

ループです。

４．世界社会奉仕プロジェクト(World Community Servive)

　世界社会奉仕(WCS)は、国際口ータリが設ける常設プログラ

ムの一つです。このプログラムはクラブや地区が、地元社会や海

外の地域社会において親睦や親善を培いながら、奉仕の目標を

達成するのを助けるものです。

　２カ国以上の国の口一タリー・クラブが共同して社会奉仕を

計画することから始まります。WSCは、プロジェク卜のために海

外からの援助を必要としているロータリー・クラブにプロジェク

トのニーズを呼びかける機会となります。海外でのプロジェクト

を支援したいと考えているクラブは、WCSを通じて、プロジェク

ト、あるいはマッチング・グラン卜の協同提唱者を探すことがで

きます。

　WCSプロジェク卜の基準とは

・人道的なプロジェクトであること

・２カ国以上の国の口ータリアンが関与すること

・参加国のうちの１カ国がプロジェクト実施地であること

卓話 国際奉仕委員会　委員長　嶋田英明



特別養護老人ホーム マザーズガーデン訪問

委員会報告　人間尊重委員会　松本隆一郎 会員飯合会員 マルチプル PHF（7回目）表彰

例会前に後藤会員の特別養護老人ホーム マザーズガーデンを訪問して来ました。
タオル類のご協力ありがとうございました。

9月 25 日（金）



きれいに咲きました！

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
榊会員

写真ありがとう！
岡島、升谷、鈴木（一）    　　各会員

次回の例会は10月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　80.95%

63名
14名

出席報告

欠席者

江口、影山、金子、菊池、ゲイビ、後藤、
小林（正直）、斉藤、東海林、杉山、染谷、
丸山、水留、見付  会員

会員数

本日のお食事

日暮会長年度 5 月 29 日 岡島昭信会員のひかり幼稚園訪問



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1920回通常ガバナー公式訪問例会（2015.10.2）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 ｶﾞﾊﾞﾅｰ櫻木 英一郎 

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1920回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは。

　本日は、国際ロータリー役員第２７９０

地区櫻木ガバナー訪問です。

　櫻木英一郎ガバナー・梶原　等地区

幹事長、ようこそ柏西ＲＣへお越しくださ

いました。

　１０月は、「経済と地域社会の発展」／

米山月間です。

　経済と地域社会の発展は、ロータリー

の重点分野の１つです。

　地域社会をなによりも大切にするロータ

リー！

　各地域の特別なニーズに応える活動が

実施されています。

　ロータリー会員は、世界で最も支援が

必要とされる人道的ニーズを考え、長期的

な変化をもたらすために特に以下の６つ

の分野に重点を置いて活動しています。

※平和と紛争予防／紛争解決

※疾病予防と治療

※水と衛生

※母子の健康

※基本的教育と識字率向上

※経済と地域社会の発展

ロータリーは、人々が生活と地域社会の

経済に、末長い発展をもたらしていけるよ

う支援します。

１貧しい地域社会の経済発展を促すため

の、起業家地域社会のリーダー、地域団

体、地域社会ネットワークの能力の向上

２生産性の高い仕事の機会の創出

３支援が行き届いていない地域社会での

貧困の削減

４経済と地域社会の発展に関連した仕事

で活躍していくことを目指す専門職業

人のための奨学金制度

　我が柏西ＲＣは、ネパール支援プロジェ

クトを長期計画で取り組んでいます。

　「経済と地域社会の発展」の他にも、重

点分野６つに当てはまりますので、会員一

人一人が持てるものを自分以外にプレゼ

ントできるように最善を尽くしましょう。

米山月間

　日本独自の協調月間です。

　クラブは、この月に特に米山奨学事業

の意義を深く認識し、寄付金を募る活動

をします。

　そのために米山記念奨学生や地区委

員・委員の卓話を聞いたり、更に奨学生

から提供された資料を基にクラブフォー

ラムを開催したりすることを推奨されてい

ます。

　住田米山記念奨学会委員長にも、関心

を引く卓話をお願い致します

ポリオ常在国が２か国に！

　２０１５年９月２５日、世界保健機構（Ｗ

ＨＯ）がナイジェリアがポリオ常在国リス

トから外されたことを公式に発表しまし

た。

　これは野生型ポリオウィルスによる症

例数０を１４か月維持できたことによりま

す。常在国は、アフガニスタンとパキスタン

の二か国のみとなりました。

　２０１７－２０１８年度　ＲＩ会長に　

イアン・ライズリー氏８月３日にＲＩ指名

委員会が開かれ、２０１７－２０１８年度Ｒ

Ｉ会長として、イアン・Ｈ，Ｓ，ライズリー

氏（サンドリン・ガム・ＲＣ　オーストラリ

ア）が選ばれました。

　対抗候補者が出なければ１０月１日を

もってライズリー氏が正式に会長ノミニー

となります。

　柏市でセアカゴケグモが確認されまし

た。

　おとなしくて攻撃性はありませんが、

誤って触れると噛む恐れがありますので、

絶対に触ったり触れたりしないように注意

してください。

　噛まれたときは、速やかに医療機関で

受診してください。

その際、できれば殺したクモをご持参くだ

さい

会報　第1887号



1.2016 年ソウル国際大会　分科会提案書の提出依頼

2. 地区管理運営委員会よりクラブ会計アンケート調査の依頼

3.台風 18 号による洪水被害への義捐金の依頼
　目安としては　会員一人当たり500 円程度

4. 例会変更・休会のお知らせ
　我孫子 RC；10/13( 火 ) は 10/14( 水 ) 家族親睦ゴルフ及び
　夜間移動例会に変更

ガバナー公式訪問式次第

幹事報告 幹事　柳　肇



　今年度ガバナーをさせて頂いております千葉ロータリークラブ

の桜木でございます。どうぞよろしくお願い致します。

私もこのガバナーという役になりまして、県内の８４クラブを訪問

させて頂くのですけれど、今まで今日で４０、約半分でございま

す。今までの４０の中で本当に実に様々なロータリークラブがあ

りまして、色々な設営があり、色々な運営があり、そういう所を１

つ１つ見る事ができる事がガバナーならではと思います。

　ガバナーは大変だと言えばそれはもう大変でないというのは

嘘になりますけれど、その代わりにガバナーでなければできない

色々な経験ができると、このへんがロータリーの第２モットーで

あります「he profits most who serves best」かと思うのです。

またこれがクラブ奉仕の境地ではなかろうかと思うのです。

　今までの訪問した中には、我々訪問側がガバナーと幹事長と

ガバナー補佐と補佐幹事と私どものクラブから１人ずつ連れて

いくのですけれど、訪問側が５人で迎えるクラブ側の出席が４人

というクラブもありましたし、今日はガバナーが来るのでやっと

集めて８人出ましたと、そういうクラブもありました。会員数が１

５人くらいのクラブもたくさんあります。出席が１０人、１３人とい

うクラブもいくつもございました。

これだけ大勢の方がいらっしゃるクラブの訪問というのはちょっ

と久しぶりですので、私の方がちょっと圧迫を感じるというよう

な感じでございます。

　でも、人数が少ないところでも少ないなりに本当に一生懸命

会員をどうしようかと、自分の町とロータリーをどう考えるかと、

こういう事を本当に一生懸命考えているのです。そういう所を現

場に行って見てそういうクラブの活動やあるいはロータリーの考

え方を見ると、これは非常にいい経験だと思います。

行く前はあのクラブはこんなに人数少なくて何やっているのだろ

うなと、思いながら行ったのですけれど、やはりそれぞれのクラ

ブはそれぞれ色 な々課題に取り組んでいる、そういうことが順に

わかってきたという所でございます。

　先ほど私の紹介の時に国際ロータリー役員という言葉を言っ

て頂きました。どこのクラブでもそれをお願いしているのです。

私はその国際ロータリー役員、ガバナーは国際ロータリーの役員

であると言われています。

何だろうなと考えまして、どういう意味だろうと、結局ガバナーと

いう役は国際ロータリーから与えられた役じゃなかろうかという

ふうに考えます。ガバナーが翌々年のガバナーとして、この地区

の中で推薦を受けるガバナーノミニーという役職の時に推薦を

受ける呼称で、推薦を受け、地区の中で名前が１人に絞られる、

それを国際ロータリーに届けるのです。

そうすると国際ロータリーの会長がこの人でいいよというサイン

をくれるのです。そしてまたそのガバナーノミニーの年度の最後

の方の国際大会において、世界中の５３８人のガバナーノミニー

が、このノミニーを翌年翌々年のガバナーにしていいかどうかと

いう選挙をされるのです。

選挙と言っても信任投票でありまして、セレクトではなくエレクト

される、セレクトとエレクトの違いがここにあるのですけれど、国

際大会でエレクトされるから翌年度からガバナーエレクトと呼ば

れる、そう考えますとガバナーという役職はどうもRI会長から与

えられた役じゃなかろうかと思います。

　ガバナーという役が、地区内のクラブの連合会長で、もしある

ならば、地区会長ですとか、ディストリクトプレジデントと呼ばれ

るわけですね。

ところがディストリクトガバナーというふうに呼ばれます、ガバ

ナーというのは色々意味があるのですけど、管理者とか統括者

とかいうふうに言われる。管理者であるとすると、じゃあ誰に管

理を任されたのだろうかと、これはRI会長から、この地区をあな

たに任せるから管理しなさい、というふうに任された役がガバ

ナーであろうと考えます。

　ですから私はRI側の人間でございまして、この地区では唯一

のRI役員でございます。正式には管理役員というのだそうです

が、こういう役割だという視点から、ではガバナーが何をするか

という事を考えますと、割合やる事が見えてくるのです。

　多分この地区の中に地区の管理者として、RIの考えですとか、

RIの方針ですとか、あるいは組織規定、そういうものが守られて

いるかどうか、各クラブを回って色 と々チェックをし、またそうい

う事を浸透して回りなさいと、こういう役がガバナーという役の

役割だろうと思うのです。

　またRIの役員だからといって私が偉いかというと、ガバナーな

んかちっとも偉くないのです。毎年毎年１人ずつ出ますし、世界

中に５３８人もいますし、どこか行って何か言えば叩かれるのは

決まっていまして、ガバナーなんか偉くないのですけど、ガバナー

が終わって４，５年たつと偉くなるのかなと思うのです。

　本当にガバナー年度というのは……、別にこの会場の中のど

なたという訳ではございませんが、やっぱり１年間いろんなこと

言われながら苦労して、それから終わってからじっくり考えて、あ

あそうかなと、だんだん終わってから醸成していくものじゃなか

ろうかと考えております。

　そういう目で訪問させて頂いておりますが、どこのクラブでも

活動計画書の中の定款の話をさせて頂いております。今日は活

卓話 国際ロータリー第 2790 地区ガバナー　櫻木 英一郎



動計画書をお持ちになっていると思うのですが、巻末の黄色いページ

の定款をご覧ください。このクラブの定款は非常に良くできています。

しかし残念な所が2か所ほどございます。

　この定款について昨年のガバナーが各クラブを回られて色々ご指

摘をされたと伺っておりますので、本年度の各クラブの定款が全部

100％満足にできていると思ったのですが、殆どが駄目であります。こ

のクラブはトップスリーに入るくらい良くできていますが、百点満点で

はないという事であります。

　まず良い所は第2条の名称(1つを選択する)という箇所で、その下に

選択肢があります。選択肢の前に□があってそこに を入れる。この

クラブはすべて選択肢の中から１つの□に を入れて他は残していま

す。１つを選択するというのはそういう意味でありまして、１つを選ん

で他を消してしまうというのは駄目なのです。ところが殆どのクラブは

選ばない選択肢を消してしまっている。

　残念な点は第６条の会合の条項と第９条の出席の条項からそれぞ

れ１つを選択するという箇所で、２つの選択肢の□に を入れてし

まっている。これでは柏西クラブは伝統的なクラブであり、Eクラブで

あるという事になってしまいます。ここでEクラブという□に を入れ

なければ満点であります。

　なぜこの定款についてこんなにやかましく言うかといいますと、この

定款があるからこそこのロータリークラブがＲＩの会員であること、係

属されていることの証明になる。

この柏西ロータリークラブが創立されたときに、チャーターナイトを行

いまして、そこで認証状というものがRIから地区ガバナーに渡されて、

地区ガバナーから特別代表に渡されて、それからこのクラブの初代会

長者に手渡されるわけです。そのときに認証状というのは非常に丁重

に扱われるのですが、それが終わると事務所のどこかにしまわれてし

まうのです。今まで訪問クラブの中では、「すみませんどこに行ったか

わかりません。」というクラブも１つありました。認証状なんて見たこ

とありませんという会員がたくさんいるクラブもありました。

今日はあそこに認証状を持ってきて頂きましたけれど、この認証状に

何が書かれているかと言いますと、『あなたのクラブの役員と会員が

国際ロータリーの定款と細則を遵守するということを条件にして、あ

なたのクラブを国際ロータリーの加盟会員として認めますよ』というふ

うに書かれている。

ですから、加盟会員たる柏西ロータリークラブはRIの定款を守らなけ

ればならないのです。そして、定款を守るやりかたは手続要覧に書か

れている定款の形をそのまま載せまして、そして選べと言われたなら

ば定められた方法で選ぶ、加えるところはクラブの名前と活動地域だ

け。条文を削ってはいけない。他のクラブでは削っているところがほと

んどであります。

なぜ条文を削ってはいけないかといいますと、定款の中にはいろんな

条項がありまして、半期５０％条項、これは会員資格にかかわることで

す。それから例会を連続４回休会してはいけないとか書かれてありま

す。

「半期５０％、うちのクラブではそれは厳しすぎるからこれ削っちゃ

え」とか、「うちのクラブは連続６回まで休んでいいことにしよう」と

か、そういうことが理論的には起きうるわけです。それは絶対に許さ

れないことです。ですから、条文は削っちゃいけない。

なぜ削っちゃいけないか、またなぜ選択肢が３つあるのにそのまま残

さなければいけないかといいますと、その選択肢はそれぞれが、従来

型のロータリークラブ、インターネットクラブ、衛星クラブの３つの形に

対応する条文になっている、国際ロータリークラブは３つの形を認め

ておりますので、世界中の34.000のクラブは３つのタイプがある。その

合計が34,000である。で、世界中のロータリークラブが同じ定款を持

つ、これがＲＩの考えであろうという風に思いますね。そして、RIの提

示した定款をそのまま載せることで国際ロータリーとこのクラブの関

係が示されている。このクラブがRIの加盟会員であるという唯一の証

拠が認証状でありまして、その関係が続いていることを示すのが定款

であります。

上下関係といいますか加盟関係では定款がそういう意味を持つ。また

世界中の34,000のクラブが同じ定款を持つということですから、同じ

コンセプトで活動をしているはずであります。そういう意味で柏西クラ

ブは世界の34,000のクラブと横並びの兄弟関係にあると考えます。だ

から、このクラブの例会を休んだときに、出席できなかったときに、

34,000のクラブのどこでもいいから出席すればそれがメイクアップに

なるということであろうと思います。

　世界中の34,000余りのロータリークラブは同じ形態を持つ、これが

RIの考えであろうと思うのです。そしてRIが提示した定款をそのまま

受け入れることでRIとこのクラブとの関係が成立するわけでありま

す。このクラブがRIの「加盟会員である唯一の証拠が認証状でありま

す。これがRIとの上下関係をなすものであり、加盟する事でRIから定

款を頂きます。世界中の34,000のクラブは同じ定款を持つわけですか

ら、すべてのクラブは同じコンセプトで活動しているはずであります。

世界中のクラブと横並びの兄弟関係にあることから、所属しているク

ラブを欠席した際には34,000の他のクラブどこにでも出席すればメイ

クアップになるという事になっております。柏西クラブはRIの加盟会員

であるからにはRIが言っている事には拒否はできません。会員である

皆さんは理事会が決めた事に対して拒否はできませんが、何か委員

会はあるけれど忙しいので出席できないというような事は許されま

す。個々のクラブに対してRIは色々な事を言ってきますが、このクラブ

には理事会がありますので、RIが言ってきた事に対して「この件に関

してうちはペンディングしよう、或いは受け入れよう」との判断は許さ

れます。

　これは個々に理事会を持つからであります。ロータリーにおける独

立性や自主性についてでありますが、私は半分独立・半分独立ではな

いかと言えるのではないかと思います。独立でないと言うのはRIから

言ってくる事に対して拒否はできないからであります。独立である事と

は、「これは取り入れよう、これは止めよう」と理事会で決められる、

そういう関係でありますから半独立であろうと思います。

　『柏西ロータリークラブ』という名前は正式名称ではありません。

『ロータリークラブ柏西クラブ』と言います。あくまでも活動地域は柏

西ではありますが、柏西ではありますが、柏西クラブの事だけを考え

てはいけません。もう少しフォーカスして頂いて個人でも活動し、クラ

ブとして地域で活動し、なおかつRIの一員である、国際ロータリーの

一員としての自覚を持っていただきたいと思います。こういう事を言っ

て回る事が国際ロータリーの役員としてのガバナーの役割だと思って

おります。ご静聴ありがとうございました。



委員会報告 米山記念奨学会 委員長 住田会員委員会報告 第 10 分区ガバナー補佐幹事 鈴木桂三会員

ガバナー公式訪問

次回の例会は10月9日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　80.95%

63名
16名

出席報告

欠席者

江口、影山、金子、ゲイビ、後藤、小林（正直）、
東海林、杉山、鈴木一弘、染谷、田代、中嶋、
野寄、丸山、水留、宮城、安田　　　　　会員

会員数



　　国際ロータリー役員　２７９０地区　櫻木英一郎ガバナー

議長 森市直樹　会長

※質問者は、議長が質問はと問いかけますので、手を挙げてください
1 IMの講演内容についての質疑応答

☆会長エレクト・管理運営委員長　馬場弘

☆地区の方向性・方針

2 ロータリー全般に対する会員からの質問
発表者☆副会長・研修委員長 日暮　肇

☆嶋田英明　 （委員会の組織について）

☆岡島昭信 （シリア難民問題）

☆ 齊藤

☆ 小溝 地区内、３５歳未満の会員状況
(入会金・年会費、免除）

☆ 勝田 ガバナー事務所について
(固定化する模様ですが、地区委員の事務所等は？）

☆ 水留 地区ゴルフ大会の会費について
10月5日 レイクウッド総成カントリークラブ
プレー費　２２，０００円 ≪１９０００円≫
会費 １０，０００円

発表者
3 例会、出席、メーキャップなどについて

発表者☆S,A,A, 出席委員長 小林太時

☆住田みゆき

4 クラブで特にアピールしたい事、長所や短所。問題点
発表者☆奉仕プロジェクト委員長 金子正

（奉仕活動について）等・他

5 その他
ソウル国際大会 ５月２９日～６月１日
日本から１万人　２７９０地区から３００人目標



ガバナー公式訪問
　ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ロータリー
クラブを、個々のクラブまたは複数クラブのグループとして、
以下のような目的をもって訪問するものである。
●ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる
●弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに特別な関心を払う
●奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる
●クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規程を順守している
ことを確認する
●顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰
する

ガバナーの任務

ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えるものとする
効果的なクラブを育成するために、元、現在、次期地区指導者と
協力して、地区内に継続性を確保するものとする
●新クラブの結成
●既存クラブの強化助成
●地区指導者および会長と協力し、地区内各クラブのために現実的
な会員増強目標を設定して、会員増強を推進すること
●プログラムへの参加と寄付に関してロータリー財団を支援する
●クラブ間およびクラブとRIの間の良好な関係を促進すること

クラブ協議会

　クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育に
ついて協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長
を含む全クラブ会員の会合である。クラブの全会員の出席が要請
される。クラブ会長、もしくは、指定された役員が、クラブ協議会の
議長を務める。クラブ協議会は、ガバナーまたは、ガバナー補佐の
訪問時や、他の適切な時に数回開かれる。クラブは、地区全域の
プログラムと活動に関する報告が受けられるように、地区研修、
協議会と地区大会直後にクラブ協議会を開催するよう奨励されている

クラブの各種委員会

クラブの各種委員会は、クラブの年次目標と長期目標の達成に向けた
取り組みをまとめる。会長エレクト、会長、直前会長は、リーダーシップ
の継続性と後継者育成のために協力する。一貫性を保つため、可能で
あれば、委員は同じ委員会を３年間務めるべきである。会長エレクトは、
就任年度に先立って、委員会の空席を埋めるために委員と委員長を
任命し、計画会議を開く責務がある



ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。



1.2015-2016 年度ソウル国際大会　登録の依頼
期日；2016 年 5月28日～ 6月1日

2. 第 10 分区合同例会及びロータリー情報研究会の案内
日時；11月20日 ( 金 )12：30 ～合同例会
　　　13：20 ～15：00R情報研究会

3. 米山記念奨学会　特別寄付者に対して、表彰品の送付
　　　　　　　　榊　隆夫会員　第 6回米山功労者マルチプル
　　　　　　　　鈴木健吾会員　第 2回　　　　〃　　　　　

4.2015-16 年度青木貞雄ガバナーエレクト事務所開設の案内
　　　　　　　　所在地；千葉市中央区椿森 3-1-1-302　
　　　　　　　　TEL；043-284-2790・FAX；043-256-0008

幹事報告 幹事　柳　肇

内

256-0008790 FAX；043 2256 00

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1921回通常例会（2015.10.9）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 鈴木　一弘　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1921回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　 会員の皆様、こんにちは 　

　先週のガバナー公式訪問、ご協力あり

がとうございました。

　公式訪問・クラブ協議会の時間も限ら

れており、その数にも限りがありましたの

で、更なる質問や疑問・相談を望まれる

ロータリアンも多く居られると拝察いたし

ますので、地区の管理運営委員会ではク

ラブの「相談窓口」を設けていますので活

用してください。

　ガバナー事務所へメールかＦＡＸでお

願いします。

　ガバナー懇談会にて、柏西ロータリーク

ラブのクラブ委員会の構成については、先

を見据えた大きなクラブとしては見本のよ

うな構成と言われました。５つの常任委員

会が推奨されており、各クラブは、独自の

関心や活動に応じて、他の委員会や小委

員会を追加、あるいは削除することができ

ます。クラブ委員会は、クラブの年次目標

と長期計画の達成に向けて、活動やプロ

ジェクトを計画・推進・実施します。

　ロータリーは、世界最大の国際的奉仕

団体であり、地域社会や世界に影響をも

たらしています。クラブや地区が行ってい

る素晴らしい活動の数々を、一人でも多く

の柏西ロータリークラブの会員が、参加し

てもらえるような委員会構成と考えていま

すので、これらを一般の方々に伝えること

により、地域社会へのロータリーの貢献

が認められ、入会や参加に対する関心が

高まるでしょう。

　例会場には、ニコニコＢＯＸと呼ばれる

受付が設けられています。

（会員に質問） 

　これは会員の喜びごと、祝い事あるい

は、ちょっとしたしくじりなど出来事や近

況披露、お礼や感謝表現など様 な々理由

付けの方法で、会員が自発的に拠金する

もので、別に何の規定も文献もあるわけ

ではありません。要するに、ニコニコＢＯＸ

の名が示す通り、拠金する会員もニコニコ

しながら拠出し、集まったお金は、クラブ

の奉仕活動に使用します。

　職業奉仕委員会・社会奉仕委員会・

人間尊重委員会・国際奉仕委員会・青

少年奉仕委員会にて予算を組んでいま

す。

（会員に質問） 

　アメリカや諸外国では、FainBox や

ChestBox などの類するものがあります。

FainBox は罰金箱で欠席・早退とかの

ペナルティを集 める制度であり、

ChestBox は目的を定めた募金箱です。

　我がクラブは、写真のお礼にニコニコ

を拠金するケースが多い様ですが、会員

が自由意思で善意の拠金を喜びを分かち

合い、又失敗したり、迷惑をかけたときも

ユーモアたっぷりに苦笑いし、例会を賑わ

せて親睦を増進してください。

　受付の他に各テーブルにも用紙が置い

てございますので、来週からでも宜しくお

願いいたします。 

会報　第1888号



Ⅰ.自己紹介

1.職業

2.趣味・・・シュノーケリング

Ⅱ.マイナンバー（ＭＮ）制度

前提：ＭＮを取り扱う事業者の立場から

1.導入の目的

2.対象範囲

税金の申告

社会保険.雇用保険の手続き

3.ＭＮの交付開始

・Ｈ27年10月～12月

・住民票基準、世帯単位

・住基カードの返納

・個人番号カードの発行申請書を同封予定

4.事業者の注意点

（1）ＭＮの提供を受けるときの本人確認

　通知カード、個人番号カードのコピーの入手ＯＫ

　但し、紛失・漏洩の内容に保管

　また、このコピーの保管は義務付けられていないので、不必

要になったら

　廃棄可能。

（2）ＭＮの目的以外の利用の禁止

（3）安全のための運営管理

　　・職員への教育・監督の強化

　　・担当者・責任者を決める。

　　・ＭＮの保管場所を決める。

　　・業務委託契約書の作成（社外）

　　・特定個人情報等取扱規定の作成、就業規則の改定（社内）

　　・パソコン等電子機器のセキュリテイーシステムの強化

　　・不要となったＭＮの廃棄

　　　例えば、

イ.定期的な廃棄のルールを決める

ロ.パソコンデータの廃棄時期の明確化

5.罰則

個人情報保護法より厳しい

卓話 鈴木 一弘

委員会報告　ガバナー補佐　榊 隆夫 会員米山記念奨学会　特別寄附表彰
榊隆夫会員（6回）　鈴木健吾会員（2回）

お誕生日おめでとう



BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
金子（正）会員

パートナー誕生日
鈴木康之会員

結婚記念日
安田、鈴木（一）会員

写真ありがとう！
鈴木（桂）、見付、松本（隆）、川和、塚本、柳、嶋田、
鈴木（一）、木村、中村（佳）、榎本、安田、住田、中村（靖）、
日暮、田代、小林（太）、鈴木（子）、秋元、鈴木（健）、小溝、
水留      　　各会員

次回の例会は10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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　80.95%

63名
13名

出席報告

欠席者

宇田川、影山、栗原、ゲイビ、後藤、
小林（正直）、東海林、杉山、染谷、野寄、
松本（ユミ）、丸山、長田  会員

会員数

11 月の行事予定

本日のお食事

11月　6日 ( 金 ) 【通常例会】―お祝い事・理事会 (6)―
卓話＝松本隆一郎　人間尊重委員長

 11月13日 ( 金 ) 【通常例会】
卓話＝榊隆夫　基金・補助金委員長

 

11 月 20 日 ( 金 ) 【合同例会】―第 10 分区合同例会及びロータリー
情報研究会―
12：30 ～合同例会
13：20 ～15：00ロータリ情報研究会
基調講演＝2013‐15 年度 RI 理事　北　清治
テーマ『国際ロータリー (RI)とは』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11月27日 ( 金 ) 【移動例会】―姉妹クラブ締結 35周年記念旅行―
25日 ( 水 ) ～熊本方面



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①地区からの依頼「台風18号による洪水被害」への義捐金について

承認

○ 40,000円を地区へ

○

②報告事項
□2015-16年度７月１日～9月30日決算報告　(添付資料)

○
　

□元会員岡部久人様の逝去（9/6）に対し、慶弔金支給規定により
○ 　　香料(三万円)と供花を贈る

承認

　　

○

○
③その他
ネパールの旅行業者について

○ ネパール事業は、森市会長、日暮、鈴木（桂）、嶋田 各会員　で進める
ネパール長期継続支援特別委員会とする（5年間固定委員）

外部卓話の時は時間を早めては？
○ 各年度、会員の負担の軽減のため

○

○ ●次回理事会　2015年　11月 6日（金）【11：45～】

□職場見学　決算報告

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　第4回　理事会　資料　

2015年　10月　9日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

　　　　　　　目安；会員一人当たり500円(一クラブ一万円以上)

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

榎 本 洋 史

金 子 正

会費 未納者へ（2名）

次回



1. 第 1ゾーン理事指名委員会は 2017―2019 年度 RI 理事として鶴
　岡西ロータリークラブ会員、石黒慶一氏を選出

幹事報告 幹事　柳　肇
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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1922回通常例会（2015.10.16）
■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/2015/
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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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 医学博士　金澤 様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1922回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは！

　先週の１０日（土）に地区奉仕プロジェ

クト委員会セミナーに、柏西ＲＣより、社

会奉仕委員長の助川君・国際奉仕委員

長の嶋田君と私、会長の森市で参加して

まいりました。

当日の模様を、奉仕プロジェクト委員長の

金子君にお話ししていただこうと考えてい

ましたが、前日に仕事の都合により欠席に

なりましたので、代わりに報告いたしま

す。

　三井サンガーデンホテルにて、13:30点

鐘後、地区奉仕プロジェクト委員長の挨

拶が始まりました、ロータリーの奉仕活動

で奉仕プロジェクトは、中核をなし、クラ

ブ活性化の原点でもあります。職業奉仕

活動に始まり、地域のための社会奉仕活

動、さらに世界のための国際奉仕活動へ

と発展してまいりました。これからも活発

に奉仕プロジェクト委員会は、クラブが奉

仕プロジェクトを立案の際のお手伝いを

してまいります。

　奉仕プロジェクトの立案・計画・実行

には時間がかかります。しかし来年度（２

０１６－２０１７）の奉仕プロジェクトを

ロータリー財団地区補助金を利用して実

施するためには、来年の二月が計画完了

の期限です。約４か月しかありません。つ

まり本日のセミナーは次年度の時に実施

される奉仕プロジェクト立案のために行

われていると述べていました。その後、職

業・社会・国際の三委員会の地区内の

実例を発表していただきました。

柏に戻り、金子奉仕プロジェクト委員長を

出迎え、セミナーの様子、これからの、活

動について懇談して、充実した一日を過ご

せました。

　１２日（月・祝）には、ＴＫＰガーデンシ

ティにて、新会員セミナーがありました、柏

西ＲＣからも、浅野・長田・住田・安田

君が参加していただきました。内容につい

ては、一人一人に聞いてみましょう。

　ロータリーを知る方法は、色 な々文献が

ありますのでそれを勉強することも必要

ですが、一朝一夕には参りません。まず

ロータリーに慣れることが第一です。それ

には例会に出席し、活動は例会から出発

します。そして例会以外の会合、つまり

フォーラムや情報研修会や各委員会の会

議等に出席することです。そして毎月配布

されますロータリーの友・ガバナー月信

（義務購読）を読むことが大切です。

また、できるだけロータリーのウエブサイ

トにもアクセスしてみてください。

会報　第1889号



卓話 北原学院歯科衛生専門学校 日本大学名誉教授・解剖学 国立科学博物館客員研究員　金澤 英作 様





委員会報告　国際奉仕委員会　委員長　嶋田委員会報告　親睦活動委員会　委員長　中村佳弘

新会員研修セミナーに参加して　長田委員会報告　奉仕プロジェクト委員会　委員長　金子

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
岡島会員

写真ありがとう！
松本ユミ、榊、中嶋、ゲイビ  　　各会員

次回の例会は10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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　68.25%

63名
20名

出席報告

欠席者

秋元、宇田川、江口、影山、栗原、後藤、
小林（正直）、斉藤、東海林、杉山、助川、
鈴木（一）、染谷、田代、松本（隆）、水留、
宮城、安田、湯浅 　　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
金澤先生卓話快諾頂きありがとうございます
     　　　中村博亘会員
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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
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第1923回通常例会（2015.10.23）
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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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 塚本　英夫　 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1923回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは。

　昨日、管理運営委員会・奉仕プロジェ

クト委員会・クラブ広報委員会合同会議

をニューヨークダイニングにて開催しまし

た。

　来年、二月までのロータリー行事につい

て会議を執り行いました。

　２０日、火曜日には第１０分区の各クラ

ブの幹部に集まっていただき、未来につな

がる意見交換をマルチョーにて貸切で開

催いたしました。寺嶋ガバナーノミニーも

特別ゲストで参加していただき和やかに

時間を共有できました。

　２５日、日曜日は、手賀沼エコマラソン

です、ロータリーに関する情報を一般の

方々に提供しクラブの奉仕プロジェクトや

活動を広報するための計画を立案・実行

してまいります。

　そして、バナナの無料配布と模擬店に

よる収益金を職業奉仕活動に運用するた

めに活動してきますのでお時間の空いて

いる方は、参加してみてください。

　先日、お伺いしましたマザーズガーデン

様からお礼文と写真が届きました。

ロータリアンの守るべき道

① 約束の時間は必ず守りましょう。

② 例会にどうしても出席できない場合は

必ず幹事か事務局に前もって連絡しま

しょう。

メークアップ（欠席の補填）を必ずしましょ

う。

③ 例会場では他クラブからのビジターや

ゲストの方々を親睦委員だけにまかせず、

全員で温かく迎え、友愛に心がけましょ

う。

④ 卓話中は私語をつつしみ、スピーカー

の話に耳を傾けましょう。

⑤ 各種出欠の返事、アンケートの回答等

には迅速に応えましょう。

⑥ 会費の支払いその他、守るべき期日は

必ず守りましょう。

⑦ 服装は清潔にし、他の人々に不快の念

を与えぬようにしましょう。

⑧ ロータリーの会合には、ロータリーの

襟章（バッヂ）をつけましょう。

⑨ どこで会ってもロータリアン同士は、快

く会釈し親睦に努めましょう。

⑩ 例会所要時間の 60％出席すれば一応

出席と見なされますが、よほどの理由が無

い限り、閉会の点鐘まで在席しましょう。

⑪ 良いこと、不幸なこと、何かにつけて仲

間の会員に、真心で接し喜び合い、慰め合

い助け合いましょう。

⑫ 分らないことはなんでも会員に尋ねま

しょう。尋ねられたら誠意を持って応えま

しょう。

⑬ 「ロータリーの目的、四つのテスト、ロー

タリアンの行動規範」を実践することが

ロータリーの基本原則であります。

⑭ ロータリーの活動は善意から出発しま

す。一人ひとり善意の奉仕を実践しましょ

う。

会報　第1890号



　ロータリー財団担当の塚本でございます。

　私は２０１０年の入会ですので、今年は６年目になります。な

ぜか入会３年目から財団の委員になっていて、そして今年度は委

員長に任名されました。私でいいのかな？と思いましたが、柏西

クラブには鈴木桂三さんと言うエキスパートがおられて、なんで

も相談できるので、お引き受けをいたしました。

　私は３年間で何回か地区の財団セミナ一研修会に参加したり

して、少しは勉強をしましたが、質同されて、すぐに答えられる程

ではありませんので、ご了承願います。

　ロータリー財団は「国際ロータリーのロータリー財団」といい

のが正式名称です。慈善事業や支援事業の莫大な費用は、ロー

タリー財団の寄付収入が主な財源になります。

　年次報告書を見ると、２０１２－１３年は２億３千４百万ドル、

２０１３－２０１４年は２億５千４百万ドルと財務報告されてま

す。

　皆さんからロータリー財団に寄付して頂いた資金は、どのよう

に使われるかというと、寄付の種類によって使われ方が違います

が、最も一般的に皆さんが寄付している年次基金ですが、まず

３年間は運用されます。（この運用の利回りが、日本では考えら

れない投資収益なので、私は驚きました）そして、その運用益は

財団の運営費に使われ、元金は全額を地区と財団事業で使いま

す。元金総額の５０％は地区に戻ってきます。

　クラブの地元や海外の緊要なニーズに使用できる地区補助金

と大規模で国際的な人道的プロジェクト、職業研修チーム、奨

学金のために活用できるグローバル補助金として使います。

　ちなみに２７９０地区の今年度補助金は６００万円位で、その

５０％に当たる３００万円位が地区補助金になり、各クラブが提

案した計画で、承認された案件に使われます。

　柏西クラブは、今年度からネパール支援事業を計画していま

すが、地区補助金から今年度は約３０万円位が補助されます。

1. 第 10 分区『第 4回　会長・幹事会』開催の案内
　　　　　　　日時；11月 6日 ( 金 )　18：30 ～
　　　　　　　場所；麗宮飯店　(℡；04-7147-1112)

2.ロータリー財団の寄付に対し、表彰品の送付
水野晋治会員；ポール･ハリス・フェロー･マルチプル (7 回目 )

3. 地区内ローターアクトクラブ 5クラブ ( 約 40 名 ) による“書き
損じハガキでタイの子供達に奨学金を贈る”事業への協力依頼
　　　　　　　回収期限；2016 年 1月31日
※個人情報は黒マジック等で消してください

4. 例会変更のお知らせ
　　　　　　　　松戸西 RC；11/10( 火 ) 移動例会
松戸中央 RC；11/12( 水 ) 親睦旅行の為、移動例会

よる“書き
力依頼

卓話 ロータリー財団委員会委員長　塚本 英夫

委員会報告　奉仕プロジェクト委員会　嶋田 英明 委員会報告　クラブ会報委員会　委員長　中村 靖

幹事報告 幹事　柳　肇



マルチプルポールハリスフェロー 7回目　水野 晋治 会員

BOXありがとう！ニコニコ

結婚誕生日
丸山会員

写真ありがとう！
湯浅、宇田川、丸山    　　各会員

次回の例会は10月30日（金）夜間例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　77.78%

63名
14名

出席報告

欠席者

影山、菊池、栗原、ゲイビ、後藤、小林（正直）、
小溝、東海林、杉山、助川、染谷、野寄、
見付、宮城 　　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
明日はポリオデイです。  　　　 　水野会員
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例会日／金曜日　12：30～
例会場／ザ・クレストホテル柏
　　　　〒277-0842 柏市末広町14-1
　　　　TEL.04-7146-1111  FAX.04-7146-2100

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1924回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　本日、第１回インターゴルフを東筑波カ

ントリークラブにて、行いました。

　晴天に恵まれ、愉しいゴルフが出来まし

たことに、ご尽力を頂いた親睦活動委員

会ゴルフ担当者の水留君に心より感謝申

し上げます。

　水留君とは、８月から企画を練っていた

だき、４０周年でもお世話になりました、

ザ・ゴルフ竜ヶ崎を候補に挙げて連絡を

していただきましたがその時点で、予約で

きない状態でしたので、ゴルフランキング

でも上位に位置している、東筑波カント

リーに決めさせていただき、値段交渉等、

お骨折りしていただきました。評判通り、

朝食も昼食も満足する内容でした。夜間

例会と表彰式は、柏でも評判のいい

ニューヨークダイニングで行い、ゴルフに

も参加くださいました柏南ＲＣの猫田会

長・荒木・関口・小林会員にも参加して

いただき、愉しい例会になりました。

　「良いこと、不幸なこと、何かにつけて

仲間の会員に、真心で接し喜び合い、褒め

合い助け合いましょう」

　ロータリーは利他と利己の矛盾を和ら

げる人生哲学

この哲学は、「超我の奉仕」（Ｓｅｒｖｉｃｅ

　Ａｂｏｖｅ　Ｓｅｌｆ）という奉仕哲学

　その実践的な倫理原則は「最もよく奉

仕する者、最も多く報いられる」

（Ｈｅ　ｐｕｒｏｆｉｔｓ　ｍｏｓｔ　ｗｈ

ｏ　ｓｅｒｖｅｓ　ｂｅｓｔ）
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手賀沼エコマラソン 10月 25 日（日）



次回の例会は11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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

63名
0名

出席報告

欠席者
会員数

参加者：増谷、金本、馬場、水留、岡島　各会員

フェローシップ委員会　二輪走友会ツーリング 10月 23 日（金）



1.11月のロータリーレートは 1ドル＝120 円

2.２７９０地区　地区大会の案内
　１日目；２月６日（土）13：00 ～16：30
　２日目；２月７日（日） 9：30 ～15：30

3. 米山記念奨学会への寄付者に対し、表彰品の送付追加
　木村和俊会員；第 4回米山功労者
　浅野　肇会員；第 1回米山功労者

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1925回通常例会（2015.11.6）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 松本 隆一郎　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1925回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは、

　本日は、ガバナーノミニーの寺嶋哲夫

様、地区幹事長予定者の神野美明様、第

１０分区ガバナー補佐の榊隆夫様、ガバ

ナー補佐幹事の鈴木桂三様に出席いた

だきありがとうございます。

　10月25日（日）には、手賀沼エコマラソ

ンにてバナナを出走前の選手に無料で配

りながら、ロータリーを一般市民に広めて

きました。

　模擬店では、9 時から始め12 時半まで

に完売し、売上金が○○○○○円になり

ました。参加していただいた会員の皆様と

飯合さんのお孫さん二人に感謝いたしま

す。売上金は、次回の職業奉仕活動に運

用させていただきます。

　10月３０日（金）には、第 1回インターゴ

ルフを東筑波カントリークラブで行い、評

判の良い昼食を頂いてきました。ゴルフ場

までも1時間もかからない場所にあり、水

留ゴルフ担当委員には、大変お世話にな

りました。次回は、茨城ゴルフ・イーグル

ポイント・鎌ヶ谷ゴルフのいずれかで、楽

しみたいと思います。

　夜には、ニューヨークダイニングにて、夜

間移動例会を開催し、柏南のゴルフ参加

者も加わり、友愛を深めました。

　11月4日（水）には、第 4回ネパール支

援プロジェクト特別委員会を開催し、プロ

ジェクト計画の再確認、日程、支援内容、

費用を協議いたしました。

　前 日々には、ラインを通じて、ネパール

の情報番組を告知させて頂きましたの

で、視聴された方も多いと思いますが、ネ

パールは、1日2ドル以下で暮らす貧困層

が２２００万人います。（人口２６４９万人）

およそ国民の７０パーセントが貧困層に

分類され、中国・インド・中東へ出稼ぎ

に行く人も多く、人身売買や売春を強要さ

れるケースも多々あるみたいです。大地震

の後は、やはり観光客が大幅に減り、経済

的にも厳しい状況が続いているみたいで

すが、東北のように、復興支援としての現

場に行き、お金を落とすことも復興の第一

歩ではないでしょうか？柏西ロータリーク

ラブは、地区補助金を使い、5 年を目標に

特別委員会の 4名と共に、各年度の会長・

幹事に迷惑を掛けずに長期継続事業と

し、2月9日より14日まで、現地ネパール

に出向き、今からこの先に何が必要かを

自分たちの目で確かめてきたいと考えて

おります。各学校・施設等を出来るだけ

多く訪れ、文具等を配布いたします。そし

てネパールのロータリークラブを訪問しコ

ミュニケーションを図りたいと思います。

本日より参加者を募りますので、宜しくお

願い致します。

　奉仕の第三部門である社会奉仕は、ク

ラブの所在地域または行政地域内に居住

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あります。

　実例を紹介します。
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　柏西ロータリークラブに入会させて頂いて4年目になり、卓話

は2回目になります。約4年間の内、2回は人間尊重委員会に参加

させていただきました。入会2年目に岡島委員長の元で、副委員

長を仰せつかり、今回委員長として活動させて頂いております。

　人間尊重委員会が発足して30年近くが経過していると教えて

頂きましたが、4年目の私が人間尊重委員会について卓話しても

皆様には“釈迦に説法"だと思いますが、少しの間ご清聴いただ

ければ幸いです。

皆さまご存知のロータリーの2つの奉仕理念、即ち

1. Service above self. 超我の奉仕

2. One profits most who service best. 最も良く奉仕する者　最

も多く報いられる

　１番目の Service above selfは、弱者を助ける人道的奉仕活

動、即ち、社会奉仕と国際奉仕活動の理念であり「他人のこと

を思いやり、他人の為に尽くすこと」と説いています。社会奉仕

は、クラブの所在地域に居住する人々の生活の質を高め、公共

の為に奉仕し、弱者を助ける人道的奉仕を善意に基づいて実行

することです。又、ロータリアン一人一人が、Service above self

「超我の奉仕」を実証する機会です。

　人間尊重委員会は、幅広い社会奉仕活動の中で、主に人間尊

重、即ち、人間へのスポットを当てた主に社会的弱者への支援

を含め、生活の質を高める為の支援活動を行う委員会と思いま

す。

　具体的な社会奉仕の事例は大きく分けて4つの分野がありま

す。

1. 人間尊重

2. 地域発展

3. 環境保全

4. 協同奉仕

1.1つ目の「人間尊重」の分野を人間尊重委員会が担っているわ

けです。

内容は、

①社会的弱者への支援、子育て支援、身体障害者・高齢者・親

のいない子への支援

②保健、衛生、長寿で健康促進

③社会治安の向上を目指す(犯罪防止、家庭内暴力、街頭犯罪

等)

④才能ある人の発掘、支援

⑤文化活動で心豊かな人を支援

⑥災害に備える

2.2つ目は、「地域発展」

①産業育成

②観光の街づくり；柏まつり、手賀沼マラソン

③街並警備；柏東口ダブルデッキ事業

3.3つ目の「環境保全」

①山・野の植樹、森林の育成

②河川の清掃、魚や蛍の棲む清流に；大堀川清掃事業

③街路の清掃，ごみ0(ゼロ)運動

④歩行者天国

⑤クリーンエネルギー

4.4つ目の「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

同体

；青少年奉仕委員会・新世代奉仕

②街頭キャンベーン、献血運動キャンベーン、募金活動

③国際交流、国際奉仕委員会

　この様に人間尊重委員会は、5大奉仕の内の社会奉仕の重要

な部分を占めていると思います。社会奉仕の4つの事業を分け

て委員会をつくることも良い事ではありますが、30年近くも委員

会活動をし、入会4年間を拝見しても、毎年同じ様な事業の繰り

返しとのイメージは正直あります。又、我々の所属するR.I 2790

地区第10分区においても、又他地区においても先輩方にお聞き

しても社会奉仕を分けて活動しているクラブはあまり無い様で

す。分離する必然性、必要性は少ないのではないかと思われま

す。

　皆さまいかが思われるでしょうか？

卓話 人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎



ビジター
柏ロータリークラブ 　　寺嶋 哲生様
柏ロータリークラブ 　　神野 美明様

第 1回米山功労者　浅野 肇会員 ガバナーノミニー　寺嶋 哲生 様

第 10 分区ガバナー補佐　榊 隆夫 会員 お誕生日おめでとう　岡島会員

集合写真

BOXありがとう！ニコニコ

結婚誕生日
田代、小溝    　　各会員

写真ありがとう！
栗原、江口、宇田川、ゲイビ  　　各会員

次回の例会は11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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　77.78%

63名
14名

出席報告

欠席者

影山、金子、後藤、小林（正直）、東海林、
杉山、助川、染谷、中嶋、中村靖、野寄、
安田、長田 　　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
日本郵政3社上場しました 　　栗原、菊池会員
今日はロータリー財団月間です  　塚本会員
先日のインターゴルフ優勝しました 宇田川会員
柏ロータリークラブ   　　寺嶋様、神野様



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①１月８日(金)『家族新年会』の件

　　□18：30～家族新年会

○ 　　□招待者；名誉会員・家族

☓ 　　□アトラクション；齋藤玲奈；世界カラオケ日本予選代表権獲得　
30分くらい 音響など10万円　承認

○ ②報告事項
□2015-16年度７月１日～10月31日決算報告　承認

☓ □9月10日(木)～11日(金)「職場見学」収支報告 　承認
　

○
□10月30日(金)「インターゴルフ」収支報告　　承認

　　□11月25日(水)～27日(金）「姉妹締結35周年旅行」進捗状況　　承認

○

○
③その他

□台中港東南RCとの今後の付き合い方　　5、10週年の年とする
○

理由を聞いて12月中までに。無理なら退会（最終例会12/25）
○

11月4日会議　進行状況
日程、支援内容の協議

○

○ ●次回理事会　2015年　12月 4日（金）【11：45～】

　　　□ネパール支援プロジェクトの件

○

鈴 木 桂 三

榎 本 洋 史

金 子 正

　　　□会費未払い会員の件

　　□お土産；名誉会員・配偶者

柳 肇

馬 場 弘

榊 隆 夫

水 留 茂 之

飯 合 幸 夫

日 暮 肇

中 村 佳 弘

　　□ご案内；元財団奨学生・元米山奨学生(会費3,000円）

森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

□10月25日(日)「手賀沼エコマラソン」収支報告　　承認

　　柏西ロータリークラブ　2015～2016年　第4回　理事会　資料　

2015年　11月　6日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

　　□18：00～例会



1. 米山功労クラブとして、第１６回目の表彰
※特別寄付金累計額が 100万円を超える毎に表彰

2.ロータリー財団の寄付に対し、表彰品の送付
塚本英夫会員；ポール・ハリス・フェロー・マルチプル
2回目

　　
3. 柏市住民福祉大会開催の案内
日時；12月12日 ( 土 )13：00 ～16：00
会場；アミュゼ柏　　

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1926回通常例会（2015.11.13）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話 　 榊　隆夫　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1926回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　　会員の皆様、こんにちは

　本日も、地区のフェローシップ委員会に

行かれている会員の方々が数名いらっ

しゃいますが、会長がもう少し優先事項と

して自クラブの例会の大切さをお話した

ほうがいいんじゃないかとの意見が数名

の方々からありましたが、定款や細則には

記載されていませんので強くは言えませ

んが、地区行事よりもクラブ例会を優先と

いうお話は諸先輩方からは聞いたことが

ございますので、極力クラブ例会を優先し

ていただければ幸いでございます。

　11 月 14 日（土）15 日（日）地区の

RYLA に当クラブから金子・中嶋会員が

出席予定です。再来週の例会にて報告を

していただく予定になっています。

　プログラムの事で、18 歳から 30 歳の

青少年と地区ロータリアンが参加して同

じテーマのもと、寝食を共にし、親睦を深

め仲間作りが出来る共通の場を提供する

ものです。

　11月17日（火）には、パスト会長会議

が開催いたします。

　次年度、馬場会長エレクトの幕開けで

す。

　役員と理事の発表がありますので次年

度に向けての馬場年度のクラブの戦略計

画を支える年次目標を立て、各目標に向

かった理事選出が楽しみです。

　11月20日（金）は 10 分区情報研究会

です。

　12:30 分点鐘にて合同例会より開催い

たしますので。より多くの会員が、参加し

ホストクラブとして分区のロータリアンを

お迎えください北　清治　第 2770 地区

PDG 浦和東 RC 所属テーマ　「国際ロー

タリーについて」です。

　15:00 までは、時間を開けていただき、

情報研究会を意義ある一日にしましょう。

宜しくお願い致します。
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　皆さんこんにちは、本日は、柏西クラブのロータリー財団、小

委員会・基金・補助金委員会委員長として話させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

　西クラブの細則の規定によりますと、ロータリー財団委員会

は、「寄付とプログラムへの参加を通じて、ロータリー財団を支

援する計画を立て、実施するものである」と規定され、小委員会

は「自発的な寄付のみによって支えられ、質の高いロータリアン

のプロジェクトの支援に有効活用される」となっており、この文

面をどう理解するかですが、わたくしなりに考えますと、財団へ

の寄付は、あくまで会員個人のロータリーの奉仕の理念、超我

の奉仕から導きだされる自発的な寄付を求め、そのために、会

員の皆様に財団の活動を理解してもらい、協力(寄付)を、財団委

員長を補佐してお願すること。

　又、補助金ということからは、地区、グローバル補助金を利用

して、クラブのプロジェクト推進、それに伴う地区への申請等の

補助といった任務が考えられます。

　いずれにしても、財団の寄付について、皆様のご理解を得て、

自発的寄付をお願いし、又、三年後に地区に戻ってくる補助金

を最大限利用するということかなと思います。

　補助金の利用は、当クラブでは、戦略計画委員会が、設置さ

れそこで考えていただいておりすので、その結論に沿って進めた

いと考えております。

　希望を言わせていただければ、戦略計画委員会で、方針を出

していただいたら、クラブ協議会等で、話し合って情報の共有

と、全員参加で行われればと考えます。よろしくお願いします。

　財団に対して、皆様のご理解という点からは、先に財団の塚

本委員長が、卓話をされましたので、皆さまは十分ご理解をいた

だいていることと思いますが、国際ロータリーの日本事務局が財

団室ニュースを発行しておりますので、１１月号の記事の中から

拾い読みしたいと思います。

年次基金　日本　　　$ 2,195,691　約　２億６３００万円

　　　　　世界　　　$21,020,499　約２５億２２００万円

恒久基金　日本　　　$   311,743　約　　　３７００万円

　　　　　世界　　　$ 4,229,116　約　５億０７００万円

世界上位３カ国

　　　　　アメリカ　$13,377,178　約１６億５２００万円

　　　　　韓国　　　$ 5,949,192　約　７億１４００万円

　　　　　日本　　　$ 3,186,537　約　３億８２００万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年10月20日現在

因みに、2015-16年度

　　　　　目標(世界)　$１億3.000万　156億円

　これはロータリー会員一人当たり、世界の会員を１２０万人と

すると、一万３千円となります。(多分、地区の一人当たり１３０

＄に該当する？)

ロータリーの財団と同じような活動をしている国連の機関があ

る。国際連合児童基金(ユニセフ)である。各国の政府の任意の

拠出と、民間の寄付によって運営されています。

　2014年のユニセフの総収入は、51億6,900万＄（6,202億8,000

万円）61%が政府と政府機関、27％が民間部門（各国のユニセ

フ圏内委員会）／非政府機関からの拠出で、10％が組織間協

力、2％がその他である。

　民間部門が1,674億7,560万円　ロータリーの約10倍である。

　民間部門の日本における拠出額　1億2,245万＄　146億9,400

万円　ロータリーの年間目標と同額に近いといえる。

これをどうとらえるかは、それぞれの見方があるが、考えさせら

れる数字だと思います。

ユニセフの事業は、児童に特化されているが、保健、教育、水と

衛生、子供の保健、栄養等ロータリーの重点目標に合致すると

いえる。

話題を変えて2790地区に目を向けると、

　　　　　　年次基金目標　　$226,312　 2,715万7,440円

　　　　　　会員数2.719人　　　　　一人当たり約１万円

　　　　　　　　　9月末　　 $58,848.4 　 706万1,808円

　　　　　　恒久基金　　　　$12,209.68  　1226万162円

まだ年度が始まって3ヶ月(9月末)ですのでこの数字かと思います

が、皆様のさらなる、自発的寄付をやお願いたします。

　次に、補助金についてですが、年次基金が3年後に地区に

50%帰ってきます。それを地区内のクラブが、プロジェクトを立ち

上げ申請しますと、限度はありますが各クラブで使えることと

なっております。

　柏西クラブでも、会長以下頑張って、今年度ネパールの支援に

２７万円の補助金を獲得しました。この補助金も質の高いプロ

ジェクトに支出するとなっております。今後も質の高いプロジェク

トを進めていただきたいと考えます。

卓話 基金・補助金委員長　榊 隆夫



委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎

第 10 分区ガバナー補佐　榊 隆夫 会員

お誕生日おめでとう お誕生日おめでとう

米山功労クラブ　賞状

委員会報告　青少年奉仕委員会　鈴木 桂三

米山功労者　木村会員



12 月の行事予定

■12月　4日 ( 金 ) 【通常例会】―お祝い事・理事会 (7)―
　外部卓話＝元榮太一郎様　( 弁護士　実業家 )

■ 12月 11日 ( 金 ) 【通常例会】
　年次総会；次年度理事の承認 ( 次年度会長 )
　第 4回クラブ協議会

■ 12月 18日 ( 金 ) 【通常例会】
　卓話＝見付季代子会員　　
　　　　　　
■ 12月25日 ( 金 ) 【通常例会】
　卓話＝飯嶋由貴会員

本日のお食事

BOXありがとう！ニコニコ

結婚記念日
秋元      　　　会員

本人誕生日
東海林      　　　会員

写真ありがとう！
水野、鈴木健吾、塚本、住田、嶋田、飯合、岡島、安田、榊、
東海林、小溝、助川、鈴木桂三、松本隆一郎、長田、
中村靖、柳    　　各会員

次回の例会は11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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　79.37%

63名
13名

出席報告

欠席者

影山、勝田、菊池、後藤、小林（正直）、杉山、
鈴木一弘、染谷、田代、野寄、日暮、見付、
湯浅 　　　　　会員

会員数

(^^♪
大ニコ 　　川和会員



1. 青木ガバナーエレクトより 2016-17 年度「地区委員長並び
に委員」推薦の依頼　　　　　　(〆切 12/3( 木 ))

2.ソウル国際大会（2016・5/28 ～ 6/1）登録の依頼　
2790 地区から登録者数目標 300 名以上

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1927回合同例会（2015.11.20）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1927回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　ようこそ、第 10 分区の合同例会及び情

報委員会にお集まり頂きまして、誠にあり

がとうございます。

　本日の、第 10 分区の情報研究会の開

催にあたりまして、榊ガバナー補佐のご指

導を仰ぎながら、各クラブから大勢のロー

タリアンをお迎えすることができましたこ

と、ホストクラブ会長と基調講演をしてい

ただく、浦和東 RC 北 清治パストガバ

ナーのアドバイスを受けながら、価値ある

一日にしたいものです。

　ホストクラブとして、精一杯できるだけ

の準備をさせていただきましたので、北パ

ストガバナーが提議された「国際ロータ

リーとは」を皆様と一緒に討議して、職業

人であるロータリアンが、一層人格形成を

励みながら、日々のロータリーライフを楽

しんで頂けることを期待しております。

　分区内、５クラブのメンバーが一同に集

まって、こうした情報研究会を開催できる

ことは、色 な々職業に携わっているロータ

リアンとして情報交流を深めることがで

き、改めてお互いの人格形成の修練と、ご

自身の事業繁栄に結びつけることが、最

も大切であることを学びとってみたいもの

です。

　5 大奉仕の活動計画による、実践的な

活動の中から生まれる真の友情こそが、

ロータリークラブの本質であると思いま

す。

　これから、北パストガバナーの基調講

演を拝聴して、研究会のテーマに沿った、

有意義で活発なディスカッションができる

事を期待しております。

　以上、ロータリー情報研究会の開催に

あたり、ホストクラブ会長挨拶にさせて頂

きます。

会報　第1894号

幹事報告 幹事　柳　肇
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本日のお食事

次回の例会は11月27日（金）移動例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

63名

第10分区 榊隆夫ガバナー補佐 2013～’15 RI理事 北清治 パストガバナー（2770地区）

0名

出席報告

欠席者

 　　　　　会員

会員数



ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。



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

第2790地区

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

第1928回移動例会（2015.11.25-27）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1928回移動例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　本日は、陳　堯堂（HEALTH) 社長・

丁　榮助（EE) 秘書 .・林　金良

（MEDICIE) 国際姉妹親睦主委を始め台

中港東南 RCの皆様、ようこそ日本、熊本

へお越しくださいました。

　私たち両クラブは、１９８１年に締結し

てから３５年になりますが、この間絶えず

相互親善訪問が続き、その都度、国際友

好の絆が確固たるものとなっています。

　歴代の会長が築き上げた両クラブ・個

人相互間の友情と信頼をこれからも、絶や

さぬよう努力してまいります。

　時代は変わり、世情も変わりましたが、

染谷・劉先輩の心を絶やさず、相互理解

と友情を促進し、さらには、世界の平和に

貢献することを確信し「これからも末長く

未来へ繋がるように！」

　私たちは次世代に向かって発信してま

いります。

　最後に、HEALTH 社長・EE 秘書そし

て、台中港東南 RCの皆様が、これからも

益々、大きく飛躍されますことを祈念申し

上げ、祝辞とさせていただきます。

　本日は、誠におめでとうございます。

会報　第1895号

・11月25日

　1日目は、10:00過ぎに柏西ロータリーは熊本空港に到着。現

地合流組と合わせ、19名となりました。

一同パスにで柳川へ移動し、川下りを約1時間楽しみました。

後、名物のうなぎせいろ蒸しで昼食をとり、山鹿温泉を散策し、

ホテル日航熊本にチェックインしました。

19:00より今回の最大の目的である式典が、ライトアップされた熊

本城が見える「城見櫓」という日本料理店にて始まりました。

台中港東南ロータリークラブは、ご家族を合わせて総勢25名で

の参加で、賑やかに楽しく式典は無事に執り行われました。

・11月26日

　2日目は、柏西ロータリークラブと台中港東南ロータリークラブ

合同で、観光組とゴルフ組に分かれての行動となりました。

観光組は、阿蘇神社の参拝に始まり、高森→草千里ケ浜（途

中、九州では初雪が降り始め、台中港の方々は大喜びをされて

いました）→中岳噴火口→米塚→大観峰でゴルフ組と合流し、

杖立温泉まで台中港ロータリ－クラブ御一行を送り、お見送り致

しました。

・11月27日

　最終日は、柏西ロータリークラブは12名での観光となりまし

た。

熊本城で天守閣、宇土櫓、本丸を階段にて見学しました（鈴木

桂三会員が先頭で張り切っていました）。

昼食は馬肉料理「菅乃屋にて、馬刺、馬の焼肉、馬レバ刺を堪能

しました。

九州は美味しい食べ物が沢山ありますが、今聞の旅行の中では

一番美味しかったと一同大絶賛でした！

食後、水前寺公園を散策しました。印象に残ったのは、意外に

森市会長が「鳩」「白鷺」を恐がって、かなり怯えていた事で

す。

その後、17 : 30発のANAにて一同帰途に着きました。

今回もかなりハードなスケジュールでしたが、会員皆様のご協力

により、姉妹クラブ締結35周年記念祝賀会旅行という一大行事

を無事終える事が出来ました。誠にありがとうございました。

姉妹クラブ締結 35 周年記念祝賀旅行　熊本 阿蘇 柳 肇







次回の例会は12月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

63名
0名

出席報告

欠席者

 　　　　　会員

会員数

姉妹クラブ締結35周年記念祝賀会風景　城見櫓

姉妹クラブ締結35周年記念祝賀会風景　城見櫓

柳川 川下り



             締盟 35 週年賀詞 
                          懷念的日子  PDG中村   林金良 Medicine 
   森市会長、柳肇幹事、国際奉仕委員長嶋田 英明、柏西扶輪社全體社友、
夫人、東南社社長 Health，以及各位社友、社友夫人，大家晚安大家好。 
   今日是日本柏西扶輪社曁與台中東南扶輪社，結盟 35 週年慶典日子這 
在這值得紀念時節，承蒙貴社用心安排優雅麗緻，令人心怡的美麗場所，在
此 Medicine 誠摯代表東南社全體，致上敬意與謝意，每逢佳節倍思親，在
這懷念時節當中最令人思念是，締結雙方代表人，染谷正三和劉健止兩位前
社長，以及雙方前輩社友，貴國我孫子社，敝國豐原社，感謝您的辛勞，貴
我雙方啟用扶輪交流國際之門，讓貴我雙方深切地實現扶輪崇高理想，使宗
旨能全方位拓展世界各個角落，進而促進世界大同。 
    三十五年來貴我雙方有數不盡的相互交誼感人殷事，最令人感動是為兩
社交流，年邁染谷正三數度以輪椅代步，且在致詞中以肺腑之言交待彼此珍
惜，並自言去期不遠，聞者寞不心酸，他在天之靈是否和劉健止兩位故前社
長，攜手神來關懷，更為敬仰的是田代充前社長，他是詩人為了珍惜台灣文
化，砸下大筆金錢買版權，印童詩嘉惠台灣小學生，為了交誼養病中仍無缺
席，懷念是締結初期接納本社五位學子一星期，讓她們大開眼界，學習不少，
為相迎我方到來，零下天候風雪之中旁立路側，全身是雪，相見之刻令人不
捨，每當迎接我方，都以高規格豪華場所，且全社社友與夫人盛情厚意，夜
宿貴地房間大籃水果，令人意外驚喜，並書寫溫馨祝福美麗書籤，樣樣真情
讓我們喜不勝收，久久不能忘懷。 

近年來亞洲地區情勢瞬息萬變，而貴我地理比鄰相近，唇齒相依息息相 
關，如何共同維護地區安全與和平，進而共生共榮是責無旁貸，更期待貴我
雙方加以珍惜，彼此營造三十五個春秋的扶輪至上，無比友誼，讓世世代代
相傳不歇，最後並祝 兩社社運昌隆，社友事事如意 
 

                               國際扶輪 3460 地區台中港東南扶輪社                                                  

               台中港東南社國際姐妹社親睦主委 林金良 Medicine 

                               2015.11.25 于日本熊本城見櫓飯店 



国際姉妹クラブ締結 35 周年祝辞 

国際ロータリー第 3460地区 台中港東南 RC 

会長 陳堯堂 HEALTH 

 

森市会長様、柳幹事様、国際奉仕委員長 嶋田様をはじめご出席の皆様、こんばんは。 

 

両クラブ締結 35周年の本日、東南 RC とともに 22名一同名勝でもある熊本に参りました。本日のような歴史的

な一時、皆様とご一緒に見届けることは何より光栄で嬉しいかぎりです。 

台湾のある諺：「千里良緣一線牽（中文發音）」所謂゛良いご縁であれば千里ほど遠くても結びつけること゛ 

まさに両クラブのことを言い伝えているようでしょう。この際に染谷先輩、劉先輩のことを感謝するだけではなく、ここ

35年間以来両クラブの友情を努力されている方々も深く感謝すべきだと私が思います。特に本日ご出席の皆様

がいなければ本日のような祝賀すべきの集まりがないのでしょう。 

 

35年間の長い年月によって生まれた数えきれないほどの情的且つ知的な交流があるかと思います。例えば、紹興

酒を通じてお互いの情熱を裸的に見せたりしていました。酒の酔いが既に体より行き去ったとしても心の通じた温か

さは消えず、今でも胸に熱々感じたと先輩達からよく聞いています。あまりにも羨ましくと思いました。そして、米山

奨学金に通じて数の多い台湾留学生を立派に育てあげて下さいました。台湾の 921大震災でも日本救難隊は

先頭に駆けつけて下さいました。台湾高雄市のガス爆発事件も日本より高い関心及び助けを受けました。 

両クラブの交流は単なるクラブ間のものではなく、国際的なレベルのものだと私がそう感じました。両クラブの関係は 

これからも「水魚の交（すいぎょのこう）」のように切っても切れない親しい関係を持ちたいと努力したいのです。 

 

本日のため我がクラブのためいろいろ準備をなさていただろうと存じます。感謝の意は一言で簡単に伝えきれないけ

れども、東南 RC の社長としては心を込めたお礼を致します。ありがとうございます（深深一鞠躬以示答謝）。 



    社長  

陳堯堂 HEALTH 

 
姊妹社親睦主委 

林金良MEDICINE 
IPP 王志弘 SPORTS 

 
侯一成 SAKE 

(社員發展主委) 

 
白凱雄 SHUTTLE 

(財務主委) 

 

 
 蔡啟明 C.M 

(扶輪資訊主委) 
陳逢源 SUGAR 

(扶輪基金主委) 

 
侯尊仁 SAKE Ⅱ 

(節目主委) 

  陳藤枝 

SHUTTLE夫人 

 
   陳美鳳 

   CM夫人 

 

 

    林彩鑾 

  (社長夫人) 

 

   承秀珍 

(MEDICINE夫人) 

   陳素蓮 

(SAKE Ⅱ夫人) 

 

  陳月嬌 

(Sports母親) 

  

  陳素卿 

(Sports阿姨) 
 

丁鉛添(EE父親) 丁鐘阿絨(EE母親) 
陳錫錡(準社友) 趙玉真(準社友) 

 
陳格亭(社長千金) 

 

蔡秋香 

淑玲的弟媳 

楊淑玲 

(執行秘書) 

 

紀俊澄(翻譯) 



ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。



1. 地区大会における選挙人選出の依頼　　　　　
2. 地区ロータリー財団より金本元章会員へポールハリスソサ
エティ新会員の認証状及び認証ピンの送付
3.R 財団への寄付に対し、表彰品の送付
榊隆夫会員；PHF7回目
日暮肇会員；PHF4回目
塚本英夫会員；PHF3 回目
岡島昭信会員；PHF2 回目
4. 地区より台風 18 号による洪水被害への義捐金協力のお
礼
地区内 82クラブ　1,994,313 円の義捐金寄付より
『鬼怒川水害義捐金口座；1,000,000 円』『水海道ロータ
リークラブ；1,000,000 円』送金
第 2820 地区 ( 茨城県 ) 倉沢修市ガバナーよりお礼状送付
5.12月のロータリーレートは 1ドル＝120 円

6.習志野中央ロータリークラブ創立 30 周年記念式典並びに
祝賀会開催の案内
日時；2016 年 2月13日 ( 土 )　　13：30 ～
会場；ホテルニューオータニ張
7.平成 28 年新年賀詞交歓会の案内
日時；平成 28 年 1月8日15：30 ～
場所；ハート柏迎賓館
8. 次年度「会長・幹事会」開催の案内
日時；12月17日 ( 木 )　18：30 ～
場所；麗宮飯店
9. 柏東 RC「クリスマス家族例会」への招待 (会長・幹事 )
日時；12月24日 ( 木 )18：00 ～
場所；ザ・クレストホテル柏

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？

第1929回通常例会（2015.12.4）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/
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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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　元榮 太一郎　  様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1929回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは！

　今月は、疾病予防と治療月間です。

　２０１４年１０月ＲＩ理事会は、重点分

野である「疾病予防と治療月間」である１

２月を、地域社会の医療従事者の能力向

上、伝染病の伝 を食い止め、非伝染病

とそれによる合併症を減らすための、疾

病予防プログラム、地域社会の医療イン

フラの改善、疾病の曼延を防止することを

目的とした、地域住民への教育と地域動

員、疾病または、怪我によって引き起こさ

れる身体障害の予防、疾病予防と治療に

関連した仕事に従事することを目指す専

門職業人のための奨学金支援を強調する

月間としました。

　前年度までは、家族月間でしたが、本年

度より変更されロータリーの重点分野の１

つです。

　ロータリーは、疾病の原因と影響を減ら

すための活動と研修を支援してまいりま

す。

　１１月２０日の１０分区合同例会及び情

報委員会に参加の皆様お疲れ様でした。

前年とは、違った試みに榊ガバナー補佐・

補佐幹事の桂三さんに、敬意を表します。

有り難うございました。会員の皆さんが、

ロータリーの情報を取得し、相互の情報

交換の場に、とても貴重な時間を皆さん

と共有できました。

　１１月２５日～２７日まで、五年越しの

想いが叶いました。

　姉妹クラブ締結３５周年記念祝賀会旅

行に台中港東南ＲＣと柏西ＲＣと２クラブ

だけで、過ごすことが出来ました。会員の

皆様のご尽力に感謝いたします。この模

様は、国際奉仕の嶋田委員長より報告が

あると思います。

　１１月２８日には、柏南ＲＣの国際親善

事業で、バーベキュー大会に参加し、奨学

生麗澤大学留学生と高校生と国際親善を

してまいりました。各テーブル６人のメン

バーに分かれ、色 な々意見交換をいたして

まいりました。愉しい時間を過ごせまし

た。

　ネパール支援長期継続プロジェクトの

参加者の募集も開始。

会報　第1896号

幹事報告 幹事　柳　肇



卓話 弁護士ドットコム㈱ 代表取締役 弁護士 元榮 太一郎 様



ポールハリスフェロー授賞 委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎

委員会報告　国際奉仕委員会委員長　松本 隆一郎 地区フェローシップ委員会 11/28「里山歩き」報告 増谷 信一

本日のお食事

BOXありがとう！ニコニコ

結婚記念日
中村靖、中嶋、見付、水留、湯浅、金子 　　　会員

本人誕生日
松本隆一郎、中村靖、勝田、湯浅、浅野 　　　会員

写真ありがとう！
鈴木一弘、水留、見付、金子  　　各会員

次回の例会は12月11日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　77.78%

63名
14名

出席報告

欠席者

江口、影山、金本、後藤、小林（正直）、齋藤、
東海林、杉山、助川、染谷、田代、野寄、升谷、
長田 　　　　　会員

会員数

(^^♪
締結35周年記念祝賀会を無事に終えることができま
した      　森市会長
無事、事務所移転しました  　見付会員



ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。
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第1930回通常例会（2015.12.11）
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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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1930回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆様、こんにちは！

　本日は、クラブ協議会と年次総会があ

ります。

　クラブ協議会の説明は、前回のクラブ

協議会でお話しをしましたので、年次総

会について、柏西ロータリークラブの定款

の第６条第２節年次総会　役員を選挙す

るための年次総会は、細則の定めるとこ

ろに従い、毎年１２月３１日までに開催さ

れなければならない。

　柏西ロータリークラブ細則第１節　年

次総会　１２月の第二例会日に本クラブ

の年次総会を開催し、そこで次年度の役

員と理事の選挙を行うものとする。と書い

てありますので、次年度馬場会長エレクト

から、次年度の、役員・理事の発表があり

ますので、最後までお残り頂き、拝聴して

ください。

　クラブ協議会は、会長もしくは指名され

た役員が議長を務め会員の関心とニーズ

を反映させるようにしました。

　１月１５日のクラブ協議会で、上期・下

期の活動報告を、５常任委員長より、発表

していただきますのでよろしくお願いいた

します。

会報　第1897号



1. 第５回日台ロータリー親善会議の案内
開催日；2016 年 6月5日　13：00 ～
会場；石川県立音楽堂コンサートホール
※登録希望者は事務局まで

2. 地区第 2回二輪車ツーリングの案内
開催日；2016 年 1月26日 ( 火 )　10：00 ～14：00
行先；佐原方面 ( 香取神社・伊能忠敬記念館等 )
登録料；5,000 円

3.ロータリアン芸術祭作品出展の依頼
期日；2016 年 6日 ( 土 )・7日 (日 )　　地区大会会場
※出展の詳細は事務局まで

4.例会変更のお知らせ
松戸中央 RC；12/17( 木 )クリスマス家族例会
柏東 RC；12/17( 木 ) の例会場は柏沼南商工会館
12/24( 木 )クリスマス家族例会
1/7( 木 ) 新年夜間例会
松戸西 RC；12/22( 火 ) 夜間移動例会
1/19( 火 ) 夜間移動例会
柏 RC；1/6( 水 ) 新年家族例会
我孫子RC；12/29・1/5( 火 ) 休会
1/12( 火 ) 夜間移動例会

柏西ロータリークラブ
２０１６～２０１７年度　役員・理事
【役　員】
馬場  弘  （会長）
水留　茂之 （幹事）
金子　正 （会長エレクト）
森市　直樹 （直前会長）
宮城　和彦 （会計）
増谷　信一 （ＳＡＡ）

【理　事】
馬場　弘　　（会長）
水留　茂之　（幹事）
金子　正　　（会長エレクト）
中嶋　利生　（副幹事）
森市　直樹
中村　佳弘
嶋田　英明
増谷　信一
日暮　肇
松本　ユミ
秋元　慶一
水野　晋治
松本　隆一郎

〔以上１３名〕　順不同

2015-2016 年度年次総会

ネパール支援長期継続特別委員会　嶋田　英明会員増強委員会委員長　飯合　幸夫

幹事報告 幹事　柳　肇

第 4 回クラブ協議会 司会　柳　肇　幹事

＜会長挨拶＞森市　直樹
柏西ロータリークラブ細則第 5 条第 1節に基づき年次総会を開催いたします。
馬場弘会長エレクトより役員・理事候補の発表をして頂きます。

口頭採決により全員一致で承認されました





お誕生日おめでとう委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日（過去含み）
馬場、影山    　　各会員

結婚誕生日（過去含み）
金本、中村靖、中嶋、見付、水留、金子、浅野　　各会員

本人誕生日（過去含み）
鈴木子郎、影山、松本隆一郎、中村靖、勝田、湯浅、浅野
      　　各会員

写真ありがとう！
馬場、杉本、日暮、増谷、勝田、金子、鈴木一弘、金子、
水留      　　各会員

次回の例会は12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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　76.19%

63名
15名

出席報告

欠席者

宇田川、江口、後藤、小林（正直）、小林太時
杉山、鈴木一弘、染谷、中嶋、中村靖、野寄、
升谷、見付、宮城、湯浅、 　　　　　会員

会員数

本日のお食事
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1. ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所
12月28日 ( 月 ) ～1月5日 ( 火 ) 休業のお知らせ

幹事報告 幹事　柳　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1931回通常例会（2015.12.18）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　見付 季代子　  様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1931回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　１２月１６日（水）に、当クラブ会員の岡

島さんの３つの幼稚園の１つ、つくし野幼

稚園に行ってまいりました。お相撲さんの

二名を含め、当クラブから、９名で参加し

ました。全園児と餅つきを楽しみ、私から

チューリップの球根を２５０個、人間尊重

委員長の松本さんから折り紙をプレゼン

トしてきました。可愛い笑顔に癒され、美

味しいお雑煮を頂いてきました。岡島さ

ん、松本さん、参加者の皆さん、ありがとう

ございました。

　「なぜ、ロータリーに入りましたか？」と

の問いかけに対して、皆様は何とお答えに

なりますでしょうか？ロータリーにとって、

仲間と一緒になって世の中の役に立って

いるという実感・喜びを持てるのが「奉

仕活動」でないかと思います。

　私たちロータリアンにとって一番身近で

奉仕活動ができる機会、それはクラブの

社会奉仕・人間尊重委員会で計画された

プログラムを実行することです。森市年度

は、活動する機会を例年よりも沢山、用意

してございますので、全会員が奉仕活動

に１回でも参加し、ロータリークラブを活

性してまいりましょう。

　一歩踏み出そう奉仕活動へ、一歩踏み

出すと、クラブに感動と活力がわきます。

会報　第1898号



今日の卓話は、私の自己紹介というよりもタイムリーなお話をし

たいと思います。

Ⅰ.平成２６年６月に、改正労働安全衛生法が成立・交付されま

した。それにより、平成２７年１２月１日より「ストレスチェック

制度」が施行されています。

「ストレスチェック」とは、「調査票を用いて、①心理的な負担

の原因に関する項目、②心理的な負担による心身の自覚症状

に関する項目、③他の労働者による支援に関する項目、によ

り検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価

し、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師によ

る面接指導の要否を確認するもの」と定義されています（厚

生労働省の指針）。

　労働者数５０人以上の事業場において、この実施が義務付け

られました。

Ⅱ.この制度は以下の4つの流れがあります。

①実施前の事業場での準備、②ストレスチェックの実施、③

医師による面接指導の実施、④集団ごとの集計・分析の実施

です。

Ⅲ.この制度の目的は、仕事によるストレスの程度を把握し、その

結果に応じて早期に対応するとともに、職場環境の改善につ

なげることで労働者がメンタルヘルス不調になることを未然

に防止することです。いわゆる“１次予防”が目的です。

　　仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、またはストレス

を感じている人が５割を超えている調査結果が出ています

（「労働者健康状況調査」平成１９年厚生労働省）。そして、

仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認

定される方が増加しています。こうした現状を重く見た厚生労

働省が始めた仕組みです。

Ⅳ.定期健診と違う点は、三つあります。

第一は、定期健診は原則として労働者の受信義務があります

が、ストレスチェック制度は検査を受ける法律上の義務はあり

ません。この意味は、すでにメンタルヘルス不調で治療を受

けている者に対してまで、検査を強要することは適切でない

ということです。

第二は、検査の結果は、労働者本人の同意がなければ、企業

側に提供されないというてんです。労働者にとり自らのストレ

スの有無・状況はデリケートな情報だからです。

第三に、ストレスチェックの実施者となれるものが限られてい

ることが挙げられます。

医師、保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師ま

たは精神保健福祉士に限られています。

Ⅴ.先ほど、労働者が50人以上の事業場でしか実施の義務付け

はないと申し上げましたが、実は50人未満の事業場でこそ実

施して頂きたいと思います。

なぜなら、小規模事業場であるがゆえの長時間労働・人間関

係等の職場環境改善課題が存在します。そして、このような

事業場ではメンタル不調者による仕事能率の低下は、即会社

の業績に響くからです。

とはいえ、ストレスチェック制度の実施には、医師等の関わり

が必須でありますので、費用がかかります。この点のハードル

を下げるために「ストレスチェック実施促進のための助成金」

が用意されています。労働者50人未満の事業場が合同で医

師・保健師など　によるストレスチェックを実施し、また、スト

レスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合

に、かかった費用の助成を受けられるものです。

ストレスチェックの結果を集団ごとに集約・分析・把握するこ

とは、適切な労務管理の推進に役立ちます。是非実施して頂

きたいと思います。

卓話 見付　季代子



つくしの幼稚園訪問 2/16（水）　人間尊重委員会　松本　隆一郎

人間尊重委員会では12月16日（水）10:00～12:00迄つくしの

幼稚園を訪問して餅つき大会に参加致しました。当日は天気に

恵まれ、お相撲さんの餅つきもあり、又併せて球根植え、折り紙

贈呈を行い昼食についたお餅を頂き、園児と楽しい交流を致しま

した。



オブザーバー
市川　利一郎　様

地区財団資金・推進管理小委員会　水野委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
東海林　会員

写真ありがとう！
秋元、中村博亘    　　各会員

次回の例会は12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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　76.19%

63名
13名

出席報告

欠席者

江口、金本、栗原、後藤、小林（正直）、小溝、
杉山、鈴木一弘、染谷、田代、中嶋、野寄、
宮城、 　　　　　会員

会員数

本日のお食事



1.2016 年 1月のロ―タリ―レートは 1ドル＝120 円

幹事報告 幹事　柳　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1932回通常例会（2015.12.25）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　飯嶋　由貴　  様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1932回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは。

　昨晩は、柏東 RC の家族例会に会長・

幹事・ガバナー補佐の榊さんと出席して

まいりました。市長と榊さんは、ステージ

で華麗な踊りを披露してくださり、愉しい

クリスマスイブになりました。

　本日をもちまして、上期 2015 年最後の

例会となりました。

　早いもので、７月からあっという間に半

年間が過ぎましたね、新旧役員交代式か

ら始まり、第 10 分区の IM、柏祭りでは、

団扇の配布、研修会、職場見学（青森）、マ

ザーズガーデン訪問、手賀沼エコマラソ

ン、第１回インターゴルフ、ライラ、姉妹ク

ラブ締結 35周年記念祝賀会旅行、第 10

分区情報研修会、つくし野幼稚園訪問、

等活動をしてまいりました。各委員長に

は、お骨折りをして頂き、各事業を終わら

せることが出来ました、そして参加くださ

いました、会員の皆様にも感謝いたしま

す。引き続き、下期も活動してまいります

ので宜しくお願い致します。

　新年例会では、アトラクションも充実し

ておりますので、楽しみにしておいてくだ

さい。先日のクラブ協議会で、水野会員か

らの質問でネパール支援の古着に関し

て、子供用・大人用でも構いませんので

古着のある方は、来年早々に集めますので

よろしくお願いいたします。

　皆さんにとって、良い年を迎えられるよ

うに祈念いたします。

　来年、1月8日に、またお会い致しましょ

う！

会報　第1899号



　この場をお借り致しまして皆様方に改めてご挨拶させて頂き

たいと思います。

　株式会社アクタスの飯嶋由貴と申します。

　この度、卓話のお話を頂き　正直今日まで胃が痛くなるような

気持ちでした。

　柏西ロータリークラブ様に入会してまだ１年も経過しておらず

ロータリー活動のこともほぼ何も把握出来ていない私が皆様方

の前でお話出来るようなことが何も無いと思い何をどのように話

したらいいのか悩みました。

　世の中はクリスマスというイベントの中、何故こんな日に卓

話？と大袈裟ですが落ち込みました。

そんな時、今月の９日に熊本に行かれたメンバーでの山かえしと

いう集まりに参加させて頂いた際に卓話が本当に嫌です！皆様

社長様クラスの方々の前で話せるようなこと本当に何もないんで

すよ...と打ち明けましたところ嶋田会員より飯嶋さんが思ってい

ることをのまま話せばいいんだよとおっしゃって頂きました。

　自己紹介や会社のアピールでいいんだよと。

　波乱万丈の人生くらいみんなわかってるからと冗談まで言わ

れ少し気が楽になったといいますか・・・

　波乱万丈の人生話はお話するのに３日位必要になりますので

いつかまた・・・

　ですので今日は簡単な自己紹介と先月行って来ました熊本の

お話などをさせて頂きたいと思います。

　埼玉県吉川市在住で高校３年生と中学３年生の娘がおりま

す。

　独身の頃にバスガイドを経験しましたが自分には合っていな

いと思い歯科助手などの職業に就いてきました。

　結婚が早かったのでその後は専業主婦、パートなどしてきま

した。

　離婚を経て暫く経った頃今の会社でのお仕事のお話を頂きま

した。

　正直、正社員というお話は有り難かったのですが自信があり

ませんでした。

　まず、デスクワークは人生やることはないだろう思ってました

のでＰＣ操作も何もわからなければ机に向かって一日中座ってる

ことも不可能だと思いました。

　基本は身体を動かしてる仕事の方が好きなのですが、そんな

わけで迷いましたが　せっかくのお話だったのでチャレンジして

みようと思い今月で入社１年３ヶ月が経過いたしました。

　入社して半年も経たないうちに柏西ロータリークラブ様へ入

会することになり旅行業のこともわからずロータリーのことも何

もわからずのバタバタの始まりでした。

　初参加させて頂いた時は何だか場違いなとこにいるような飛

び交う話が謎ばかりで何故私ここにいるんだろう。世界が違うと

思っていました。

　初めはお顔とお名前を覚えることが精一杯でした。何人かの

方には飯嶋さんは話しかけづらいと言われたこともありました

が、昔から見た目なんでしょうか、よく言われてきた言葉でした

ので慣れっこといいますか特に気にもしていませんでした。

　信じてもらえないのですが、こう見えてかなり人見知りです。

　自分から声をかけることも苦手でして。そんな中、例会に参加

する度皆さんにこんにちはと声をかけて頂き少しずつ皆様方の

ことがわかってきました。

　ロータリクラブ様との初旅行といいますか一緒にバス旅行さ

せて頂きましたのは今年の４月の房総日帰りの職業奉仕でし

た。それから６月には九州、９月には青森、また１１月には九州と

この１年で色々勉強もさせて頂きました。

　飛行機でのロータリークラブ様との旅行は手荷物サイズでは

なければいけないということ。初回の九州旅行の時は機内サイ

ズではないのは私だけで、空港で荷物が出てくるまで皆様を待

たせました。それからは学び手荷物サイズで参加させていただ

いております。

　宮崎で乗るはずだった高千穂峡のボート、５月に下見に行き、

下見といいましても気分は旅行だったのでボートに乗りたかった

のですが弾丸下見だったので乗りたい気持ちを抑え６月に来た

時は乗れるからいいやくらいに思ってたらまさかの乗れずで青

森、十和田湖で乗るはずだったボート。結構ハードなボートで青

森での旅行の一番のメインでもあったのに皆様も覚えていらっ

しゃると思いますが台風で洪水も凄く結局乗ることが出来ませ

んでした。あの日の朝は自宅を出て会社に向かうまでにも車がほ

ぼ沈んでしまっている中、洗車機に入ってるような状態で間に合

わないかもと思い焦った記憶をお思い出します。ことごとく雨や

雷で乗ることが出来ず今回の福岡の柳川川下りも乗れないん

じゃないかと心配してたのが的中し雨が降ってきてしまいました

が本当に乗船直前急に晴れまして今回は無事に乗ってくること

が出来ました。１７名でこの船１台で大丈夫？と心配するような

微妙な船だたのですが　ようやく船に乗ることが出来たと思い

ました。しかも船を漕いでくれる船頭さんの何とも言えないダ

ジャレに秋元会員がハマってました。

　森市年度になり急に要望も変更も多くなり今回の熊本は台湾

の方との姉妹クラブ締結３５周年記念祝賀会ということで私に

とって本当に大変なお仕事でした。

　何度も何度も行程を決め直しホテルや観光場所を手配しては

キャンセルして取り直し森市会長から電話がくるたび恐る恐る出

ていました。突然１泊組というのも出来上がりまた行程の練り直

んな

を手配しては

がくるたび恐る恐る出

うのも出来上がりまた行程の練り直

卓話 飯嶋　由貴



し。１泊で帰られる方や福岡に行かれる方現地集合の方宮崎に

行かれる方など私の頭のなかはパニックでした。

なぜならば、皆様は旅行に行き慣れてる方や飛行機に乗り慣れ

てる方がほとんどだとは思いますが、私は細田観光に入るまで

飛行機は１度しか乗ったことがありませんでした。ということは

もちろん空港にも行くこともないのでチケット受け取るどころか

団体カウンターは何処？という感じで右も左もわからない状態で

今まで皆様と３回飛行機に、往復なので６回ですが何故か一人

いつも大汗かいてテンパっております。そんな時はいつも有り難

いことに森市会長に助けられております。

そして飛行機嫌いな私の１５年ぶりの飛行機がロータリークラ

ブ様の九州旅行となりました。

皆様は私が観光会社に勤めているから何でもわかってると思い

色々訪ねてきましたが本当は私が一番何もわかってない状態で

応えられないことも多 あ々りました。

とにかく今回の熊本は終わるまで必死でした。

一日目は柏西ロータリの方だけでしたのでまだ安心できたので

すが二日目は台湾の方が合流になり言葉は通じないし笑顔で乗

り切るしかないと思いました。

台湾の方は皆さんいい方で言葉は通じないけれども何となくや

ジェスチァーでコミニケーションを取る事が出来ました。昼食場

所でも日本人でもなかなか普段は食さない囲炉裏料理を召し上

がっていただき、その食べ方を聞かれて説明は出来ないけども

ジェスチァーでやる私に皆さん、ありがと、ありがとと言っていた

だき大変でしたが嬉しかったです。

草千里に行った時には霧で何も見えず雪は降ってくるわで日本人

の私達はバスから降りるのも寒くて嫌だったのを台湾の方は

雪！雪！と一目散にバスを降りていかれ寒い中楽しそうに飛んだ

りはしゃいだりして記念撮影している姿に外は寒いけど心の中

は暖かくなる気持ちでした。

台湾の会長様もlineを覚えたのか、line・lineと言ってきて交換さ

せて頂きましたが無駄にスタンプのやり取りで言い方は失礼で

すがかわいらしかったです。

バスの乗車人数も台湾の方２３名に対し柏西ロータリーは６名と

いう少ない人数の中、最後も沢山お礼を言って頂きお別れする時

には寂しい気持ちになっていました。

２日目の行程は距離にするとなかなかハードでホテル到着も遅

くなってしまいましたが前日とは違い少人数の宿泊・宴会でした

がそれはそれで良かったかなと思っております。

添乗員として皆さんの大部屋のお部屋を見せて頂こうと思い飯

合会員・日暮会員・勝田会員の３名一部屋に遊びに行かせてい

ただいたのですが、わざわざ飯合会員にお茶まで入れていただ

き、普段例会ではなかなか話すこともないのですが多少の交流

がもてて楽しかったです。

とにかく無事に熊本の旅行を終えることが出来一安心しまし

た。

私の自己紹介とロータリークラブ様に関する感想はこれくらいに

してここからは少しお仕事のお話をさせて頂きたいと思います。

会社は柏市場の中にございます。市場の中に観光会社？とよく言

われますが食事場所などと並んで構えてますので

意外と目立つと思います。

市場の中で働いてる方々からお仕事を頂いたりすることも多いで

す。

ごくたまに市場に買い物にこられたお客様が市場の案内場所と

勘違いされ入ってくるなり

市場のことを色々訪ねられたりもします。

社長を含め４人で行っておりますがなかなかアットホームな会社

だと思います。

だからこそ大手とかでは融通の利かないことも弊社ならではの

地域密着といいますかできることも沢山あります。

入社して１年３ヶ月になりますが、最初に覚えた事はパソコンは

もちろんの事、電話対応もそうですが、旅行業界でお名前など

の確認の際に使うアルファベットの読み方がございます。

お手元の資料１枚目にあるアルファベットの記載されている用紙

があるかと思いますが

御覧頂くと　A＝エイブル　B＝ベーカー　etc

例えば私の名前でいいますと飯嶋由貴なので

IアイテムIアイテムJジャックIアイテムMマイクAエイブル

YヨークUアンクルKキングIアイテム

聞き間違えのないように、そのように使います。

飛行機など手配するときはお名前・年齢が必ず必要になるので

相手側にIアイテムから飯嶋Yヨークから由貴様　３９歳といっ

た感じでの手配となります。

飛行機の座席などもすべてこの感じで手配なので最初の頃は

JALやANAの飛行機など手配するのに相手側は慣れた方が

淡 と々話してきますのでお座席ですが～といった感じでこの用語

を言われた時には何が何だかわからなかったのを思い出しま

す。

もちろん、その後書面にて確認もしますが・・・・海外旅行の場

合パスポートのお名前のスペルが１文字違うと飛行機に乗れな

かったり、その国に入国できない事もございますので気を使いま

す。

また、最近バス代金が値上がりしたと思っている方も多いと思い

ますが、なぜ上がったのか！

規制緩和でバス会社が増えすぎて安全管理など、そっちのけの

安売り合戦になり

平成２４年４月の関越道高速バス事故に繋がりました。

事故の概要ですが

千葉県印西市にある、有限会社陸援隊が運行していた　このツ

アーバスの金沢・富山－関東間の片道「旅行代金」は３０００円

台で、同区間の高速路線バスの運賃の半分以下と格安でした。

平成２４年４月２８日２２時過ぎに金沢駅前を出発し、途中、富

山高岡で乗客を乗せ　この時点ではバスには新宿駅あるいは

東京駅までの３８人、TDLまでの７人、計４５人の乗客と運転手

１人の合わせて４６人が乗っていました。そして翌４月２９日４時

４０分頃、群馬県藤岡市の関越自動車道上り線藤岡ジャンクショ

ン付近で防音壁に衝突。バスは大破して７人が死亡、２人が重

体、１２人が重傷、２５人が軽傷を負うなど乗客４６人全員が死

傷する事故となりました。

この事故がきっかけになり、お手元の資料２枚目の通りこちらの



新運賃制度は平成２６年４月１日から実地されました。

全国を１０のブロックに分けそれぞれバスの稼働率によって運賃

の上限・下限が決まっています。

こちらの地区は関東運輸局で資料３枚目にある　キロ制運賃・

時間制運賃で計算します。

例えば、大型バスで柏を８時に出て日帰りで川越に行く職業奉

仕などがあった場合で計算すると

柏を８時発－川越などを回って－柏１８時着だと　距離　２２

２．９

キロ制運賃

実際の距離２２２．９キロ＋車庫から配車場所３０キロ×往復な

ので×２＝２８２．９キロ　１０キロ単位切上げなので２８２．９

キロは２９０キロとなり　２９０キロ×下限１２０円＝３４８００

円

時間制運賃

出庫７時～着庫１９時　１２時間＋出庫点検１時間＋着庫点検

１時間　計１４時間×下限５３１０円＝７４３４０円

合計１１００００円となります。

これにガイド料金１日　１５０００円税別が加算されます。

下限を下回って料金を出した場合は

初違反　車両使用停止２０日　再違反４０日です。

ちなみに１０のブロックでキロ制運賃が一番高いのが沖縄、一

番安いのが四国、時間制運賃は一番高いのが近畿、一番安いの

が沖縄となっております。

こちらが新料金の大まかなご説明となります。

もう一つ解ったことは

大手３社　J＝JTB　K＝近畿日本ツーリスト　N＝日本旅行

それぞれ宿泊端末を持っていて

J＝たびNET　K＝テラノス　N＝αライン

それぞれ宿泊場所にしいれをしています。

ですから皆様が宿を探して満室などで見つからなかった場合一

声お声をかけて頂ければ空きを探し出すことも可能です。

その端末上でも既に満室や在庫がなければどうすることもでき

ないのですが・・・

ただ柏西ロータリークラブ様の方も個人でお仕事を頂くことも

多 ご々ざいます。

参考になればとお話させて頂きました。」

是非皆様も柏市場に来られることがございましたらお茶飲み程

度にお立ち寄り頂ければと思います。

飛行機や新幹線のチケットからバスの手配までしていますので

何かありましたらお声をかけて頂きたいと思います。

まだまだ、旅行業のことも、ロータリークラブの事も未熟な私で

すが　どちらもこれからも色々学びつつ頑張っていきたいと思

いますので今後とも宜しくお願い致します。

明となります。

行

　青少年奉仕委員会の鈴木桂三委員長より背少年支援活動、

R.Y.L.Aのウォークラリーの参加の要請があり、前から一度参加

してみたいと思っていましたが、私一人では心細いので中嶋会員

を誘って2人で参加しました。天気が良い事を祈っていましたが、

その時に限って2日間共小雨混じりのあいにくの天候でした。ま

た、初日は説明が不十分なままスタートしたので何が何だかよく

解らなく9つ有るチェックポイントも2つしか通過出来なく不平不

満を言いながらのウォークラリーでした。2日目はチームで作戦

を練り直し、話し合いしたお蔭で全員がゴールできました。それ

は、とても感動的でした。そのような2日間でしたが、何より楽し

くて良かった事は、若い20代前後の人達とチームをつくり話し合

をしたり、世間話をしながらウォークラリーを出来た事がとても

良かったです。皆さんも是非参加してみてください。特に独身の

方はいい出会いがありますよ、また、皆さんの会社の独身社員さ

んや幹部候補生等にも積極的に参加させる事も大事に思いまし

た。

R.Y.L.A（ロータリー青少年指導者養成セミナー）H27.11/14 ～ 15
船橋市立一宮少年自然の家 金子　正



オブザーバー
市川　利一郎　様

委員会報告　研修委員会委員長　日暮 肇

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は1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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　69.84%

63名
19名

出席報告

欠席者

宇田川、江口、影山、ゲイビ、後藤、齋藤、
小林（正直）、杉山、助川、鈴木一弘、染谷、
田代、中嶋、中村靖、中村佳弘、野寄、丸山、
水留、見付 　　　　　会員

会員数

(^^♪
メリークリスマス    　川和会員

本日のお食事



1.2016-17年度『ロータリー財団補助金管理・奉仕プロジェク
ト』合同セミナー開催の案内
日時；1月31日 (日 )　13：00 ～16：10
場所；カンデオホテル千葉

2.RLI( ロータリー･リーダーシップ研究会 ) 卒後コース開催の
案内
日時；1月30日 ( 土 )10：45 ～
会場；千葉県青少年女性会館
該当者；日暮肇・金子正・安田勝紀会員

3.1月17日 (日 )　イオンモール柏『献血キャンペーン』の依
頼
《午前》9：30 ～11：45
《午後》13：00 ～16：00

4. 柏青年会議所新年例会開催の案内
日時；1月21日 ( 木 )19：00
場所；ハート柏迎賓館

幹事報告 幹事　柳　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1933回家族新年例会（2016.1.8）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1933回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　　柏西ロータリークラブ会員の皆様・

家族の皆様、そして来賓の皆様新年明け

ましておめでとうございます。

　ご家族の皆様方おそろいで、明るいお

正月を迎えられ、新年の「希望」と「抱負」

を心に期されたことと思います。

　私も会長として初めての正月を迎え、こ

れまでと違った緊張感で、新しい責務の

完遂を心に期した次第でごじます。

　私は、本日この家族新年例会に臨み、

猿年の本年を皆さんにとって、そして、柏

西ロータリークラブにとっても最高の年と

し、クラブを効果的に運営し、前年度より

もさらにクラブを充実させて次年度の馬

場会長に引き継ぎたいと思います。

　下期も上期以上に、盛りだくさんの活動

をしてまいります、戦略計画を支える、年

次目標と活動計画を見据え、ビジョンに向

けた目標から逸れないよう皆さんと共に

取り組んでいきましょう。

　２月には、ネパール支援長期継続プロ

ジェクトがあります。

　未来の夢計画における、地区補助金と

グローバル補助金における我が柏西ロー

タリークラブでの、人道的プロジェクト・

教育的プロジェクトへの成功に向けて元

奨学生のマハルジャン君と共に、アジア最

貧国の貧困からの脱却、識字率向上。児

童、年配者の支援と今後の長期継続プロ

ジェクト視察に、行ってまいります。

　古着の提供を地域社会に呼びかけ、プ

ロジェクトの意味を啓発し、学校・老人

介護施設等を廻り、多くの人 と々ふれあい

現況を再確認し、今後の活動を模索しな

がら、ネパールの人々が豊かに暮らせるよ

うに活動に取り組みたいと思います。

　現地に行く、会員だけのプロジェクトで

は、ありません。

　柏西ロータリークラブの会員・家族（柏

西ＲＣに関わった人）等皆さんで活動でき

ると思います。何かしらの活動支援にご

尽力していただき、この活動を柏西ロータ

リークラブの誇りに、ロータリー活動・

ロータリーライフを愉しくしていきたいと

思います。

　家族の皆様とは。４月１日（金）にも、日

帰りの職場見学を開催いたしますので、楽

しみにしていただき、ロータリーにご理解

を頂き、暖かく支えてください。宜しくお願

い致します。

会報　第1900号



2015-16 年度 家族新年会式次第 司会：中村 佳弘　親睦活動委員長







委員会報告　人間尊重委員会　松本 隆一郎 市川 利一郎　新会員

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
高田　会員
結婚記念日
高田　会員

次回の例会は1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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

64名
0名

出席報告

欠席者
会員数

(^^♪
中央学院大学が第92回箱根駅伝にて9位
連続シード権獲得しました  　増谷会員
板倉茂      　名誉会員
秋山柏市長
お久しぶりです    　杉山会員

本日のお食事



1.2016 学年度ロータリー米山記念奨学生「世話クラブとカウ
ンセラー引受け」についての依頼

幹事報告 幹事　柳　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1934回通常例会（2016.1.15）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1934回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆様、こんにちは！

　先週の家族新年例会の前に、賀詞交歓

会に来賓として参加してまいりました。５

００人近い方 と々の交流を楽しんでまいり

ました。

　多くの柏西ロータリークラブの会員にも

お会いすることが出来ました。

　途中、中座して柏西ロータリークラブの

家族新年例会に駆けつけました。

　親睦活動委員と会場監督のご配慮の

おかげで、準備万端で、会員・ロータリー

ファミリー・来賓を迎えられる事ができま

した。

　ご尽力、くださいました、会員に感謝い

たします。

　アトラクションに出演して頂いた、イレイ

ナさんも、フェイスブックでも、柏西ロータ

リークラブの新年例会の様子を、投稿して

くださいました。

　「素敵な出会い」柏市はよい街ですね。

素晴らしい街、柏市の地元の皆様の温か

さに感謝しています。ほんとに大好きです

と書いてありましたお母さんも、投稿くだ

さり、ロータリアンでない方からの、ロータ

リーに関する投稿で、ロータリーの存在を

多くの方に見ていただいて、幸いでした。

奉仕活動でも多くの関心が、得られるよう

に下期も工夫しながら、活動に励んでいき

ましょう！

　そして、中村会員のお嬢様の、本場フラ

メンコもとても素敵でした。

　無理を言って、実現していただきありが

とうございました。

　１月１０日（日）には、柏市消防出初式に

団員でありながら、来賓でも出席し、森田

健作県知事のお言葉を聞いてまいりまし

た。例年以上に盛況でした。

　１３日（水）には、ネパール長期継続支

援にネパールに行く会員と予算・支援内

容・行程の会議をし、参加者の意識を高

ぶらせ、熱く語りあいました。

　古着については、女性物のスカート・

スーツ・ワンピース以外は、受付いたしま

す。子供服・男物には、規制がありません

ので、いらなくなった洋服があれば、１月

いっぱいまで、例会場までお持ちくださ

い。

　沢山で、持ちきれない場合は、嶋田会員

に連絡してください。

　ネパールに渡航し、子供たちに算数セッ

ト７００個、鉛筆、色鉛筆、クレヨン、ノー

ト、画用紙等を、現地の現況を視察しなが

ら、配布し、次の支援に繋がる活動をして

まいります。

　皆様の、ご理解・ご尽力をこれからも

宜しくお願いいたします。
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クラブ管理運営委員会委員長　馬場弘

本日のクラブ協議会では、皆様にお願いがあります。

次年度の役員等も、着 と々皆様のご厚意で役員選出を頂いてお

りますが、本日の本題

当クラブで欠席が多いメンバーが数人いらっしゃいます。

委員の選出の為、スポンサーの方に、欠席がちの会員の方々に

お声掛けをして頂きたく本日お願いをいたします。

下期の活動を実のある活動にする為多くの会員の参加を会長

は、望んでいます、奉仕活動を柏西クラブ全員で行える様な奉

仕活動を企画し、クラブの管理、運営を行ってまいりたいと思い

ます。

ご協力よろしくお願い致します。

会員増強委員会委員長　飯合幸夫

上期は3名増でした。下期も増やしていきたいと思いますので何

卒よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会代読　助川昌弘

奉仕ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ委員会は、奉仕を通じて人々の生活の質を向上さ

せるよう努める責務があります。そして、我々はそれを実践し、今

年のﾃｰﾏである「世界へのﾌ ﾚ゚ｾﾞﾝﾄになろう」を目指して活動して

来ている、５つの小委員会の上期活動報告をいたします。

奉仕ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ委員会としては、10月25日の手賀沼ﾏﾗｿﾝに模擬店

を出店し、ﾊ ﾅ゙ﾅをﾗﾝﾅｰに配布致しました。そして広報活動も一緒

に行いました。この時の

模擬店での売上金の利益分は春の職業奉仕活動に運用する予

定です。

　職業奉仕委員会は金本委員長のもと、第１回目の職場見学会

を、９月10、11日行いました。ｺｰｽは青森県の航空自衛隊三沢基

地を見学して。その後に八甲田山雪中行軍遭難資料館、ねぶたﾐ

ｭｰｼﾞｱ、十和田湖、奥入瀬渓流を巡る見どころ満載の職場見学会

でしたが、あいにくの天気で十和田湖も見えませんでした。ま

た、天気が悪く飛行機も飛ぶか心配でしたが無事に帰って来ら

れました。

　人間尊重委員会は松本隆一郎委員長もと。人間尊重の活動と

して、柏祭りでのうちわの配布を行いました。また、ﾏｻﾞー ｽ ｶ゙ﾞー ﾃﾞﾝ

さんでﾁｭｳﾘｯﾌ の゚植え込みを行い、つくしの幼稚園さんでは折り

紙の配布とﾁｭｳﾘｯﾌ の゚植え込みを行いました。下期には八幡苑さ

んにはﾀｵﾙの配布を行う予定になっております。

　青少年奉仕委員会は鈴木桂三委員長もと青少年支援活動、

RAILAのｳｫｰｸﾗﾘｰが行われました。今回は鈴木桂三会員の推

薦で私と中嶋会員の２人が参加しました。

　国際奉仕委員会は嶋田委員長もと１1月25、26､27日に九州の

熊本へ行き、台中港東南RC締結35周年記念として、熊本城脇

の城見櫓という熊本城の夜景の見える部屋で祝賀会を行いまし

た。次の日には、台中港の方を交えてｺ ﾙ゙ﾌを行いました。やはりｽ

ﾀｰﾄするまでは雨が降っていましたが、こんな雨の中でｺ ﾙ゙

ﾌをするのは嫌だなあと思っていたら、みんなで写真を撮ってｽﾀｰ

ﾄした途端に雨も上がり楽しくﾌ ﾚ゚ｰできました。その後の行事も

無事に行われて熊本での台中港東南RC締結35周年のｲﾍ゙ ﾝﾄも

交えた親睦旅行も無事終わることが出来ました。

　以上が奉仕ﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ委員会の上期活動報告でした。下期活動

も盛りだくさんありますので宜しくお願い致します。

活動

第 5 回クラブ協議会



ロータリー財団委員会委員長　塚本英夫

上期の報告ですが、12/24日現在の集計で合計6,700ドルの年

次基金が集まりました。

ありがとうございます。。

慈善事業・支援事業には莫大な資金がかかります。その資金は

ロータリー財団からです。

なので、引き続き下期も皆さんのご協力をお願いします。

クラブ広報委員会委員長　丸山真

【クラブ広報委員会】

今年度より[ソーシャルメディア委員会]と[雑誌・広報委員会]の2

委員会をクラブ広報委員会として活動しております。『地域社会

でクラブの奉仕プロジェクトや活動に対する認識を高めるアク

ション、また　ロータリーの価値観を広く伝えていくこと』と、あ

ります。

しかしながら、半年経過した段階で目覚ましい活動ができてい

たとは言い難く、課題を残したまま越年しております。年が明け

まして、気持ちも新たに委員会活動を積極的に行っていきたいと

考えております。

[ソーシャルメディア委員会]

　年間を通じてクラブ例会風景や奉仕活動などをソーシャルメ

ディア(Facebook、twitter、LINE)を活用して多くの会員や一般

の方々に広く告知する活動です。

現在、フェイスブックでは柏西ロータリークラブのフェイスブック

ページを開設しており、メンバー45名、管理者によりこの半年間

で9回投稿し、合計110「いいね！」を獲得しております。

内容は7月の交替式、合同例会ＩＭ，台中港東南RCのKINGさん

急逝、納涼移動例会、職場見学青森ねぶたミュージアム、手賀

沼エコマラソン、姉妹クラブ締結35周年記念祝賀会(熊本)の模

様です。メンバーが一度でも「いいね！」しますと、その各友達に

情報が渡りますので、ひとつの投稿が一瞬にして数千、ないしは

数万の方々へ告知することになります。今後もこの活動を積極的

に推進して参りたいと思います。

また、LINEを通じて会員やロータリアン同士の情報伝達も活発

に行われており、現在20名が登録しタイムリーな情報交換を行っ

ております。こちらはフェイスブックよりも速いスピードで情報交

換ができるという利点があり、近いところでは、昨年10月23日に

行われた地区フェローシップ委員会主催「二輪走行会ツーリン

グ」において、行動状況を瞬時に写真付きで会員同士に知らせ

合うといったことも行われ、臨場感たっぷりの情報をグループで

共有することができました。

[雑誌・広報委員会]

こちらは地域のマスメディアを通じて、広報活動を行うものです

が、未だ市役所記者クラブへ訪問すらできていない状況です。

その間、県紙ではございますが、千葉日報の「県西」欄に、桜木

ガバナーが松戸の５ロータリークラブ合同例会にて講演した記

事や、市川ロータリークラブが台湾埔里との姉妹締結50周年記

念式典の記事などが掲載されるなどして、後塵を拝して参りまし

た。

こうしたことから下期は「ロータリー月信」に投稿すべく、クラブ

の活動を写真に収めて積極的な姿勢を見せていきたいと思いま

す。先ずは2月上旬に行われる「ネパール支援プロジェクト」の模

様を取材し、掲載させたいと考えております。

またメンバーの皆様におかれましても、お友達にマスコミ、役所

広報関連の方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介いただける

と幸いでございます。宜しくお願い申し上げます。



ビジター
少名子　正彬（柏RC）　様

委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎 委員会報告　研修委員会委員長　日暮 肇

委員会報告　地区フェローシップ委員会委員長　増谷 信一

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
水野、丸山　会員

結婚誕生日
秋元　会員

本人誕生日
中村（佳）、柳、川和、飯嶋　会員

次回の例会は1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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　73.02%

63名
15名

出席報告

欠席者

宇田川、江口、影山、勝田、金子、金本、ゲイビ、
後藤、小林（太）、小林（正）、杉山、鈴木一弘、
染谷、野寄、見付、宮城
 　　　　　会員

会員数

(^^♪
新年家族例会ありがとう  　飯嶋会員
飯島さんハッピーバースデイ  　飯嶋会員

本日のお食事



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①ネパール支援の件

承認

　　　『世話クラブとカウンセラー引受け』の件
引き受けます。承認

○ ③報告事項
　

□職業分類の件
建設業；室内装飾を追加

　　

○ ④その他

○

○

○

○

○ ●次回理事会　201６年　2月 5日（金）【11：45～】

□2015-16年度7月1日-12月31日決算報告

　　   柏西ロータリークラブ　2015～2016年  理事会　資料　

2016年　１月　15日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

　　　　進捗状況(予算案再提出)

　　　　　塗料及び装飾；造花製造を削除する

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

中 村 佳 弘

○

鈴 木 桂 三

榎 本 洋 史

金 子 正 ②2016学年度ロータリー米山記念奨学生



1. 市川シビックロータリークラブ『創立 25周年記念式典』開
催の案内
　日時；4月2日 ( 土 )16：00 ～
　会場；東武ホテルレバント東京
　記念講演；スポーツ庁長官　鈴木大地

幹事報告 幹事　柳　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1935回通常例会（2016.1.22）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　金本　元章　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1935回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　１７日（日）献血キャンペーンに参加して

きました。

　柏西ロータリークラブからは、松本人間

尊重委員長、住田会員、馬場会員森市、元

財団奨学生小野さん、栗原会員、水戸証

券からは、６名の参加者をしていただき、

心を一つにして大盛況で終えることが出

来ました。栗原会員のご協力を仰ぎ、特別

な意味の活動となりました。

　昨晩は、日本青年会議所の新年例会に

来賓として参加してまいりました。

　大沼理事長のスローガン「感孚風動」～

　真心をもって　～の挨拶に打たれてま

いりました。

　１６日（土）には、ネパールの打合せを、

日暮さんとマハルジャン家族と船橋にお

いて、会議を開催し、マハルジャン君には、

カトマンズＲＣとの、打合せ、支援する学

校、施設等の手配をしていただいておりま

す。

　昨日も、連絡が入り、国際ロータリーか

ら３名と、ガバナーとの会食会、支援・視

察等の同行といろいろ協議していますの

で、皆様方ももうしばらく支援にご協力を

いただき、ネパール支援長期継続プロ

ジェクトにご協力をお願いいたします。

1月　職業奉仕月間

1. 職場における高い倫理基準を促進す

る。

ａ. 雇用や研修および手順の復習におい

て誠実、責任、公正、尊敬を議論し強

調する。

ｂ. 内部のコミュニケーションにおいて、就

業内外の模範的な行動を称賛し、奨

励する。

ｃ. 顧客や仕入業者や仕事の協力者に対

して、高い倫理基準への公約を宣言

し、実証する。
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職業奉仕月間に因んで

　すでにMy Rotaryを通じてご存知の方もおられると思い

ますが、ラビンドランRI会長が、今年度の7月1日から会員特

典プログラム「ロータリー　グローバル　リワード」の導入を

決定されました。なぜにこのプログラムが作られたのでしょ

うか？

　国際ロータリーのK.R.ラビンドラン2015-16年度会長と理

事会は、クラブ会員の満足度と維持率を高めるために、会員

だけが利用できる特典プログラムのアイデアを考案しまし

た。

　ロータリーの会員は世界中の数百もの企業・ビジネスから

提供される特典を利用でき、参加企業の数は現在も増えて

いるそうです。

　この会員特典プログラムには、ロータリアンが日々のさまざ

まな場面で利用できるレンタカー、ホテル、レストラン、エン

ターテイメントなどの特典や割引が利用できます。

　今後さらに世界中にラインアップが広がる予定だそうで

す。

　利用の度に財団に寄付が送られる特典もあります。機会が

あれば、また「ロータリー　グローバル　リワード」の詳しい

説明をさせて頂きます。

　以前から、国際ロータリー（RI）で職業奉仕は死語となり、

落日の職業奉仕となっていましたが、ついにラビンドランRI

の新方針によって、ロータリー同士の物資的金銭的な相互扶

助が認められるようになったため、私が柏西ロータリークラ

ブに入った時には「事業や職業における特典をほかのロータ

リアンに求めない」という「職業奉仕の中核精神」が消えて

しまいました。

　また、RI理事会は、退職した人や、現在専門職や仕事に従

事していない主婦（夫）が含まれております。現在の多様な

ロータークラブに配慮して「ロータリアンの職業宣言」を廃止

して、職業人にも一般人にも通用する※「ロータリーの行動

規範」を創設しました。

　このことは、事実上職業奉仕の終焉でもありますかね？

　たとえ、職業奉仕という言葉は死語となりつつありますが、

ロータリアンが自分の職業に誇りを持ち、自分の職業を通じ

て地域社会に奉仕をするという基本を持ち続けることが大事

ではないでしょうか？

　最後に、職業奉仕は日本のロータリアンの精神的支柱であ

り、日本ロータリーのアイデンィティーです。

私たちは職業奉仕の精神を堅持しつつRIの方針に協力して

いきましょう。

タ

卓話 職業奉仕委員会委員長　金本　元章

「献血キャンペーン」活動報告 人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎

人間尊重委員会では、1月17日午前9：15～11：45　南柏のイオンモール柏内にて、献血キャンペーンを実施致しました。当日は、

低気圧の厳寒の中、森市会長、馬場会長エレクトを始め小野はるか元奨学生や栗原会員と社員6名の皆様の参加も頂きまして総

勢12名にて献血キャンペーンを実施しそれなりの成果を発揮できました。ご協力頂きました皆様本当に有難うございました。

ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。



ビジター
石井 晶子（柏東RC）  　　様
松丸 隆一（柏RC）  　　様

委員会報告　人間尊重委員会委員長　松本 隆一郎 委員会報告　米山奨学会委員長　住田

お誕生日おめでとう お久しぶりの古田会員

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
宮城、古田    　　各会員

パートナー誕生日
江口、湯浅、古田    　　各会員
写真ありがとう
木村、榎本    　　各会員

次回の例会は1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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　76.56%

64名
15名

出席報告

欠席者

宇田川、影山、金子、ゲイビ、後藤、小林（太）、
小林（正直）、杉山、助川、染谷、田代、野寄、
水留、水野、長田 　　　　　会員

会員数

(^^♪
卓話よろしくお願いします  　金本会員
ネパールに参加できないので  　金本会員

本日のお食事



1.2月のロータリーレートは 1ドル＝120 円

2.R 財団への寄付に対し、表彰品の送付
東海林康之会員；ポール･ハリス・フェロー
中嶋利生会員；　　　　　〃

3. 新千葉ロータリークラブ『創立 50 周年記念例会並びに祝
賀会』開催の案内
日時；4月20日 ( 水 )16：00 ～
会場；京成ホテルミラマーレ

4.例会変更のお知らせ
松戸中央 RC；2/4( 木 ) は振替休会
2/18( 木 ) は会員健康診断の為、移動例会
柏 RC；2/10( 水 ) は振替休会

5.レイソル後援会総会開催の案内
日時；2月19日 ( 金 )15：00 ～
場所；日立柏総合グランド内体育館 2F

6.《受信》地域活動支援センター　多夢多夢通信

幹事報告 幹事　柳　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1936回通常例会（2016.1.29）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　　栗原　寿　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1936回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　１月も、あっという間に終わりに近ずき

ました。

　２６日（水）には、ネパール支援長期継

続プロジェクトの参加メンバーとＪＴＢの

担当者と現地コーディネーターの方との最

終打合せ後、参加者とプロジェクトの最終

打合せを行い、日本から持参する、古着と

現地手配の文具用品の最終打合せをいた

しました。

　国旗　形は、古代ヒンドゥーの神々に

よって使われた三角形を模したもの中に

描かれている月は、平和を、太陽は、光を、

赤はネパールの国の色青は、海と空を表し

ています。

　正式国名　ネパール連邦民主共和国

面積１４，７万ｋ㎡（北海道の約１，３倍）

　人口　２６４９万人

　日本からのフライト時間　バンコク経

由で１５時間半

　時差　日本より３時間１５分遅れ

　気温　朝・夜は、３℃昼間は２０℃　

寒暖の差が厳しいです。

　皆様から、お預かりした募金と古着を

ネパールの多くの人 と々ふれあい現況を

再確認し今後の活動を模索しながら、ア

ジア最貧国からの脱却と識字率向上。国

民の生活の質を高め、豊かで充実した人

生をもたらす笑顔の絶えない国を目指し

ていきましょう。

　「追悼記念週間」（１月２７日から１週

間）

　１９４７年１月２７日は、ロータリーの創

設者ポールハリスの命日です。

　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

献を祈念する週刊として「追悼記念週間」

と指定しました。

会報　第1903号



水戸証券株式会社柏支店　　栗原　 寿

プロフィール
昭和42年7月26日生　 しし座　A型
出身地　日立市
1990年水戸証券入社　日立支店～横浜支店～本店営業部
（日本橋）～水戸支店～
足利支店～日立支店～現在　柏支店

会社概要
創　　業　大正10年4月1日
資 本 金　12,272,985,600円
店 舗 数　関東中心に27店舗
従業員数　683名（平成27年3月31日現在）

相場環境
・世界的な低金利の中での日銀の動向
・選挙の年
・今年のスケジュール

今後のテーマ
・自動運転　人工知能　ロボット
・電力自由化
・マイナンバー
・インバウンドと民泊

卓話 栗原　寿　会員

第 2 回クラブ研修会及び炉辺会議（1 月 29 日） 18：00 ～　研修委員会委員長　日暮 肇

講師　榊ガバナー補佐

研修内容
1. ロータリーについて
歴史・組織活動状況



委員会報告 お客様ご紹介

ビジター
山内 賢明（壱岐RC）  　　様

地区フェローシップ委員会委員長　増谷 信一 壱岐ロータリークラブ　山内 賢明 様

BOXありがとう！ニコニコ

結婚誕生日
鈴木健吾　会員

次回の例会は2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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　76.56%

64名
15名

出席報告

欠席者

影山、菊池、ゲイビ、後藤、小林（太）、
小林（正直）、東海林、杉山、助川、染谷、
中嶋、野寄、水留、見付、市川 　　　　　会員

会員数

(^^♪
3店舗目オープンしました 　　　中村佳弘会員
千葉日報掲載
安心してください良いことで載りました 　 齋藤会員

本日のお食事



1.2016‐2017年度版　「ロータリー手帳」注文の依頼
1部 648 円　(5月下旬配布予定 )

2.レイソル後援会 2016 年度年会費 (10,000 円 ) の依頼

3. 例会変更のお知らせ
松戸西 RC；2/16( 火 ) は家族親睦例会
2/23( 火 ) は振替休会

幹事報告 幹事　柳　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1937回通常例会（2016.2.5）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　　小宮山　勉　様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1937回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　２月５日、６日には、２７９０地区地区大

会が幕張のアパホテルにて、行われま

す。

　目的　地区大会の目的は地区内すべて

のロータリアンが下記の目的のために

集うことである。

　１、地区の奉仕プログラムやプロジェト

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・

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

　参加者　地区大会は、地区の全ロータ

リアンの関心に訴えるよう計画される

べきである。特に新しいロータリーク

ラブ会員の出席が　奨励されている。

配偶者、家族、ローターアクター、イン

ターアクター、青少年交換留学生、ロー

タリー財団学友、その他ロータリープ

ログラムのボランティアに地区大会活

動への参加を呼び掛けるよう、理事会

がガバナーに奨励している。

　柏西ロータリークラブの会員の皆さん

が、地区大会に一人でも多くの参加を

希望いたします。

　さて、来週の月曜日の夜から、ネパール

支援長期継続プロジェクトでネパール

に行ってきます。森市、日暮、嶋田、鈴

木、榊、塚本、松本の計７名にて、出発

いたします。

　支援場所は、学校３か所、ネパール地

震非難仮設所等を時間の許す限りま

わります。

　支援物資は、皆さんから頂きました古

着、我孫子ＲＣ丸田さんから頂いた、

ノート１０００冊、金本会員から頂いた

２万円、飯合会員から頂いた２０万

円、皆様からの募金を使わせていただ

き、算数セット８００個、鉛筆１６００

本、色鉛筆１００個、クレヨン１００個、

ノート８００冊、画用紙４００冊、本

（絵本）１００冊、消しゴム８００個、鉛

筆削り８００個

　川和さんから活動中のビブスを頂き、皆

さんからのプレゼントをネパールのよ

り多くの人々に手渡してまいります。

　帰国後に、報告会を準備しておりますの

で、宜しくお願い致します。

会報　第1904号



小宮山様よりネパールの視察現状をお話いただきました。

卓話 柏市教育委員会生涯学習部　文化課　課長　小宮山 勉様

ビジター
大本 國平（柏RC）  　　　様

お誕生日おめでとう 委員会報告　国際奉仕委員長　嶋田

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
増谷（信）　     会員

本人誕生日
日暮、中村（博）、松本ユミ、長田　  会員

次回の例会は2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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　71.88%

64名
18名

出席報告

欠席者

江口、ゲイビ、後藤、小林（正直）、小溝、
齋藤、東海林、杉山、染谷、田代、中嶋、
中村（佳）、野寄、宮城、湯浅 　　　　　会員

会員数

(^^♪
研修会参加ありがとう    日暮会員
川和さん祝賀会成功おめでとう　 飯合会員
川和さん商工労政功労賞おめでとう 森市会員
1/21ビジター出席ありがとう 　壱岐RC 山内様



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ ①4月1日(金)移動例会(職場見学)の件

○

㈱イトウ　代表取締役 ガラス販売

○ 柏市高柳587-4
推薦者；中嶋利生会員

③報告事項

○ ニコニコ　ポリオ強化
□レイソル後援会2016年度年会費(10,000円)の依頼　承認

　　

④その他
ネパール視察に行ってきます

3年後の会長について

○ 2018-2019年度　松本ユミ会員

○

○ ●次回理事会　201６年　3月 4日（金）【11：45～】

　　   柏西ロータリークラブ　2015～2016年  理事会　資料　

2016年　2月　5日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

家族会費3,000円承認
森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

□伊藤眞芳様

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

榎 本 洋 史

金 子 正

　　※4月より入会

②新入会員候補者の件　承認

□2015-16年度7月1日-1月31日決算報告　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1938回合同例会（2016.2.6-7）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

会報　第1905号



次回の例会は2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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

64名
0名

出席報告

欠席者

 　　　　　会員

会員数

 



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1939回通常例会（2016.2.19）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　　松倉　聡　　様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1939回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　２月６・７日の地区大会、ご苦労様で

した。２３名の参加者と、共にプロジェク

トやプログラムを紹介され、奉仕活動へ

の更なる意欲を高め、クラブレベルを超え

たロータリービジョンを分かち合い、親睦

を分ち合いました。

　クラブ表彰では、Ｅｎｄ　Ｐｏｌｉｏ　

Ｎｏｗ　キャンペーンの感謝状と米山奨

学会功労クラブを頂きました。日暮年度の

功労に感謝致します

　２月８日～２月１４日まで、ネパール支

援長期継続プロジェクトに行ってまいりま

した。私の発案から、１年半の時間の中

で、協力・ご鞭撻・ご尽力をくださった、

すべての方々に感謝申し上げます。

　「私がこだわっているのは、”人々が子

供に直接的な支援を行う"こと」東・西・

南の三方をインドに。北方をチベット自治

区に接する、西北から東南方向に細長い

内陸国、ヒマラヤ山脈の麓から、７日から

１０日をかけて、歩いてカトマンズに来た、

地震で両親を失った、子供たちが共に暮

らし、共に学んでいる、施設に行きました。

生徒たちは、何時来るかわからない私た

ちを、行儀よく一列になり、待っていてくれ

ました

　私たちが、生徒の前を歩くと、拍手と歓

声が沸きました。前日、ネパールの前首相

が亡くなり、会社・学校等は、休みになり、

大変困惑しておりましたが、マハルジャン・

ディニス君の友達を、始めローターアクト・

ロータリアン・支援者のご配慮により、２

つの学校を巡ることができ、時間を有効

に使え、子供、一人一人の目を視ながら文

具を渡せることが出来ました。途中から

は、目線を生徒より低くし、声をかけなが

ら、渡すと表情も変わり、目がキラキラと

輝いていました。

　私は、子供たちに、ネパールの国民の生

活の質を高め、豊かで充実した、人生をも

たらす、笑顔の絶えない国にして下さいと

述べました。

　４００名近い生徒たちは、嬉しそうに、

はしゃいでくれ、帰り支度をする私たちに

優しく接してくれました。

　カトマンズの主要交差点には、日本など

の援助で信号機が設置されているが、そ

れらのほとんどがすべて消灯されていま

す。

　おそらく電力事情であろうと、カトマン

ズでは、乾期には、数十時間の計画停電と

なります。もし信号が都度点灯していれ

ば、混乱してかえって事故多発になると想

います。しかし ,もしそうだとすると、電力

事情の悪い国に、信号機を援助したのか、

疑問が応じます。

　実際に使い物にならないのなら、邪魔

なだけでただの木の棒にすぎない、だか

ら放置され、破壊され、数年もすると残骸

に化します。

　しかし、カトマンズには、ロータリー式

交差点を多く見られます。

　交差点の中央に円形の大地をつくり、

車は前後左右の動きを視ながら交差点を

通過しています。一見危なそうだが、実際

には事故は、少ないらしい、運転者のその

場の判断にゆだねられます。

　ネパール式は、ネパールに適した、信号

交差点であったといっても、よいでしょ

う。

　支援や援助は、その場に行かないと、

わからないことがあると、想います。寄付

金や物を誰かに、ゆだねたり、物を作って

寄贈したり、本当に、必要なのかを確か

め、その後も、関心を持つことが大切だと

想います。

　ネパールの報告会も、行いますが、順次

報告させていただきます。
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1. ロータリー財団よりポール･ハリス･ソサエティ会員として認
証状及び認証ピンの送付
榎本洋史会員、日暮　肇会員、松本ユミ会員

2.ロータリー財団の寄付に対し、表彰品の送付
飯合幸夫会員ポール・ハリス・フェロー・マルチプル (８回目 )
鈴木健吾会員　　　　　　　　〃　　　　　　　(５回目 )
松本ユミ会員　　　　　　　　〃　　　　　　　(３回目 )

3.台湾地震への支援義捐金の依頼
目安；会員一人当たり５００円程度
一クラブの金額は１万円を下回らない程度

卓話 おおたかの森病院　院長　松倉 聡 様

幹事報告 幹事　柳　肇





ビジター
板倉名誉会員

ポールハリス・フェロー・マルチプル授賞

ロータリー財団への寄付者

ネパール支援活動　寄付者

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
鈴木（一）　     会員

本人誕生日
鈴木（一）   　  会員

写真ありがとう
勝田    　　   会員

次回の例会は2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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　81.25%

64名
12名

出席報告

欠席者

市川、影山、栗原、ゲイビ、後藤、小林（太）、
小林（正）、東海林、助川、染谷、田代、根来、
野寄 　　　　会員

会員数

(^^♪
功労賞祝賀会ありがとう 　　　　　川和会員
お久しぶりです　   　　　板倉名誉会員
ネパール支援・地区大会終わりました 　 森市会員

本日のお食事



1.３月のロータリーレートは１ドル＝１１６円

2.ロータリー米山記念奨学生　世話クラブ決定のお知らせ
　奨学生氏名；アニョレッティ･マルコ ( 男性 )
　国籍；イタリア　
　学校名；麗澤大学　修士課程２年
　支給期間；2016 年 4月～ 2017年 3月

3. 第 21回日本青少年交換研究会・東京会議　
　日時；5月21日 ( 土 )13：30 ～
　5月22日 (日 )10：15 ～
　会場；国立オリンピック記念青少年総合センター

4. 柏南ロータリークラブ『観桜例会』のお誘い
　日時；4月5日 ( 火 )18：00
　場所；廣池学園　れいたくキャンパスプラザ 3F
　ビジターフィー；3,000 円

5. 例会変更のお知らせ
　柏 RC；3/23( 水 )　移動例会　18：00 ～赤坂金龍
　3/30( 水 )　休会

幹事報告 幹事　柳　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1940回通常例会（2016.2.26）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘　日暮　肇　　前会長 

1. 会長挨拶　日暮　肇　　前会長 

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　　影山　勝　会員

1. 点　　鐘　日暮　肇　　前会長 

1940回通常例会

会長　日暮　肇
会長挨拶

　皆さんこんにちは。

　本日は、お客様として、東京ロータリー

クラブの小林公雄様をお迎えしています。

ようこそ柏西ロータリークラブにお越しく

ださいました。

　又、本日は森市会長が、所用の為お休み

ですのですので、私が代行いたします。

　昨日、ラインで、４月からの、米山奨学

生は、イタリア人の男子に決まったと、森市

会長から知らせがありました。現在、麗澤

大学修士課程に在籍しているそうです。

因みに、柏クラブは、ドイツ人、柏南クラブ

は、中国人だそうです。

　私たちのクラブでは、台湾人や、中国人

が多く、今まで、台湾から８名、中国から

４名、韓国から３名、タイ、ネパール各１名

と、１７名の奨学生をお世話してきまし

た。

　その中で２０１１年４月から２０１２年３

月まで、ネパールからのマハルジャンさん

がいますけれども、今回のネパール支援

プロジェクトでは、彼には、現地との連絡

や、支援物資である文房具の事前購入

に、彼の友達に手配してもらい、一人ひと

りに手渡せるように袋詰めまでしておいて

くれました。とても良く協力してくれて、本

当に助かりました。

　米山奨学会の目的の一つとして、将来、

日本と出身国との懸け橋になってほしい

という願いがありますが、今回、マハル

ジャンさんは身をもって実践してくれまし

た。

　今回の、イタリアからの奨学生も、暖か

く迎い入れてほしいと思います。

　本日の卓話は、柏高島屋店長の影山さ

んです。どうぞよろしくお願いいたします。
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○今月は高島屋グループの2015年度最終月となりますが、百

貨店を取り巻く環境が更に厳しさを増すなか、柏店は柏市の

皆様の変わらぬ支持・支援をいただいて、本年も確実な成績

を収めることができました。まずは皆様に感謝と御礼を申し

上げたい、と思います。

○以前は百貨店はどのグループも商品を本社で集中的に買

いつけ、日本中のそのグループのお店で同じものが売られて

いるという、キンタロー飴的な効率経営が主流でしたが、今

は、やはりそれぞれの百貨店が営業しているその土地土地で

来店されるお客様のニーズに合わせた品揃えをしなくてはお

店が支持されることはないということで、地元密着の品揃え

に取り組んでいます。

○更に百貨店はその位置する街が、他の街と比べて元気か

否かが百貨店の売上に大きな影響があることもあって、それ

ぞれの街の皆様と一緒になって、街を活気づけようと頑張っ

ています。

○数年前から2015年に至るまで、常磐線沿線の北千住、松

戸、柏といった駅の周辺エリアにおいて百貨店を含む小売は

少し元気がありません。それは電車の便が良くなって東京の

色んな街へ遊びに行きやすくなったり、郊外の大きなSCが多

く出店して、人の流れが分散される　など様 な々要因がある

ことと思います。

○しかしながら言えることは、駅を中心とした市街地が元気

がなくなれば、街の魅力も激減し、市全体の経済も衰退して

しまうことになります。

　この柏とて例外ではありません。しかしながら柏には、幸

せなことに、これまで皆さんや皆さんの先達たちが街づくり

を頑張ってこられた賑わいがまだまだ残っています。

　我々柏高島屋も皆さんの仲間に加えていただき、いままで

積み上げてきた街の賑わいをベースに、一緒に柏の街を盛り

上げていきたいと思っています。

○そのために、柏高島屋は、「上質」「高感度」な百貨店を目

指すなかで、まずは皆さんが欲しいものをでき得る限り品揃

えしていきたいと考えています。併せて物産展や珍しい商品

の紹介、あるいは文化、流行といったものまで、いち早く、タイ

ムリーに紹介していきます。

　常にお店の色 な々ところで、イベントやプロモーションを行

い、活気溢れる賑やかなお店を創ります。

　皆さんが来店された際にもっともっと楽しんでいただける

お店になっていきたいと考えています。

○併せて、私どもの活動は、お店にとどまることなく、このエ

リアの商店会の皆様や駅前大型商業施設とも連携をはか

り、活気ある中心市街地つくりに取り組んでまいります。

　この4月末にははじめて「そごう」さんや商工会議所さんと

も連携を図って、アリオ対策のイベントを開催する計画で

す。

○本日はこの流れのなかで、2月、最大規模で開催したバレン

タインデー企画、「アムール・ド・ショコラ」が成功を収めたこ

とから、今度はホワイトデーということで、その好適品をお店

の様 な々売場から若い女性販売スタッフが同席していますの

で、彼女たちから商品の紹介をさせていただきます。宜しく

お願いいたします。

〔ホワイトデー好適品の紹介〕

　　婦人長財布、アクセサリー、ハンカチ、チョコレート　　

など。

り

卓話 影山　勝



ビジター
小林 公雄（東京RC）  　　  様

BOXありがとう！ニコニコ

結婚誕生日
水野、影山    　　会員

パートナー誕生日
田代      　　各会員

次回の例会は3月4日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　79.69%

64名
13名

出席報告

欠席者

市川、江口、菊池、ゲイビ、後藤、小林（正直）、
東海林、杉山、染谷、野寄、見付、森市
 　　　　　会員

会員数

本日のお食事



1.1. 安田勝紀会員へ RLI( ロータリー・リーダーシップ・研
究会 )の修了証の送付

2. 愛の献血かしわ推進協議会総会開催の案内
日時；4月26日 ( 火 )9：30 ～10：45
会場；柏市役所

3.例会変更のお知らせ
松戸 RC；3/23( 水 )　移動例会　
3/30( 水 )　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1941回通常例会（2016.3.4）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　ﾈﾊﾟｰﾙ支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加者

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1941回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　先週の例会は、お休みを頂き、海上自

衛隊下総基地に行ってまいりました。航空

機の消火訓練を観たり、学校の事業に参

加したりしながら、午前中を過ごし金曜日

は、海上自衛隊恒例のカレーライスを頂

き、午後からは、海上自衛隊２０３教育航

空隊のＰ－３Ｃ型航空機に搭乗して、１時

間のフライトとタッチ＆ゴーを２回繰り返

して頂き、管制塔にも登り、景色を一望で

きる、環境に驚きました。日暮副会長に

は、会長代行をしていただき、ありがとう

ございました。

　３月は、ロータリーの６重点分野の１

つ、水と衛生月間です。

　ロータリーは、安全な飲み水と基本的

な衛生設備を提供するための活動と研修

を支援しています。

　この重点分野の目的と目標は、ロータ

リー財団は、ロータリアンが以下のような

形で、人々がと衛生設備を持続的に利用

できるようにする活動を支援します

　１、地域社会における安全な水の公平

な提供、衛生設備や衛生状況の改善。

　２、持続可能な水設備と衛生設備の設

置、資金調達、維持管理、を地域社会が自

ら行っていくための能力向上。

　３、安全な水と衛生の重要性について、

地域社会の人々の認識を高めるためのｐ

ログラム支援。

　４、水と衛生に関連した仕事で活躍し

ていくことを目指す専門職業人のための

奨学金支援。

　世界には、十分な衛生施設を利用でき

ない人々が２５億人以上います。また汚染

された水で下痢疾患を患い命を落とす子

供たちが、毎日３，０００人いると言われて

います。「水と衛生」では、地域社会が長

期的に水を確保し、衛生施設を維持でき

るよう支援するほか、水と衛生に関連す

る、研究支援・人材育成にも力を入れて

います。

　会員の皆様も、活動に、ご理解とご尽力

をいただき、未来に繫がる支援を、全会員

と共に活動していきましょう。

会報　第1908号

幹事報告 幹事　柳　肇



ネパール支援長期継続プロジェクト報告　日暮 肇

　今回の支援活動に対しては、クラブ予算の他に、地区補助金、そ

して多くの会員の皆様より、古着の提供や、多額の浄財を頂き、その

他、安孫子ロータリークラブの丸田さんからノート１０００冊も頂き、

２月８日から１４日までの日程で、会長を含む７名の会員でネパール

を訪問し、支援活動を実施してまいりました。

　日程としては、９日羽田空港より深夜の便で、中継地のバンコクに

向かい、そこから乗り換えて、カトマンズに入りました。到着後、ホテ

ルに入る前に、カトマンズ市内の様子を視察し、又、会長と日暮は別

行動で、今回の支援物資の文房具を調達した、現地の文房具屋に行

き、店の様子を確認してきました。購入した文房具は、元米山奨学

生のマハルジャン・ディネシュさんの友達が、ノート、鉛筆、消しゴ

ム、定規セットなどを１人ひとりに手渡し出来るように袋に入れ、私

たちが行く前に準備をし、トラックに積んでありました。

　その夜は、翌１０日の支援活動に協力してくれる、マハルジャンの

友達との食事をしながらの打ち合わせ、この後移動中の疲れもあ

ネパール支援長期継続プロジェクト報告　森市 直樹

　補助金における我がクラブでの、人道的プロジェクト・教育的プ

ロジェクトへの成功に向けての模索しておりました。

　２０１５－２０１６年度のＲＩテーマ「世界へのプレゼントになろ

う」です。

　ラビンドンＲＩ会長は、今まででも最も協力にかつ具体的に世界

のロータリアンに奉仕の実践を呼び掛けました。私はラビントンＲＩ

会長の、「世界の中で薄れつつあるロータリーのイメージを変える

必要がある、今こそ真の変化を成し遂げる時です」との言葉に勇気

つけられました。

　日本には、米山奨学会は、外国人留学生に奨学金を支給し支援す

る奨学財団があります。そこでネパール出身のマハルジャン・ディ

ニッシュ君と前年度に知り合い、ネパールに関心をいだき、何か、マ

ハルジャン君の母国に、できる事はないかを模索しながら、ネパール

出身の奨学生の意見を取り入れながら、プロジェクトチームを組み、

識字率の向上と児童・年配者の支援と今後の継続プロジェクトの調

査・視察にまいりました。

　古着の提供を日本（地域社会）に呼びかけ、プロジェクトの意味

を啓発し、学校・非難施設を廻り、多くの人々ふれあい現況を再確認

し今後の活動を模索しながら、アジア最貧国からの脱却と識字率向

上、公共イメージと知名度向上。

　ネパール国民の生活の質を高め、豊かで充実した人生をもたら

す、笑顔の絶えない国、ネパールを目指します。

古着  

算数セット ８００個

鉛筆 １６００本

色鉛筆 １００個

クレヨン １００個

ノート ８００冊

画用紙 ４００冊

本 １００個

消しゴム ８００個

鉛筆削り ８００個

卓話（ネパール支援プロジェクト報告）現地視察 7 名



り、全員、部屋に戻り爆睡したようです。

　１０日、この日川和会員より頂いたピブスを着込み、午前はＤＥＥ

Ｐ　ＪＷＡＬＡ　ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ

（ディープ　ズワラ）学校に行き、支援物資を渡してきました。この

学校の周囲は高級住宅街で、そこで働くメイドさんの子供たちが、

この学校で学んでいるようです。子供たちの服装は清潔で、きれい

な身なりを、していました。校舎（教室）は簡単な作りで、天井はパ

イプの上に屋根が乗っているのがむき出しで窓はあっても照明は無

く、薄暗い感じで、机と椅子はくっ付いていて、数人が並んで腰かけ

る様なものでした。校庭の一角には、去年の地震で倒壊した校舎の

瓦礫が残されていて、復興の遅れが見て取れました。校舎の一角

に、ＷＣＳ　ＣＯＭＭＩＴＴＥＥ　ＲＩ　ＤＩＳＴＲＩＣＴ　２７００

　ＦＵＫＵＯＫＡ　ＪＡＰＡＮと、ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ　ＯＦ　

ＹＡＬＡ　ＰＡＴＡＮ　ＲＩ　ＤＩＳＴＲＣＴ　３２９０　ＮＥＰＡ

Ｌと書かれたパネルが並んで掲げてありました。子供たちが安心し

て学べる環境にするためには、まだまだ多くの支援が必要なようで

す。

　その後、ガバナー事務所を訪問、持参したバナーを渡し、ガバ

ナーからは、昨年の地震が記録されたＤＶＤを頂きました。

　お手伝いをしてくれた、現地のローターアクトクラブの人たちと昼

食をとり、次の目的地に移動。

　午後は、ＳＷＡＲＯＳＷＴＩ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ（ソロ

ソフェィ）学校に行きました。この学校は、街はずれの山の中腹に

あって、私たちの到着を、先生と子供たちが全員外で待っていてくれ

ました。この学校は、地震で両親を亡くした子供たちや、エベレスト

等、山のふもとの子供達が、寄宿して学ぶ学校とのことで、午前に訪

問した学校の子供たちとは、身なりも大分違い、小さいのに大変な

苦労をしている様子が見て取れました。歓迎のセレモニーの後、一人

一人に文房具セットを手渡ししたのですが、セットを手にした子供た

ちのうれしそうな笑顔がとても印象的でした。校舎は単に勉強をす

るだけではなく、まさに生活の場となっていて、洗濯物が干してあっ

たり、食事も子供たちが自分たちで作って食べるという、しかも、と

ても貧しい食事で日本では考えられないような、生活をしています。

この学校は地震の被災者との接点があることから、日本から持って

行った古着は、ここに全部託しました。

ＶＤを頂きました。

クラブの人たちと昼

ＯＯＬ（ソロ

中腹に

いてくれ

スト

訪
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■4月 1日 ( 金 ) 【移動例会】―職場見学―
　川越市内　醤油蔵“醸ん楽座”見学
　柏駅西口りそな銀行前　8:30 出発

■4 月 8 日 ( 金 ) 【通常例会】―お祝い事・理事会 (11)―　
　卓話＝柏市長　秋山浩保　様

■4月15日 ( 金 ) 【通常例会】
　卓話＝菊池昌隆　会員

■4月22日 ( 金 ) 【第 10 分区合同例会】
　18：00 ～ザ･クレストホテル柏

■4月29日 ( 金 ) 【休　会】祝日；みどりの日

4 月の行事予定

ビジター
村上　快史（東京南RC）様

ロータリー・リーダーシップ・研究会の修了証　安田 勝紀 お誕生日おめでとう

例会出席率報告 本日のお食事

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
塚本、嶋田、鈴木（健）、助川   会員

本人誕生日
塚本、安田、助川、森市、小溝 　  会員

結婚記念日
鈴木（子）、日暮、中村（博）、ゲイビ、勝田  会員

写真ありがとう
水野    　　   会員

次回の例会は3月18日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　78.13%

64名
14名

出席報告

欠席者

市川、宇田川、長田、影山、金子、栗原、後藤、
小林（正）、東海林、染谷、野寄、見付、宮城、
湯浅　　会員

会員数



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1942回通常例会（2016.3.18）
■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/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　柏市保健所所長 山崎 様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1942回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　３月９日（水）柏西ＲＣ，柏南ＲＣの有志

による合同ゴルフ大会を、龍ヶ崎カントリ

倶楽部にて行いました。栄えある優勝は、

金子会員が勝ち取りました。おめでとうご

ざいます。

　夜には、いこい東口店にて、表彰式と懇

親会を開き、両クラブの会員と相互のコミ

ニケーションつくりに、役立ったと思いま

す。

　川和さんや飯合さん、柏南の田中さん

達とも、若手の会員さんも、交流すること

ができ、素晴らしい懇親会となりました。

　３月１６日（水）には、水戸証券の栗原さ

んの送別会を、ハちゃんにて会員の皆さん

と、新任の箕輪さんを交えて行いました。

栗原さん奉仕活動に、栗原さんと社員さん

を参加していただき、活動に活気を頂きあ

りがとうございました。更なる躍進を祈念

いたします。

　本日は、柏保健所所長の山崎彰美様に

卓話をしていただきます。

　３月は、「水と衛生」月間です。ロータ

リーの重点分野の１つ安全な飲み水と基

本的な衛生設備を提供するための活動と

研修を支援します。参考になるようなお話

もお聞きできると思いますので、宜しくお

願い致します。」

会報　第1909号



保健所業務について
１.保健サービスの対象
柏市は中核市であるため市型＋県型（保健所）の保健業務を
市保健所で行っています。
県型の業務・強制力を持つ業務
結核菌の排菌者の入院支援　　
重症精神病者の治療援助
・病気と診断された者、健康ではない者への支援
　感染症患者　　難病患者　未熟児　　　
・保健衛生に関した業務の許可等
　医療機関　　飲食店　　理美容所　　　　　
市型の業務・健康な人　健康と思っている人を対象　　
予防接種　がん検診　三歳児健診

２.保健所の業務の弱点　
柏市民（利用者）は柏市の保健所サービスしか選べません。
近隣自治体のサービスのほうが充実していても受けれませ
ん。

卓話 柏市保健所所長　山崎　彰美 様

柏西・柏南 RC ゴルフコンペ（有志による） 3 月 9 日（水）　龍ヶ崎CC

優勝は、金子会員が勝ち取りました。
おめでとうございます。

1. 湯浅千晶会員へ財団の寄付 ( 新 PHF) に対し、
　表彰品の送付

2.例会変更のお知らせ
　我孫子RC；3/22( 火 )　休会　
　3/29( 火 )　屋形舟での移動観桜例会

幹事報告 幹事　柳　肇



ポール・ハリス・フェロー　湯浅 お世話になりました（転勤）
水戸証券（株）柏支店　栗原 寿 会員

BOXありがとう！ニコニコ

写真ありがとう
安田、齋藤、水留、馬場、勝田、中嶋、金子、嶋田　各会員

次回の例会は3月18日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　81.25%

64名
12名

出席報告

欠席者

市川、江口、後藤、小林（正）、杉山、助川、
染谷、田代、塚本、野寄、松本ユミ、見付
 　　　　　会員

会員数

(^^♪
中村（佳）娘さん大学卒業しました
西南ゴルフおめでとう    金子会員
大変お世話になりました  栗原会員
よろしくおねがいします  箕輪様
実家へ引っ越しました    浅野会員

本日のお食事



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1943回通常例会（2016.3.25）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓　　話　齋藤 敏文　  会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1943回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　来週の４月１日（金）は、移動例会で、川

越に行ってきます。

　後程、金本職業奉仕委員長より、詳細

の報告があると思いますので、集合時間

の５分前までには、集まれるように、準備

してくださいね！

　４月５日（火）は、柏南ロータリークラブ

恒例の観桜例会です。

　参加者の方は、１８：００点鐘ですの

で宜しくお願い致します。

　４月２４日（日）は、社会奉仕委員会の

大堀川清掃がありますので、会員の多くの

参加を希望いたしますので、スポンサーの

方は、会員にお声掛けして頂き、家族、社

員さんにも、お声を掛けて頂き、素晴らし

い活動になり、皆さんで美味しいお弁当

を食べましょう！

　親睦打上げ旅行の締切日も、本日です

ので、まだ記入されてない方は、お急ぎく

ださい。

「時を待つ心」

　悪い時が過ぎれば、良い時は必ず来る。

　おしなべて、時を成す人は、必ず時が来

るのを待つ。

　あせらずあわてず、静かに時の来るの

を待つ。

　春を待つ桜の姿といえよう。

　だが何もせずに待つ事は僥倖を待つに

等しい。

　静かに春を待つ桜は、一瞬の休みもな

く力を蓄えている。

　たくわえられた力がなければ、時が来て

も事は成就しないであろう。

　松下幸之助

『いいとこ探しをしながら人の間で生きて

いきたい』

「あたりまえを」を「ありがとう」と言うの

が感謝

「だから、なに」を「おめでとう」と言うの

が賞賛

「もう、ダメだ」を「これからだ」と言うのが

希望

「なりたいな」を「なってやる」と言うのが

決意

「もういいや」を「まだ待とう」と言うのが

忍耐

「疲れた」を「頑張った」と言うのが努力

　悪口をやめると「ありのまま」を見ようと

します

　すると、相手の立場や心情を、それまで

よりもずっと理解できるようになるので

す。

　理解できれば、そのことを伝えたくなる

し、心情を察すれば、相手をフォローした

くなります。

　だって、そうするほうが自分が気持ちい

いからです。

　それは、心に「思いやり」という愛が広

がるからです。

　こうして、放つエネルギーが「思いやり」

に変わると、今度は愛にあふれた人たち

が引き寄せられてきます。

　それは、悪口と正反対の「いいとこ探

し」が大好きな人達の愉快な世界です。

会報　第1910号



本日は、私に卓話のお時間をいただきありがとうございま
す。
私は本年度、ウェブサイト委員長として最初に手掛けたのが
柏西RCのホームページを簡素化することと、省いたところは
フェイスブック(FB)で補うことでした。そしてFBでは水留委
員長に最新の情報を発信していただくことをお願いしまし
た。
単会のウェブサイトは中々閲覧数が上がっていませんので、
基本的柏西RCの窓口的なところを重点的に纏めました。そ
して、例会の活動内容は週報でアップしました。また、最初の
ページにFBのロゴを載せてこのサイトから直接FBに行ける
ようにしました。
ただ、残念ながらSNSの一つであるFBを当会での利用者が
まだまだ少ないというところです。
単会ウェブサイトの中では、2790地区の中で浦安RCが突出
して素晴らしいサイトを展開していますので是非ご覧くださ
い。
お時間が少し残っていますので、私の趣味の一つである
JAZZのお話をしたいと思います。
私はJAZZを聴くようになったのも、オーディオの趣味の延長

上からです。私のオーディオファイルは、アンプは真空管を
使っています。また、スピーカーは、ビンテージのアルテック
A5を鳴らしています。何故かといいますと、聴くJAZZが50
年代前後のものが多いからです。
JAZZといっても、ジャンルは広くスイング・ビバップ・ハード
バップ・フリージャズなどあり最近ではBGM等でよく掛かっ
ているスムーズJAZZがあります。ボサノバもJAZZの一種と
考えて良いと思います。
JAZZを好きになるには、忘れられないフレーズがある楽曲を
選ぶこと、好きな音色の楽器を選ぶこと、ライブ等では演奏
者の掛け合いを楽しむこと等々、専門用語は気にしないで気
楽にJAZZを楽しんでください。ご清聴ありがとうございまし
た。

卓話 ウェブサイト委員長　齋藤 敏文

1.2016-`17年度　地区研修・協議会開催の案内
　日時；4月29日 ( 金･祝 )　　10：00点鐘
　場所；アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

2.R 米山奨学生「カウンセラー・奨学生」指導教員オリエン
テーションの案内
　日時；4月16日 ( 土 )　14：00 ～
　場所；船橋グランドホテル

3.R 米山記念奨学会より委嘱状の送付
　柏西 RC；奨学生アニョレッティ・マルコの世話クラブと
して
　杉山智会員；奨学生アニョレッティ・マルコのカウンセラー
として

4.ソウル国際大会の委任状 ( 信任状 ) 提出の依頼

5.例会変更のお知らせ
松戸西 RC；3/29( 火 )　休会
4/5( 火 ) 観桜会の為、移動例会

幹事報告 幹事　柳　肇



お誕生日おめでとう 委員会報告　職業奉仕委員会委員長　金本 元章

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
杉山、金本     会員

本人誕生日
増谷、杉山   　  会員

結婚記念日
杉山       会員

写真ありがとう
鈴木（子）、住田、日暮    　　  各会員

次回の例会は4月1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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　74.6%

64名
16名

出席報告

欠席者

秋元、市川、宇田川、江口、長田、影山、ゲイビ、
後藤、小林（正）、助川、染谷、塚本、中嶋、
野寄、松本隆一郎、見付 　　　　　会員

会員数

本日のお食事



開催　日時 会　長 馬　場　　　弘

開催　場所 幹　事 水　留　茂　之

理　　　事 出欠

○ ①柏西ロータリークラブ細則改正(変更)の件(案)

              承認

○

○

大堀川リバーサイドパークベンチ寄贈
承認

　　

○ ④その他
柏まつり

○

○

○

○ ●次回理事会　201６年　5月 27日（金）【例会終了後】

③ロータリー財団地区補助金申請の件

　　柏西ロータリークラブ　2016～2017年　臨時理事会　資料　

2016年　3月　25日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

馬 場 弘

日 暮 肇

嶋 田 英 明

　　　　    第8条　　第1節(ｆ)（ｈ)   　　　第6節(ａ)（ｂ)（e）

水 留 茂 之

松 本 ユ ミ

中 嶋 利 生

水 野 晋 治

森 市 直 樹

松 本 隆 一 郎

増 谷 信 一

○

中 村 佳 弘

秋 元 慶 一

金 子 正 ②2016-'17年度　役員・理事・委員会組織表(案)の件　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1944回移動例会（2016.4.1）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1944回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　本日は、２５名参加者と、一日を入間、

川越方面と鶴ヶ島鮮魚センターに行き、柏

西ロータリークラブの春の家族職場見学

とし、入間では、ジョンソンタウンという、

街を訪れ大型ショッピングセンターにはな

い、商いの状況を視察し、川越では、醤油

工場や街の散策をし、各個人で、感じとっ

て頂き、貴社に帰り何かに繫がるようなも

のを探してください。

　この事業の、バス代等は秋の手賀沼エ

コマラソンの収益金で補っていますので、

活動した会員も、そうでない会員も、皆で

築いた、活動や行動により、更に柏西ロー

タリークラブが、成長していくように、親睦

も深まり、次に繫がりますように、楽しい一

日にしていきましょう。

会報　第1911号



■5月 6日 ( 金 ) 【任意休会】

■5月13日 ( 金 ) 【通常例会】―お祝い事・理事会 (12)―　
　卓話＝水留茂之　副幹事

■5月20日 ( 金 ) 【移動例会】→22日 (日 )　
　沖縄親睦打上げ旅行
　　　　　　　　　　　　　　　
■5月27日 ( 金 ) 【通常例会】
　卓話＝馬場　弘　会長エレクト

5 月の行事予定

次回の例会は4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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

64名
0名

出席報告

欠席者
会員数
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1.『国際ラウンドテーブル　ﾎﾟﾘｵ根絶への道』開催の案内
日時；4月12日 ( 火 )　　18：00 ～19：30
会場；ホテル・ルポール麹町　2階サファイア

2.『我孫子ロータリークラブ創立 50 周年記念式典』の案内
日時；5月26日 ( 木 )　18：00 ～
会場；ザ･クレストホテル柏
登録料；10,000 円

3.フェアウェルパーティの案内
日時；6月10日 ( 金 )　17；30
場所；ホテル　ザ・マンハッタン
登録料；11,000 円

4. 例会変更のお知らせ
松戸 RC；4/13( 水 )　健康診断例会
我孫子RC；4/19( 火 )　振替休会（第 10 分区合同例会）
柏 RC；4/20 振替休会（第 10 分区合同例会）
松戸西 RC；4/26( 火 )　30 周年記念事業の為、移動例会会

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1945回通常例会（2016.4.8）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　　　秋山　浩保　　様

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1945回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　秋山柏市長、ようこそお出でくださいま

した。

　本日の、卓話期待しておりますよ！

　４月１日（金）には、職業奉仕委員長　

金本委員長の企画により、入間のジョンソ

ンタウンと川越散策、鶴ヶ島鮮魚センター

に行ってきました。入間のはずれに、こん

な所があり雑貨店やカフェが、住宅街にあ

り、今関東では、話題の地域になっていま

す。柏にもこのような、場所があれば大型

店にも、負けないものがあると、おもいま

した。川越では老舗の鰻店で上品な鰻を

堪能し、鮮魚センターでは、お土産までい

ただき、奉仕の精神を教えられました。

　金本委員長、ありがとうございました。

　４月５日（火）は、柏南ＲＣ恒例の、観桜

例会に、会員１３名で行ってきました。今

年は、満開の桜を見ることが出来ました。

　今月は、母子と健康月間です。

　ロータリーは、母子の健康を改善し、５

歳未満の幼児の死亡率を減らすための活

動と研修を支援しています。

　ロータリー財団は、以下の目標を掲げる

活動を『母子の健康』の範囲内にある活

動とみなします。

１、妊婦のケア（健康管理や検診）

２、妊婦にたいする出産・分娩サービス

３、医療体制が不十分な地域での診療所

や病院の産科への医療機器の提供

４、母子の健康の専門家やリーダ―への

研修または、養成。

５、スキルを備えた助産師を養成するため

の研修または養成

６、両親と家族を対象とした、妊婦と子供

のケアに関する教育活動

７、母子の健康に関連する既存の地域社

会の活動や地元の女性団体の能力向上

活動

８、性の健康に関する教育と研修

９、５歳未満の幼児に必要な予防接種

１０、ＨＩＶの母子感染の予防

など、今後のロータリー活動の情報として

覚えておいてください。

　４月７日、昨日は、世界保健デーでした。

ＷＨＯが定めた今年のテーマは、「糖尿

病」です。世界の糖尿病患者は３億５００

０万人です。

　今後２０年で倍増すると言われており、

日本でも２０００万人以上が有病者と推

計されています。糖尿病の他にもポリオ、

ＨＩＶ／エイズ、マラリアなど世界のロー

タリークラブが予防と治療や患者の支援

にあたっています。
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　今日は30分も卓話の時間をいただき、ありがとうございま
す。柏市の運営の方向性についてお話をさせていただきま
す。

　街の発展は、経済力の発展であり、経済力は、基本的に人
口規模となります。柏は、昭和30年に4.5万人ですが、今や41
万人。60年の間に、人口が9倍近く増加し、それがそのまま
経済力の発展、街の発展となっています。

　その人口増加の原動力は、交通の利便性という強みです。
首都圏人口が爆発的に増加し、東京へ通勤通学する人も増
加しました。そのベッドタウンとして、交通の利便性の良い柏
に人が集まったのです。

　人が集まると、商業やサービスも集まり、商業やサービス
が集まると賑やかな街となり、その賑やかさが、また人を集め
るという好循環が回ってきたのが柏の実態です。

　しかし、その流れは弱くなり、人口は東京23区だけに集中
するような形になっています。柏はまだ人口増加があります
が、近隣の市では人口が減り始めています。今後は、首都圏
でも人が集まるところと、人が集まらない場所に分かれてい
かざるを得ない状況です。

　そのような厳しい環境が将来的に続くと予想される中、市
役所は、何に投資をして、どのような街づくりを目指して、将
来も人が集まる街を築き上げるべきなのか。

　社会的流入の中心は、もともと移動性の高い若者や単身
者ですが、人口増に大きな影響を与えるのが、子育て世帯で
す。今は、結婚して子どもが生まれる前、あるいは生まれた直
後に住宅を購入し、その地域に定住するような形が多くなっ
ています。

　そのような子育て世帯は、どのような理由で、自らが住む
街を選んでいるのでしょうか。

　若い世帯を対象にした「住みたい街ランキング」を見ると、
吉祥寺や恵比寿が上位に入ります。その理由は、商業の特性
であったり、街並みの個性であったり、街の特徴から派生し
た街イメージであったり、そのような内容を複合したもので
す。しかし、直接的な行政サービスが理由で「住みたい街」
になっているわけではないことは明らかです。現実的には行
政サービスは、財政力で若干異なるものの、大きくは違わ
ず、だからこそ、行政サービスは、人が集まる要素にはなりに
くいのです。

　しかし、その行政サービスの中でも、公立学校は特別だと
考えています。若い世帯は、良い教育環境を求めています
し、それが住む場所を選ぶ、大きな理由になりうると思いま
す。現状は、自治体によって公立学校が大きく異なるとは思
われていません。実際に、先生の採用や人事は、千葉県が
行っており、学校運営の中心は実質的に千葉県教育委員会
の影響が強い市町村の教育委員会が行っており、市町村の
違いが出にくいようになっています。

　ただ、工夫によって、それは可能です。柏市は、工夫によっ
て、柏の公立学校の水準を上げ、「良い学校」作りのために、
長期的な活動および投資を行っています。

　「良い学校」とは、学力に通じる「学ぶ意欲と習慣」を身
につけるための教育ができる学校です。小手先のテクニック
による学力アップを目指しているわけでなく、本質的な意識
や姿勢の部分に注目しています。そのために、担任の先生、
校長先生を中心とした学校、そして教育委員会がチームを組
んで、「良い授業」を積み上げていきます。今までは、良い授
業づくりは担任の先生に依存していました。しかし、テストの
分析や、指導方法の改善やバックアップなどを、学校全体や
教育委員会がそれぞれ担うことで、チームで「良い授業」を
作り上げていきます。その効果が出るには、数年単位となりま
すが、効果が出始めた時は、それが街の強みとなってくるこ
とは間違いないと信じています。今後の進展について、どうぞ
ご注目ください。

卓話 柏市長　秋本　浩保 様



ビジター
松丸　隆一（柏RC）　様

ガバナー補佐幹事　鈴木 桂三 会長エレクト　馬場 弘

地区フェローシップ委員会　委員長　増谷 信一 お誕生日おめでとう

米山記念奨学生予定　マルコ マニュレッティBOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
宇田川、菊池     会員

本人誕生日
秋元、高田、鈴木（桂）   　  会員

結婚記念日
塚本、木村、馬場、榊、浅野、宇田川、江口  会員

写真ありがとう
松本隆一郎、水野、塚本、松本ユミ  会員

次回の例会は4月15日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　78.13%

64名
14名

出席報告

欠席者

市川、宇田川、長田、影山、金子、栗原、後藤、
小林（正）、東海林、染谷、野寄、見付、宮城、
湯浅　　会員

会員数

(^^♪
春の職場見学、皆様ご苦労さまでした 　森市会員
ご尊父が昭和13年頃に撮った写真が柏文化財である
     　　　鈴木健吾会員
河岸と常夜灯の説明扱に掲載される事となった
      　塚本会員

本日のお食事



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

①新入会員候補の件
○ □箕輪 満　様（昭和42年12月16日生　48歳)

職業分類；証券業

○ 推薦者；増谷信一・松本隆一郎会員　承認

○
□時間；

○ □登録料；
□夜間通常例会；18：00～19：00

○
③報告事項

○ ニコニコ・ポリオ不足をどうする？
□栗原寿会員転勤の為、退会(3/25)。慶弔金支給規定により餞別
承認

　　
ご本人の都合により入会を取り止められました。

○ □4月1日移動例会(職場見学）決算報告

④その他
○ 会員未納状況　スポンサーに伝える

地区補助金申請状況→大堀川のベンチ設置　20万×3台　申請
分区合同例会　4/22　132名出席

○ 分区親睦ゴルフコンペ5/9　西10　柏13　東2　南10　40名予定　
習志野CC

○

○

○ ●次回理事会　201６年　5月 13日（金）【11：45～】

□2月5日の理事会で新入会員候補者　伊藤眞芳様承認されましたが、

柳 肇

馬 場 弘

榊 隆 夫

水 留 茂 之

飯 合 幸 夫

日 暮 肇

　　   柏西ロータリークラブ　2015～2016年  理事会　資料　

2016年　4月　8日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

森 市 直 樹

鈴 木 健 吾

金 本 元 章

榎 本 洋 史

5組キャディー付き食事付　プレー19,000円　会費3,000円

②6月10日(金）『第2回インターゴルフ』の件　承認金 子 正

　　　　　水戸証券(㈱)柏支店　支店長

承認　

□2015-16年度7月1日～3月31日決算報告

□場所；イーグルポイント　ゴルフクラブ

中 村 佳 弘

鈴 木 桂 三

○



1.R 財団への寄付に対し、表彰品の送付
榎本洋史会員；PHF　5回目

2.台南大地震への義捐金のお礼と送金のお知らせ
地区内 65クラブから総額 1,553,808 円
　

3. 例会変更のお知らせ
松戸 RC；5/4( 水 )　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1946回通常例会（2016.4.15）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　　　菊池　昌隆　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1946回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！ 

　今週、世界中から５３５人のロータリー

代表者がシカゴに集まり、規定審議会が

開かれています。 

　３年に１度のこの会議は、変化する世

界の中でロータリーがどうあるべきかを

見つめなおす機会です。 

 

規定審議会 

　３年に１度開催される規定審議会で

は、クラブや地区、理事会などから提案さ

れた立法案の審議と投票が行われます。 

　組織としてのロータリーの運営につい

て、ロータリアンが意見を表明する場とな

ります。 

 

1日目

クラブ運営制定案

　１６－０１書面による理事会議事録に

ついて 

　１６－０２クラブ会計が理事会メンバー

となるよう規定する件

　１６－０３クラブ幹事エレクトが理事会

メンバーとなるよう規定

　１６－０４クラブ役員に関する規定を改

正する件

　１６－０５クラブ内の委員会について規

定する件

　１６－０６ロータリークラブの目的を定

義する件

　１６－０７クラブ会員の入会金を廃止す

る件（撤回）

次週に続く

　本年、２月６日に発生しました台湾南部

大地震の被災地への義捐金の呼びかけ

に対し地区内６５クラブから総額１，５５

３，８０８円の義捐金が寄せられました。

　社団法人日台国際ＲＣ親善会を通じて

被災地に送金いたしました。御礼申し上げ

ます。 

 

　昨年、１１月に姉妹クラブ締結３５周年

記念旅行で熊本に行って来ましたが、そ

の熊本での昨日の災害、あの時も多くの

方 と々出会い歓迎されました、想い出の地

ですので心配になります。 

　熊本での地震被害を受けた方に心より

お見舞い申し上げます。 

　１人でも多くの方が救出されることを願

いつつ、亡くなれた方のご冥福をお祈りい

たします。 

　現在１１万人を超える方々が、避難所

で、不自由な生活を余儀なくされていま

す。強い地震が相次ぐ中で、避難の長期

化も懸念されています。被災地の皆さん

の、多様なニーズを的確に把握しながら、

迅速に対応しなければなりません。このた

め、柏西ロータリークラブでは、義捐金を

募りますので、会員の皆様のご協力をお

願い致します。 

会報　第1913号
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投資雑感
①リスクとは
【不確実性】、【ブレ】のこと。ちなみにデンジャーは確実に
危険なこと。

②リスクとリターンの関係
リスクが1でリターンが1、リスクが2でリターンが2。これは経
済的には一緒。単なる趣味嗜好の世界。リターンをリスクで
割った数値。この数値をシャープレシオ(投信の判断基準)と
いいます。

③分散投資
組み合わせて持つことでリスクを抑えリターンを高めること
ができます。商品分散、地域分散、時間分散などがありま
す。

④簡単な行動判断テスト
問1・・・Ａ：無条件に100万もらう。
Ｂ：コイントスで当たったら200万、外れたらゼロ。
問2・・・借金が200万あるとして、
Ａ：無条件に借金を100万減額。
Ｂ：コイントスで当たったら借金ゼロ、外れたら借金そのま
ま。
あなたはどのタイプ？
AA型・・・保守型・堅実型・頑固者。AB型・・・典型的な投
資家タイプ(褒めてません)。BA型・・・リスクをわかっている
人(投資家向き)。BB型・・・ギャンブル型・すべて勝負勝負の
人。

⑤リスクテイクとは(リスクの取り方)
リスクの取り方とは、人それぞれ異なるリスク許容度を決め
ること。

⑥LCPHと難平
ロスカット、プロフィットホールディング。下がったものは売り、
儲かっているものは保有し続けること。(だからBA型が投資
家向き)
ナンピンと読みます。下がっている時に追加買でコストを下げ
ること。
⑦勝つ秘訣
負けないこと。(他人、時間、幅などではなく、インフレに負け
ないこと。)

⑧最後に一番大切なことは？
余裕を持つこと。(金銭面、時間面、精神面で)

卓話 菊池　昌隆 様



ポールハリスフェロー 5回目　榎本 洋史 会員 新会員入会式　箕輪 満

お誕生日おめでとう　野寄 順三 会員

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
野寄、箕輪、小溝     会員

本人誕生日
野寄     　  会員

結婚記念日
野寄、榎本     会員

写真ありがとう
柳、鈴木（桂）、岡島、増谷    会員

次回の例会は4月22日（金）合同例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　78.13%

64名
19名

出席報告

欠席者

秋元、市川、宇田川、江口、長田、影山、金子、
後藤、小林（正）、斉藤、杉山、助川、染谷、
田代、塚本、中嶋、見付、宮城、湯浅　　会員

会員数

本日のお食事



ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。



承 認：1975年11月24日
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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？

第1947回合同例会（2016.4.22）
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　17:30～ 登録受付

■合同例会 司会ガバナー補佐幹事 鈴 木 桂三

　18:00 点鐘 ガバナー補佐 榊 隆 夫

国歌斉唱 「君が代」

ロータリーソング 「奉仕の理想」

来賓紹介 ガバナー補佐 榊 隆 夫

クラブ紹介 ガバナー補佐 榊 隆 夫

ガバナー補佐挨拶 榊 隆 夫

物故会員への黙祷

来賓挨拶 柏市長 秋 山 浩 保

我孫子市長 星 野 順 一 郎

18:25 幹事報告 各クラブ幹事代表　柏西ＲＣ幹事 柳 肇

卓話　　　（各クラブ5分） 『ﾎﾟﾘｵ撲滅及びロータリー財団について』

柏ロータリークラブ 風 澤 俊 夫

我孫子ロータリークラブ 鈴 木 公 三

柏西ロータリークラブ 岡 島 昭 信

柏東ロータリークラブ 荻 野 勝

柏南ロータリークラブ 大 内 啓

19:05 点鐘 ガバナー補佐 榊 隆 夫

■懇親会

19:15 開会の挨拶 ガバナー補佐 榊 隆 夫

乾杯 ホストクラブ会長 森 市 直 樹

新入会員紹介 各クラブ幹事

19:30 ミニライブ(クラブM)・歓談

20:20 次期ガバナー補佐紹介 柏東ロータリークラブ 石 戸 卓 志

次期ホストクラブ会長挨拶 柏東ロータリークラブ 酒 巻 秀 明

20:30 閉会の挨拶 ガバナー補佐 榊 隆 夫

　　　　2015-2016年度　国際ロータリー第2790地区 第10分区

                  合 同 例 会 プログラム

日時；平成28年 4月22日（金）　　　　　　　　　　場所；ザ・クレストホテル柏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ホストクラブ；柏西ロータリークラブ】



1.『平成 28 年熊本地震』への義捐金について
　義捐金の目安会員一人 1,000 円を下回らない程度、
　また一クラブ 20,000 円を下回らないように

2. ガバナー事務所の休業日5/2( 月 ) ～ 5/6( 金 )

幹事報告 幹事　柳　肇

皆さん、今晩は！

ご指名をいただきました
ホストクラブ、会長の森市です。

国際ロータリー第２７９０地区第１０分区の出席優秀な会員
の皆様、ようこそ、第１０分区合同例会にお越しくださいまし
た。
心より、感謝申し上げます。

本日、卓話をされた、５名の会員の皆様、ご苦労様でした。
ガバナー補佐の榊さん、お疲れ様でした。

毎日、被災状況の報道を見るにつけ、無事でいられる我々が
できる事は・・・と考えると、ロータリーで、できる事はなん
でしょうか？

先ずは、地区からの要望であります、１人、１０００円以上の
義捐金を、全クラブの全会員にご協力をお願いいたします。

それと、今年度、榊ガバナー補佐の時に、開催しようと計画し
ておりました、１０分区の有志による、大懇親会の次期が、ガ
バナーエレクト事務所開設の後に、開催したいと思います。
分区一丸となり、未来へと皆さんで繫がるように進んでいきま
しょう！

それでは、皆さん１０分区益々の活躍を祈念いたしまして、
乾杯したいと思います。

ご唱和、下さい。

乾杯！

乾杯挨拶 会長　森市　直樹

榊 隆夫 　ガバナー補佐



星野 順一郎　我孫子市長 寺島 哲生 ガバナーノミニー

柏RC　新人会員紹介



次回の例会は5月13日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

64名
0名

出席報告

欠席者

柏東RC　新人会員紹介

会員数

本日のお食事



1.2016 年 5月のロータリーレートは 1ドル＝110 円
　　　　　
2. 第 14 回ロータリー平和センター年次セミナー開催の案内
　日時；6月11日 ( 土 )13：00 ～
　場所；国際基督教大学

3.例会変更のお知らせ
　松戸西 RC；5/17( 火 ) は 5/19( 木 ) 第 12 分区親睦ゴル
　フ大会に振替
　5/24( 火 ) は夜間例会
　流山中央 RC；5/24( 火 ) は親睦旅行のため、移動例会

4. 小野晴香R財団元奨学生より熊本地震の義援金
　30,000 円いただきました　
　

承 認：1975年11月24日
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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1948回通常例会（2016.5.13）
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四つのテスト

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　馬場　弘　会員エレクト

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1948回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　５月は、ロータリー「青少年奉仕月間」

です。

　今日のリーダーの大切な役割は、イン

ターアクト（１２～１８歳）ローターアク

ト（１８～３０歳）交換留学生、ＲＹＬ

Ａ，リーダーシップ育成、など、未来を

担う若者のエンパワメントをめざす

数々のプログラムを推奨しています。

柏西ＲＣも、毎年ＲＹＬＡに参加して

います。

　地区会員数が、２月末には、２８００名

を突破することが出来ました。

　これは日頃からの皆様の、会員増強と

退会防止活動にご尽力頂いた賜物と

存じます。

　しかしながら、３月末には多くの退会者

が出る傾向にあります。

　皆様の努力でこれを食い止めて頂きた

いという願いを込めて、「良き仲間を

失わないように！！」いたしましょう。

　まずは、声掛けから、始めましょう！

　３週例会がお休みになり、１０分区合

同例会・大堀川清掃・献血推進協

議会総会・地区協議会・と関係者各

位それぞれ、お忙し時間を過ごされた

と思います。

　大堀川清掃では、多くの参加者と共に

奉仕活動を行い、会員の友情を深め、

西光院の筍を美味しくいただきまし

た。

　献血総会には、多くの１０分区会長が出

席され、関心度が有ることに築かされ

ました。

　熊本義援金も、本日より開始いたします

ので、宜しくお願い致します

　それと、昨日榊ガバナー補佐が、瑞宝彰

を叙勲いたしました。

　大きな、拍手でお祝いいたしましょう。

　本日、次年度幹事の水留会員の卓話を

楽しみにしていましたが、本日欠席で

すので、馬場会長エレクトのクラブ指

針とクラブ目標の発表があると思いま

すので、次年度も楽しみましょう。

会報　第1915号

幹事報告 幹事　柳　肇



■6月 3日 ( 金 ) 【通常例会】―お祝い事・理事会 (13)―　
卓話＝中村佳弘　親睦活動委員長

■6月10日 ( 金 ) 【夜間通常例会】―第２回インターゴルフ―
　　　
点鐘；18：00　( 通常例会場 )
卓話＝榊隆夫　第 10 分区ガバナー補佐
※ゴルフ；イーグルポイントゴルフクラブ　9：40スタート
※表彰式・懇親会；19：30 ～隠れ庵忍家　柏西口店

■6月17日 ( 金 ) 【通常例会】
卓話＝柳肇　副幹事
　　　　　　　　　　　　　　　
■6月 24日 ( 金 ) 【通常例会】―第 6 回クラブ協議会 ( 下期
活動フォーラム)―
　　卓話＝森市直樹会長
　　例会終了後、次年度引継ぎ

6 月の行事予定

急遽幹事水留氏が出席不可能になり、私がピンチヒッ

ターで卓話を行います。

予定では、今月末の２７日でしたが、本日早朝に水留幹

事から連絡が入り交代しました。

突然の事で何をお話ししていいかわからず、本日偶然

次年度委員長会議があるので、委員長会議に、使用す

る資料からお話しいたします。

今年度のテーマは、人類に奉仕するロータリー　２０１

６～２０１７年度国際ロータリー会長　ジョンFジャー

ム氏　１９７６年にアメリカ・テネシー州チャタヌーガ・

ロータリークラブ所属

エンジニアリングのコンサルティング会社の理事、又１９

８３年にクラブ幹事を行いその後クラブの数々の委員

長等をこなしロータリー漬けの日 を々送られたそうで

す。

ジョンFジャーム氏のメッセージの中にリーダーとして一

番大切なルールはなんでしょか、

それを誰からまなびましたか、一番大切なルールは、聞

き上手である事、良きリーダーは、モチベーションを与

え、励まし、仕事を任せ、やる気を引き出し、うまくコミ

ニケーションを図れる人だと思います。

この文章を読んだ時に、今の自分に置かれている立場

を、やっと理解したしました。

私が入会して早１５年、数々のメンバーさんとのコミニ

ケーション、親睦活動、奉仕活動

１５年の間に沢山の事を学びました、この学んだ経験

を発揮して、リーダーとしての大切な事を理解しロータ

リーの勉強を行い、次年度の目標を決め

柏西クラブ全員で力を合わせ活動を行いたいと思いま

す。

次年度の目標、各会員の輪を大切に、柏西のテーマを

自分なりに作りました。

柏西のテーマは、会員の輪　楽しい例会　毎週金曜日

には、例会に行かなきゃいけないと思うような例会

一年間どうぞご協力宜しくお願い致します。

卓話 　会長エレクト　馬場　弘



ビジター
藤井　啓一（八代RC）  　　　様

お誕生日おめでとう 米山記念奨学生　アニョレッティ マルコ

委員会報告
社会奉仕委員会　中村（佳）委員長

委員会報告
地区フェローシップ委員会　増谷委員長

委員会報告
クラブ会報委員会　丸山委員長

BOXありがとう！ニコニコ

パートナー誕生日
柳、榊       会員

本人誕生日
住田     　  会員

結婚記念日
中村（佳）、宮城     会員

次回の例会は5月20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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　77.78%

64名
14名

出席報告

欠席者

市川、宇田川、金子、金本、ゲイビ、後藤、
小林（正）、東海林、杉山、助川、根来、野寄、
水留、見付 　　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
お久しぶりです。娘が薬剤師国家試験に
合格しました。これで家族全員薬剤師です。
    　　　 　中村（佳）会員
ちょっといいことありました  　柳会員
熊本の八代（やしろ）からお越しいただきました。
地震は連れて来てませんので、ご安心ください。
      藤井会員



ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
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第1949回移動例会（2016.5.20～22）打上旅行
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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1949回移動例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　早朝より、ご参加くださいましてありがと

うございます。

　早いもので、会長任期も、残り１か月余り

になりました。

　この一年、広い視野で地域社会への奉仕

活動を極め細やかに実践しようと定め、会員

一丸となり行動実践することを重点に活動し

てまいりました。

　会員の皆様と、形成している、柏西ロータ

リークラブを維持・継承するとともに、全て

の会員の皆様が、活発で明るく楽しいクラブ

活動を送れるように努めてまいりました。

　１年間の活動を振り返り、会員相互の意

見交換や交流を通じてこれからの活動がよ

り一層、すばらしい柏西ロータリークラブら

しい活動に繫がるように祈念いたします。

　三日間、会員の皆様の負担にならぬよう、

会長・幹事・安田会員で、接待いたします

会報　第1916号

1日目　柏駅 5：15 出発
◆オリエンタルヒルズ沖縄（恩納村）
小栗旬と山田優挙式会場、20,000 平米に 14 部屋プライベート
プール
1泊 70,000 円、アグー豚の美味しい昼食
◆ 沖縄科学技術大学院大学（恩納村）
まじめな視察もちゃんとしてきました。東京ドーム 2 個分？敷地
に学生・講師宿舎完備
内閣府直轄、40 以上の国々から研究者、学生　「真に国際的な
大学」
「企業との連携」「沖縄への貢献」波力発電プロペラの縮小サン
プルetc
◆ サンゴの養殖・再生場
観光資源保全の取り組みを目の当たりにしました
◆嘉手納基地近く　みちの駅かでな資料館　基地に土地を接
収された村があり、年に1度の関東でいう盆踊り、「エイサー」の
基地内での開催が許されている、といった資料映像。尖閣諸島
において某国によるほぼ毎日の領海侵犯・フィリピン沖軍事拠
点造成といった現状、沖縄の防衛力は欠かせないものだが、航
空機騒音・墜落事故・アメリカ軍関係者の犯罪の危険にさらさ
れている日常はやはり堪え難いものであり、考えさせられた。
◆ 夜は、1次会は生バンド、2次会はニューハーフショー、と会長
コーディネートのとても楽しいお店でした。

2日目
雨が心配されましたが、日中は降られず、皆さん楽しく過ごしまし
た
◆観光組：牧志公設市場等
◆ゴルフ：パームヒルズゴルフクラブ ( 糸満市 )　バブル期を感
じる宮殿風の豪華なクラブハウス　長野出身のキャディさんと

長野地元話しが出来る川和会員の見聞の広さ
◆釣り組：予想に反し、大小合わせて 10 匹？夕食で美味しくい
ただきました
◆ 夜　この日も会長よりすぐりの生演奏つきレストラン・バー
へ　1件目では沖縄民謡ショー、皆で沖縄舞踊を楽しく踊りまし
た。
◆ 森市会長自ら各組の送迎車運転、ありがとうございました！

3日目　あいにくの雨
◆沖縄名物のひとつ？ステーキハウスにておいしいステーキとワ
インを堪能
◆ 斎場御嶽（セーファウタキ）世界文化遺産
琉球神話の神が来訪する場所、祖先神を祀る場所
琉球王国時代、15-16 世紀　王族の女性が神女としての儀式・
祈りを行う「聖地」。
「セーファ」は最高位、「ウタキ」は琉球の信仰における祭祀を行
う施設、の意味。
神に仕えるのは女性の役割で、王国時代は男子禁制だった。森、
泉、川そのままの空間で、古代日本を感じさせる神秘的空間でし
た。聖地だけに、「敬う心がけで」「祈りを捧げている人に声をか
けない」等、案内ガイドさんも真剣に説明されていました。
◆ まぐろ専門直売所・空港にほど近い見城市泡盛酒造「忠孝
酒造」
泡盛は熟成によって味わいが深まる　30 度以上のものが熟成
に向く、忠孝酒造では熟成用の甕を土質から研究自社製造した
◆ 18：20 那覇空港発
3日間、ほとんど不眠不休？で先導して下さった森市会長、柳幹
事、誠にありがとうございました。盛りだくさんの充実した内容で
した！

沖縄親睦打ち上げ旅行 親睦活動委員　安田 勝紀







次回の例会は5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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　100%

64名
0名

出席報告

欠席者
会員数



1.2016 年 6月のロータリーレートは 1ドル＝110 円
　　　　　
2. 第 10 分区「第 2回　次年度会長･幹事会」開催の案内
日時；6月3日 ( 金 )18：00 ～
場所；ザ･クレストホテル柏

3.市川南ロータリークラブ『創立40 周年記念例会』開催の案
内
日時；7月16日 ( 土 )16：00 ～
会場；浦安ブライトンホテル

4. 社会を明るくする運動総会開催の案内
日時；6月1日 ( 水 )
場所；柏市教育福祉会館 2F

5. 例会変更のお知らせ
松戸西 RC；6/7( 火 ) 創立 30 周年記念式典
6/21( 火 ) ～ 6/22( 水 ) 移動例会 ( 親睦旅行 )
6/28( 火 ) 夜間移動例会
松戸 RC；6/15( 水 ) 移動例会 ( 親睦旅行 )

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1950回通常例会（2016.5.27）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　　水留　茂之　副幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1950回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　5月１３日（金）１９：００より、次年度

委員長会議をクレストホテルにて行いまし

た。クラブ委員会は、クラブの年次目標と

長期目標に向けて活動やプロジェクトを

計画、推進、実施します。

　委員長は、職業に関連した能力、関心や

才能に基ついて委員長を任命されます。

　プロジェクトや評価結果について話し

合いましょう！

　次年度が始まる前に、次期委員会を開

催し計画会合を開きましょう。

　５月２０（金）～２２日（日）は、柏西 RC

親睦沖縄打上げ旅行に行ってきました。

沖縄は、梅雨入りしたにも拘らず、会員の

皆さんと親睦を楽しみました。後程親睦

活動委員からの報告がございます。

　５月２６日（木）には、我孫子RCの５０

周年記念式典をクレストホテルで開催さ

れ、姉妹クラブの豊原 RC・アラモアナ

RC と１０分区の多くの会員とお祝いをさ

せて頂きました。

　５月２９日（日）から３１日（火）まで、ソ

ウル国際大会に、榊ガバナー補佐と二名

で参加してまいります。

　就任前、会長エレクトセミナーにおい

て、櫻木ガバナーより、地区から３００名

の参加を希望すると、お話がありましたの

で、私のクラブ計画・活動方針の⑥に１

０名以上の参加と書きましたが、参加希

望者が増えずに今回、榊ガバナー補佐と

私でロータリーを楽しんでまいります。

会報　第1917号

幹事報告 幹事　柳　肇



皆様方には日頃より大変お世話になっておりＲＣについて

色 と々学ばせて頂いております。そしてあっという間に４年が

経ち次年度幹事という大役を仰せつかることになり、この機

会に今一度ＲＣについて学び、そして幹事としての職務に全

うし、諸先輩方が築いてきた柏西RCを汚すことなく1年間勤

め挙げたいと思います。

さて、本日は次年度幹事として時間を頂戴したなかで、次年

度会長方針に基づき各委員会の役割分担及び活動方針につ

いてお話しさせて頂きたいと思います。　

SAA　　　　　

①楽しい中にも秩序ある例会 

クラブ運営委員会

プログラム

①魅力のある例会プログラムの作成

②会員による3分間スピーチの実施  

③他委員会と連絡を密にした企画・作成  

親睦活動

①会員間の親睦を目的とした行事や活動の企画・運営

②例会前後のミニサロンの継続・運営  

出席

①出席率の向上を図る  

②例会出席の記録と発表  

研修

①ロータリー情報の提供及び研修会の実施 

 

奉仕プロジェクト委員会

職業奉仕

①地域の児童・生徒の職業体験の場を提供

②職場見学の開催（会員の職場・豊洲市場など）

社会奉仕

①柏祭り、ごみゼロ等の奉仕活動  

②地域で身近な奉仕（大堀川清掃など）

青少年奉仕

①ＲＹＬＡ等、青少年指導プログラムへの参加

②ＲＡＣへの支援  

国際奉仕

①台中港東南扶輪社との姉妹交流  

②ネパール支援の継続

会員増強委員会

増強・分類

①会員純増65名を目指す（実増2名） 

②退会防止への取り組み

クラブ広報委員会

クラブ会報

①クラブ会報の充実  

ＩＴ/雑誌広報

①ＳＮＳ等を活用し公共イメージの向上を図る 

ロータリー財団

基金

①Ｒ財団を支援  

②会員へのＲ財団、活動、状況すべてを理解して頂いた上で

寄付をお願いする  

ポリオ

①ポリオ（使途指定寄付金30ドル目標）

米山記念奨学会　委員会

①日本で学ぶ外国人留学生への支援  

②奨学生への寄付金のお願い 

特別基金委員会

①特別基金規約を確認し基金の拡充に努める  

以上になりますが、一年間馬場会長エレクトを支え、行事を

滞りなく進行できるよう、努めたいと思います。

皆様方のご協力と引き続きのご指導をお願い申し上げまして

卓話を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

卓話 　副幹事　水留　茂之



ビジター
神野　美明（柏RC）  　　　様

次年度地区幹事　神野　美明（柏RC）　様 委員会報告　ロータリー財団　委員長　塚本 会員

親睦委員会　打ち上げ旅行報告　安田 会員

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は6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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　77.78%

63名
15名

出席報告

欠席者

市川、宇田川、長田、金本、ゲイビ、後藤、
小林（太）小林（正）、東海林、杉山、助川、
高田、野寄、水野、見付、箕輪　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
柏市消防協力隊隊長就任しました。 　斉藤会員
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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1951回通常例会（2016.6.3）
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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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　　中村　佳弘　　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1951回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

皆さんこんにちは！

あと僅か！　２０１５－２０１６年度も残る

ところ１か月です。

事実上は次年度がもう始まっています。

ロータリーは誰が会長であっても変わら

ぬ理念の元での活動を続ける組織です。

今年は右に、来年は左にと解釈や方向性

が、違っては困惑するのはクラブです。

良い継続を、森市年度の次は、馬場年度、

その次は金子・松本年度と言ってもロー

タリーの根本は変わらずに今後も続いて

行くことでしょう、その後もずっとそうで

あってもらいたいものです。

６月はロータリー親睦活動月間です。毎

月、月始めは月間に因んでを４年前に遡り

開催いたしました。月間の内容がおおきく

変更したからです、前年度の入会者の卓

話者が７名残されたまま、今年度の入会

者の卓話者も残されていますが月間に因

んでも、最終回です。中村委員長に期待致

しましょう

５月２９日（日）から３１日（火）まで、榊ガ

バナー補佐とソウル国際大会に参加して

まいりました。

国際大会；RI年次大会は、RI 理事会の

決定する時と場所において、会計年度の

最後の３か月に開催されます。

年次国際大会の主たる目的は、国際レベ

ルにおいて、全ロータリアン・特に時期ク

ラブ会長・ガバナーエレクト、RI および

ロータリークラブの次期役員を、鼓舞、激

励し、かつ情報を与えることによって、地

区レベルとクラブレベルにおけるロータ

リーの発展を活発に推進しようとする意

欲を起こさせる

ことである。年次大会は、年に１度の会合

であり、連合体の業務を執り行う。国際大

会は、ロータリー家族の世界的会合であ

るから、国際大会の本来の目的を減じな

い限り、社交および余興の催しでロータ

リーの親睦を祝います。

国際大会の模様は、榊ガバナー補佐より

報告いたします。

２０１６年規定審議会結果につきまして、

RI からの公式文章は未発行ですが、標

準ロータリークラブ定款等の改定のうち、

皆様の活動に直接関係する部分につき、

現時点での当地区の改札を参考までに、

添付の通り、お知らせしますと、櫻木、青

木、ガバナーからの通知がありました。

クラブの細則は、クラブの責任において作

成されるものですので皆様には、クラブ

内でよく協議の上、クラブ細則を見直しを

お願いします。

細則変更の扱い

理事会にて細則決定→会員全員に告知

→クラブ総会にて決定の手続

制定案　１６・１０奉仕の第二部門を改

正する件

制定案　１６・０６ロータリークラブの目

的を定義する件

制定案　１６・２１クラブ例会と出席に

柔軟性を認める件

新しい第７条（現６条）

例会の開催の頻度、例会変更日の範囲、

例会取り消し、取り消し４回まで、連続３

回まで例会なしは可能

第１３条（現１２条）

全身身分の存続　及び終結においてクラ

ブの事情により定款の定めに拘わらずク

ラブで決める事が出来る則、出席率、連続

４回欠席、会費不払いその他の理由で退

会処分となる可能性をクラブの判断でそ

の可能性を除外できる。

クラブは、細則で下記を決める事ができ

る。

・クラブがいつ、どのくらいの頻度で例会

を開くか決める。

・例会の出席要件を定める。　定款１０

条の枠を超える細則が作れる　

・欠席による終結の方針を修正または削

会報　第1918号



卓話 　親睦委員長　中村　佳弘

1.7月30日 ( 土 )・31日 (日 )　第 39 回『柏まつり』開催に伴
う
協力金 (3 万円 ) の依頼

2.「平成 28 年熊本地震」への義損金　142,036 円を地区へ
送金

3.R 財団への寄付に対し、表彰品の送付
榊隆夫会員：PHF8 回目
日暮　肇会員：PHF5回目
川和　弘行会員：PHF4回目
松本　ユミ会員：PHF4回目

　みなさんこんにちは、親睦委員長の中村です。

　なぜこの時期に親睦委員長が卓話をしなければならない

のか分かりませんが、ご指名ですので卓話をさせて頂きま

す。

　今年１年を振り返ってみようと思ったのですが、それは会

長・幹事が最後の卓話でやると思います。またわたくし中村

は前半は出てきましたが、後半は新店舗出店もあって、ほと

んど出席していないので話ができません。森市会長には申し

訳なく思っています。

　しかしそのなかで私がすごいなと思った事があります。私

が会長をした５年前に当時から話をしていた台中港東南クラ

ブとの交流を台湾以外でやれればいいねと当時の森市幹事

と話をして、結局実現はできなかったのですが、今年度の森

市会長はそれを実現させて九州の熊本で締結３５周年を

やってしまいました。これは画期的なことだと思います。森市

会長の行動力がなければ実現しなかった事だと思います。そ

れとネパールの訪問です。財団奨学生のマハラジャン君がい

たとしてもネパールまで行って、支援物資を届けることは私に

は考えられません。これも森市会長のすごいところだと思い

ます。

　さて、森市会長の「ヨイショ」はこれくらいにして、先日沖縄

に森市年度のごくろうさん旅行がありました。とても楽しい旅

行だったと聞いております。

　さて、何を話したらよいのか全然思いつかず、どうしようか

なと考えていたのですが、ちょっと思いついたのが、今年の４

月に診療報酬の改定がありました。皆さんお薬手帳というの

をご存知ですか？

　病院やクリニックにかかっている方はほとんど持っている

と思います。持っていない方はいますか？

　持っていない方は薬を貰う薬局が適当だからです。お薬手

除する

１６・２６　例会の取消の規定を改正す

る件　

クラブの予定計画にさらなる柔軟性を与

えるものである。

例　本クラブは祝日を含む週には例会を

開催しない。これは年間の例会取り消し

の回数には含まない

制定案　１６・０２クラブ会計が理事会

メンバーとなるよう規定する件

クラブ細則例　本クラブの理事会構成員

は会長、直前会長、副会長、会長エレクト、

幹事、会計、正 SAAの役員」、及び本細則

＊＊条により選出された理事とする。

制定案　１６－０７　クラブ会員の入会金

を廃止する件

入会金のコンセプトは、ロータリーの現代

的なイメージを反映していない、ロータ

リーと同じ理念を持ちながら入会金を含

む入会のコストを支払えない人を除外する

代わりに、ロータリアン」となれる見込者

の枠を広げるべきである。

クラブ細則例　　本クラブに新しく入会

する者は入会金の初期費用として＊＊万

円を納入するものとする。

解説

規定審議会の決議は新会員が入る可能

性を広げる事を目的とし、入会金を取らな

ければ解釈される「入会金」という文言を

定款から削除した。しかしクラブ側では

新会員の入会に関して名札、バッジ、など

の物品の供与が必要であり、それなりの

費用が掛かる。

更に、制定案の主旨は新会員の可能性を

広げるためなので、その目的が阻害されな

いと判断される範囲での入会金、或はそ

れに相当する金額の納入を求めるのはク

ラブの判断に依る。

また、クラブのレベルを維持するために入

会金を設定することも許される。勿論、と

らないという規定も可能である。

基本、どうしたらクラブのためになるかを

よく検討することである。

即ち、標準ロータリクラブ定款の微収業

務項目から「入会金」が削除されたが、ク

ラブ細則等で、「入会金」を微収すること

は禁止されていないという解釈です。

幹事報告 幹事　柳　肇



帳はその患者さんの記録で、たとえば内科に行ってカゼ薬を

もらい、耳鼻科に行って中耳炎だからといって薬をもらいま

す。必ず両方から抗生物質が出て、痛み止め（要するに解熱

鎮痛剤）が出ます。これはダブっているので気をつけなけれ

ばならないのです。ある方はあの内科と薬局で一冊、こっち

の耳鼻科と薬局で一冊と分けている方もいらっしゃいます。

これでは何もなりません。貯金通帳ではないのだからそんな

に何冊ももらう必要はないのです。一冊にまとめてこそ、その

患者さんの服用している薬がわかるのです。例えば血液をさ

らさらにする薬を患者さんに、歯医者さんで歯を抜くときは

何日か前に服用をやめる指示が出たりします。また、皆さん自

分の飲んでいる薬の名前を全部言えますか？言える方は手

帳は必要ありませんけど、分からない方は絶対必要です。東

北の震災の時に手帳を持っていなくて、薬の名前を言えな

かった方は、自分の薬を貰うまでに５時間位かかってしまい

大変だったそうです。血圧の薬で白くて丸い粒と言っても何

百種類もあるわけです。それと４月の改定で変わったのは薬

局に行くと必ず「お薬手帳はお持ちですか？」と聞かれると

思います。今までは手帳を持っていなくてもお金は取られな

かったのですが、４月からは持っていない方はお金を取られ

るようになりました。だから皆さんお薬手帳を持つようにして

下さい。薬局に行って作ってほしいと言えばタダで作ってくれ

ます。それと皆さん、きちんと決められた通り薬を服用してい

ますか？つい忘れてしまうこともあると思います。それはそれ

で仕方ありません。ただ、余っている薬は捨てないでそのま

ま薬局に持って行って下さい。チェックしてドクターに報告し

て調整します。それと、お医者さんが夕方１８時以降、薬局は

１９時以降に行くと値段が高くなりますので注意して下さ

い。

　　そして皆さん、５月３１日は何の日だかご存じですか？

世界禁煙デーです。そして５月３１日ｋら６月６日まで禁煙週

間なんです。柏市薬剤師会は柏市保健所と連携して、禁煙の

サポートをしています。今まで一度も薬を使って禁煙をした

事のない市民の方に薬局で申し込みをしてもらい、薬剤師の

判断でパッチかガムをその患者さんに無料で差し上げて一週

間試してもらった後に聞き取りをして、その後はどうするか、

何とか続くようでしたら病院に行ってもらい、医者の指導を

受けて本格的に禁煙をするという道を作ります。

このように私たちは自分自身の為ではなく、柏市民のために

日々頑張っています。

んと決められた通り薬を服用してい

ると思います。それはそれ

捨てないでそのま

クターに報告し

降、薬局は

下さ

？

週

の

ロータリー国際大会 5/28 ～ 6/1　韓国・ソウル



パートナー誕生日
ゲイビ、安田、小林（太）     会員

本人誕生日
飯合、嶋田、ゲイビ、小林（太） 　  会員

結婚記念日
嶋田       会員
写真ありがとう
安田、嶋田、斉藤、鈴木（健）、金子、ゲイビ、柳、岡島、
水留、鈴木（佳）、馬場、勝田、榊、小林（太）、金本、秋元
       会員

ビジター
村上　快史（東京南RC）   　　様

ポール・ハリス・フェロー　受賞 米山奨学生　アニョレッティ・マルコ

委員会報告　国際大会報告 ガバナー補佐 榊会員 お誕生日おめでとう

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は6月10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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　79.37%

63名
13名

出席報告

欠席者

市川、景山、栗原、後藤、小林（太）小林（正）、
鈴木一弘、東海林、杉山、野寄、水野、升谷、
見付 　　　　会員

会員数

本日のお食事

(^^♪
葬儀の際はいろいろありがとうございました
      　飯合会員



開催　日時 会　長 森　市　直　樹

開催　場所 幹　事 柳　　　　　肇

理　　　事 出欠

○ 夜間通常例会出席者；２3名

18:00 点鐘クレスト

○ 19：30～　安田ビル 忍家
承認

②5/20～22日『沖縄打上げ旅行』決算報告
承認

○

③『平成28年熊本地震』への義捐金の件
○ 小野晴香R財団元奨学生協力金30,000円　役員交代式へ招待

例会場募金箱112,036円 合計142,036円を地区へ送金（5/27）
地区ガバナーへ（桜木ガバナー）　承認
義援金は終了

○

□飯合会員義母・浅野会員祖母浅野嘉子様の逝去（5/16）に対し
○

⑤その他
○ 飯合浅野会員から御礼（10万円）いただきました　ニコニコへ

○

○

○ ●次回臨時理事会　201６年　7月 1日（金）【17：00～】
新（17：45～）と旧（17：30～）

　　　　　　　慶弔金支給規定により香料と供花を贈る　承認

□2015-16年度7月1日～5月31日決算報告　承認

　　   柏西ロータリークラブ　2015～2016年  理事会　資料　

2016年　6月　3日　

　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

森 市 直 樹
①6月10日(金）『第2回インターゴルフ』進捗状況

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

○

　　　ゴルフ参加者；１1名

④報告事項

榎 本 洋 史

金 子 正

鈴 木 桂 三



ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。



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1952回夜間例会（2016.6.10）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 榊 隆夫 会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1952回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　夜間通常例会に参加の会員の皆様、こ

んばんは！

　本日は、第二回インターゴルフを、金子

会員の紹介で、イーグルポイントゴルフク

ラブで開催いたしました。

　元々は、１９９９年にオープンした「常

陸台ゴルフ倶楽部」２００５年に、ベン

チャー企業家を中心とした１０名が共同

出資して、このゴルフ場を買い取り、現在

の「イーグルポイントゴルフ倶楽部」に１０

名のオーナーと、株主メンバー（オーナー

承認を得た１０００万円出資、入会金２０

０万、年会費５０万）のための、完全プライ

ベート倶楽部になり、メンバー同伴がない

と、プレーができないコースでしたが、経

営・運営が厳しくなり２００９年４月に、

筆頭株主になった森インベストに運営を

委託いたしました。ゴルフ場のゲートに

は、門番がいて、名前を確認され、通され

ます。クラブハウスは、重厚感と高級感が

あり、非常に落ち着いたゆったりした雰囲

気があり申し分ありませんでした。川田太

三氏の設計で、素晴らしいコースでした。

　５回目の訪問でしたが、犬のイーグルと

バーディの様子が気になりました。年月の

過ぎるのを実感いたしました。

　本日は、ゲストに榊ガバナー補佐がお見

えになっています。

　１年間、ガバナー補佐幹事の鈴木桂三

さんと共に、１０分区を支え、楽しいロー

タリーライフの指導をして頂き、感謝する

とともに、１年間ご苦労様でございまし

た。先週の新旧会長幹事会で、お二人に

花束を贈呈いたしました。とても喜んで貰

えて一同、感激でした。

　世界中の会員が地域社会の課題に取り

組み、人々の生活に変化をもたらす活動を

実施する。

　そして会員同士の交流を通じて、知識

とスキルを磨きあえる特別な場所、それが

ロータリーです。

必要なのは勇気ではなく、覚悟。

決めてしまえば、すべては動き始める！

「自分で選ぶこと」から逃げちゃいけな

い。

「自分で決めたこと」から逃げちゃいけな

い。

「自分で決めたこと」だから、大変でも頑

張れる

どんな生き方であれ、

「自分で人生選んでいる」

という潔い感覚こそが、

カッコよく生きる根本になる。

「好きだから」

「やりたかったから」

「楽しそうだったから」

行動の理由はこれで充分だ！

必要なのは勇気と覚悟。

決めてしまえば、すべては動き始める。

会報　第1919号

1.2015-16 年度寺嶋哲生ガバナーノミニーより地区幹事 (1名 )
の推薦の依頼
〆切；7月10日

幹事報告 幹事　柳　肇



　こんばんわ、本日は、年度が終わるにあたって、この一年

間、西クラブの皆様には、ホストクラブとして、森市会長、柳

幹事、会員の皆様には、何かとご支援、ご協力賜りましたこ

とに御礼を申し上げるということで、ここに立たせていただ

いております。

　これまで、地区の委員も経験したことのない私がガバナー

補佐が務まるか、はなはだ心もとない状況のなか、年度が始

まりました。

　幸い10分区は、比較的まとまりのある分区で、各クラブの

会長・幹事会等を通じて、ガバナー、地区からの要請、分区

の事業、運営等もスムーズに行きました。ご協力、ご支援を

いただきました皆様、ありがとうございました。厚く御礼申し

上げます。

　地区内の分区は、どこも、10分区の様なスタイルで行われ

ていると思っていましたが、それぞれの置かれている状況

で、様 な々形と運営が行われていました。また、地区内クラブ

も、様 な々状況にあります。会員数の減少でクラブ運営が危

ぶまれるクラブ、財団への寄付がままならないクラブ、いろい

ろなクラブがございます。

　10分区内、5クラブは、どのクラブも地区内の他クラブに

遜色ない、立派なクラブだと思います。又、分区の事業、行事

も、これまでの諸先輩の努力の結果、きちんと確立されてお

り、おかげさまで、カバナー補佐として他の分区に胸が張れ

ます。

　この一年間、地区に関わってきたわけで、地区の状況を分

区に関係する事項に限って、私なりに話をさせていただきま

す。

　何よりも、ガバナーの選出が、困難な状況にあります。地区

では、ガバナーがスムーズに選ばれるよう、分区の再編と分

区でのカバナー補佐の選出方法を変えることを考えていま

す。ただまだその端緒についたばかりでどうなるか分かりま

せんが、その検討が続けられています。

　また、地区の事務所の固定化が考えられています。従来ガ

バナーが変わると、事務所が変わると同時に、事務局員、幹

事も変わります。このため、事務をはじめ継続するのが困難

となります。このためにも、事務所を一定の場所に固定化し、

事務局員も継続するというものです。

　分区の再編とガバナー補佐の選出方法の変更と、その改

革は非常に難しいと思われますが、分区に関係するというこ

とでご報告まで。

　また、ガバナー補佐の役割の明確化等いろいろとあります

が、この程度にしておきます。

　この一年間、本当にありがとうございました。

卓話 　ガバナー補佐　榊 隆夫



第 2 回インターゴルフ 6 月 10 日（金）　イーグルポイントゴルフクラブ

ニアピン：塚本、宇田川　　ドラコン：金子、宇田川　　ベスグロ：助川



表彰式・懇親会 19：30 ～　隠れ庵忍家　柏西口店



パートナー誕生日
榎本       会員

本人誕生日
榎本、鈴木（康之）   　  会員

お客様
榊　隆夫（第10分区ガバナー補佐）  　　様

親睦活動委員会　安田 会員

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は6月17日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　65.07%

63名
22名

出席報告

欠席者

秋元、飯嶋、市川、江口、長田、景山、升谷、
宮城、菊池、ゲイビ、後藤、小林（太）、小溝
杉山、丸山、田代、塚本、中嶋、中村、野寄、
増谷、見付 　　　　会員

会員数

本日のお食事



1. 次年度米山記念奨学生・カウンセラー・指導教授研修会
開催の案内
日時；7月23日 ( 土 )　14：00 ～16：00 研修会
16：00 ～18：00 懇親会
　　　　　場所；船橋グランドホテル

2. 次年度クラブ研修リーダーセミナーの案内
日時；7月30日 ( 土 )14：00 ～18：00 セミナー
会場；千葉市民会館

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1953回通常例会（2016.6.17）
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/　　■第2790地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2015/

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

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 卓話　　　　柳　肇　　会員

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1953回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　皆さん、こんにちは！

　会長就任前に、会長エレクトセミナーに

参加し、まずは、山田地区研修リーダーか

らは、例会での会長報告や会長挨拶で

は、時候の挨拶やマスコミで取り上げてい

る事故や事件の話題、中には旅行に行っ

た話を等をお話ししておられる会長が圧

倒的に多いと感じています。そうでなくて

ロータリーの例会での会長挨拶ですか

ら、是非ともロータリーの話をして頂きた

いと懇願されました。

　櫻木ガバナーにおいては、クラブ会長は

楽ではありません。クラブの行事や委員会

の事業、委員会の活動などに加えて他の

クラブの行事、域は地区の行事などに出

席を要請されます。会長には多くの業務が

かぶさります。多くのクラブでは会長さん

方は、この一年を我慢すらば次年度は次

の人だ、という意識の連続できているの

では、ないでしょうか。

ガバナー要請事項

　クラブと国際ロータリー・定款・規定

審議会・RI 会長賞戦略計画・オンライ

ンツール・ソウル国際大会・研修リーダー

等クラブでの会長挨拶、例会では必ず

ロータリーの話をして下さい。

　季節の挨拶などで済ます事は会長挨拶

には相応しくありません。

　その為にも会長自身も勉強が必要で

す。勉強の機会は会長の役得だとお考え

ください。

　どうでしょう？　１年間会長挨拶には、

ロータリーの事を伝えようと、努力はして

みましたが、皆さんに伝わりましたでしょ

うか？

　国際ロータリーより、野生型ポリオウイ

ルスによる今年の発症数は、６月７日時点

で合計１６件（パキスタン１１・アフガニ

スタン５）昨年同時点における２６件より

低い数字になっています。

　先日のG７伊勢志摩サミットで各国首

脳がポリオ撲滅の目標を再確認した今、

ウイルス伝藩を食い止めるための全力の

活動が必要とされています。

　６月１６日は、アフリカでの教育改善を

目的とする「アフリカのこどもの日」でし

た。「基本的教育と識字率向上」を重点分

野の１つとするロータリでは、多くの会員

がアフリカを訪れて、教育の質を向上する

ための活動に取り組んでいます。

　８月７日には、奉仕プロジェクト・財団

委員会合同セミナーを開催します。そこ

で、ネパールの活動報告を要請されまし

たので、担当者と発表してまいります。

　来週の、クラブ協議会はディスカション

形式にて、会員全員と協議して、ミライの

柏西ロータリークラブについて、考えてい

きましょう

会報　第1920号
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　森市年度の幹事を一年間やらせていただきました。その感想

を述べさせて頂きたいと思います。

　確か、２年前の黒部、宇奈月の職場見学の時だと記憶しており

ますが、黒部ダム見学の際に、鈴木桂三会員が近づいて来て

「幹事をやってくれないか？　何かあった時は俺が責任は全て

持つから…」と、お誘いを受けました。

桂三さんの心強いお言葉と、優しさと、ただならぬ雰囲気から快

諾させて頂きましたが、心境は、どこかの組のヒットマン？　…よ

く分からず受けてしまいました。この後、大丈夫？　本当にやる

の？　などの心配の言葉がありました。

(森市会長が１０分区でも有名人で、人気者ならではの心配だっ

たのでは？　

と、勝手に油断して、判断しました。)

　７月の役員交替式　　水野幹事より、ロータリーバッヂの交

換により、私の幹事がとうとう始まりました。

　７月２５、２６日と、柏まつりでうちわの配布。非常に暑かった

のと、クレストさんのカレーが美味しかった印象がございます。

　７月３１日の夜間例会にて、長田会員が入会しました。

　８月初旬、柏南クラブの納涼例会が麗澤キャンパスで開催さ

れ、毎年恒例のビンゴ大会で、斉藤会員が自転車を獲得された

と記憶しております。

　９月の職場見学では、青森に約２０名で参加しました。現地も

小雨がパラついていましたが、関東では鬼怒川が決壊。電柱に

しがみつく男性の姿をバスのテレビで見て、皆で心配していまし

た。

三沢基地、八甲田山、資料館等を見学して、夜は青森の美味し

い料理を堪能しました。東北といえば、美味しい日本酒、そして

夜の八甲田山。安田隊員がホテルの２階で遭難。岡島隊員により

救助される事件が発生。さらに、私と岡島会員の携帯電話の紛

失、という結果になりました。

　９月下旬、後藤会員のマザーズガーデンに、チューリップの球

根を植えに参りました。

　１０月に入り、手賀沼エコマラソンにて、バナナの無料配布。

出店では、イカ串、フランクフルト、豚汁、飲み物を販売しまし

た。

　当日は朝４時集合。非常に風が強い寒い日でした。当クラブ

からは、約１０名の参加でしたが、飯合会員のお孫さんお二人に

も手伝っていただき、大変助かりました。このように、家族も参

加して協力しあうのも、ロータリーの社会奉仕の一環だと思いま

す。

　この頃が、肉体的にも結構大変な時期でした。

　１１月２５～２７日　　台中港３５周年式典のため、熊本に２

泊３日で参りました。初日、台中港からは約３０名が参加され、

無事式典を終えました。

次の日は、ゴルフ組、観光組と分かれ行動しました。最終日は、

今年４月１４日に地震で被災しました熊本城を見学しました。報

道等を見ると非常に心が痛みます。

　１２月１８日　　岡島会員のひかり幼稚園に、チューリップの

球根を植えに参りました。寒い中、松戸の佐渡ヶ嶽部屋の力士

が、園児達と餅つきをしていて、その後つきたてのお餅をお雑煮

でいただきました。

私の幹事の一年で美味しかった食事は何だったと聞かれました

ら、熊本の最終日の馬肉料理と、このお雑煮でした。

そして何とか上半期を終えて新年を迎えました。

　１月８日　　新年家族例会。この時、市川会員が入会されまし

た。

　２月６、７日　　地区大会が幕張のアパホテルで開催されまし

た。

森市会長と１０分区の会長、幹事と、ザ・マンハッタンに宿泊し、

交流を深めました。

　４月に入り、川越に職場見学の為バスで参加し、美味しいうな

ぎ、菓子屋横丁を見学しました。

　５月２０～２２日　　親睦打ち上げ旅行で、沖縄、那覇に２泊

３日で参加。

沖縄は梅雨入りでしたが、何とか天候には恵まれ、２日目は観光

組、ゴルフ組、釣り組にと分かれ行動しました。私は、嶋田会員、

アデル会員、市川会員と４名の初心者だらけで船に乗り込み、

電動リールを使っての海釣りに行きました。

初心者集団の結果は、船頭に怒られながら、謝りながらも、２２

匹！…と意外にも大健闘。

夜の宴会で、刺身、唐揚げ、煮付けと料理して、会員の皆様に食

べて頂きました。

　６月１０日　　第２回インターゴルフ　　塚本会員が優勝。

振り返りますと、色 と々行事の多い一年間でしたが、理事、各委

員長、会員の皆様、事務局の片岡さんのご協力で、なんとか

森市年度が終えようとしています。次年度の馬場会長、水留

幹事を盛り上げて、柏西ロータリークラブの更なる発展に努

めたいと思います。

卓話 　幹事　柳　肇　



結婚記念日
柳、斉藤       会員

写真ありがとう
湯浅、増谷     会員

ビジター
馬場　宏之（神戸RC）  　　　様

ポール・ハリス・フェロー 受賞　川和会員 6/10 インターゴルフ優勝　塚本会員

委員会報告　地区社会奉仕委員会　松本 ユミ会員 委員会報告　地区フェローシップ委員会　増谷会員

委員会報告　地区財団資金・推進管理小委員会　水野会員 委員会報告　地区 PG・諮問委員会　中村博亘会員

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は6月24日（金）通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル（営業課）   04-7146-1122までクラブ会報委員／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　79.37%

63名
13名

出席報告

欠席者

浅野、市川、江口、岡島、長田、景山、金本、
後藤、小林（正）、東海林、杉山、助川、見付
 　　　　会員

会員数

(^^♪
皆さんのご協力で分区の行事も無事終了ありがとう
     　　　鈴木桂三会員
ガバナー補佐 1年間ありがとうございました　
      　　榊会員
6/10インターゴルフ優勝ありがとう　　　塚本会員
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2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
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四つのテスト

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHIROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

会 長：森 市 直 樹　　幹 事：柳　肇

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長 

1. 会長挨拶 森市　直樹 会長

1. 幹事報告　　柳　肇 幹事

1. 点　　鐘 森市　直樹 会長

1954回通常例会

会長　森市 直樹
会長挨拶

　会員の皆様、こんにちは！

いよいよ、最後の会長挨拶となりました。

　RI 会長テーマ「世界へのプレゼントに

なろう！」をテーマを発表されました。私

は、このテーマを「自分の意志や行為の全

部が世界へのプレゼントになるような、そ

んな人間になろう」という意味だと解釈し

クラブの計画・活動方針を打ち出し、皆

様に与えられた１年を充実した活動が出

来るよう、年間行事予定をすべて入れ、各

委員会の役割と目標を明確に打ち出しま

した。

　「責任を持って活動しよう！」をテーマ

に、沢山の活動機会と、行事を取り入れて

まいりましたが、会長方針の中にも、有意

義であったものと、そうでないものは、こ

れからの柏西ロータリークラブに中で考

えて活動して頂きたいと思います。

　１年間、この立場をプレゼントしてくだ

さりました、ロータリアンと関係者に感謝

いたします。

　理事会メンバー・委員長には、ただな

らぬ、ご迷惑をお掛けいたしました１年間

有り難うございました。

　１年間、どんな時もこれらの言葉を噛み

しめ、前に進み続けました。

努力して結果が出ると、自信になる。努力

せず結果が出ると、傲りになる。

努力せず結果も出ないと、公開が残る。努

力して結果が出ないとしても、経験が残

る。

中途半端にやると他人のマネになる。とこ

とんやると他人のマネができないものに

なる。

できるかできないかではない、やるのかや

らないのかがすべてである

人のために強くなる人のおかげで暖かく

なるそんなあなたの心を優しさという

心が貧しいと、人を責めたくなる。

心が卑しと、人の欠点ばかり見えてくる。

心豊かになると、人のいいところが見えて

くる。

努力する人は希望を語り怠ける人は不満

を語る

頑張っている人は、見えない所で頑張っ

ている

いつも笑っている人は見えない所で泣い

ている

優しい人は見えないところで我慢している

そんなところに気ずける人になりたい。

心豊かにするには、受け入れることかも

思いは言葉にしないと何も伝わらない。

言葉は行動にしないと何も伝わらない。

行動は結果にしないと何も生まれない。

そんな世界に生きながら、困ったときに助

けてくれる人がいる

悩んだときに話を聞いてくれる人がいる

辛いときに励ましてくれる人がいる

何でもないことで笑い合える人がいる

それだけで十分幸せだよね

いつかできることは、すべて今日でもでき

る。

人間、志を立てるのに遅すぎるということ

はない。

負けたら終わりではないやめたら終わり

なのである

この道より、我を生かす道なし

この道を歩く

いつかできる事は、今日もできる

笑って暮らすも一生、泣いて暮らすも一生

人生の節目となる瞬間は、自分でそれとわ

からない

何もか失われた時にも、未来はまだ残っ

ている

人生の半分はトラブルで、あとの半分はそ

れを乗り越えるためにある

退屈すれば長く、充実すれば短い

昨日から学び、今日を生き、明日へ繋いで

いこう

これからも、パスト会長として出来る限り

の応援をさせて頂く所存であります。

会員の皆さん、１年間本当にありがとうご

ざいました。

あらためて厚く御礼申し上げますととも

に、皆さんの今後のご健闘とますますの

ご健勝をお祈りいたしまして、私の挨拶と

いたします。

会報　第1921号



私のロータリー世界
ロータリアンとして、私は同じ志を持った世界組織
の一員でしす。

a) あなたは、今まで誰かに”ロータリーとは、一体
何ですか”と尋ねられた
ことがありますか？　その時、あなたはどうこたえ
ましたか？
ロータリーは、利他の心を養い、人を育てるととも
に、献身的な奉仕活動を
行う世界的な団体
b) ロータリーの目的は、どこに書かれているでしょ
うか？
柏西 RC定款　第４条

c) ロータリーの目的は何でしょうか？
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。
他４項目
d) 五大奉仕とは何でしょうか？
RCの活動の哲学及び実践的な基準である
クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕

２０１５－２０１６年度　活動内容

戦略計画委員会
クラブの長期計画・活動方針を見据え、目標指針
に向かい夢や希望を取り
入れ、３つの優先項目（会員増強・奉仕・公共イ
メージ）を考え活動を計画する。
親睦活動
新旧役員交替式・納涼例会・インターゴルフ（１，
２回）・クリスマス例会・
情報研究会・新年家族例会・地区大会・IM・
合同ゴルフ・西南ゴルフ・沖縄旅行・他
職業奉仕
青森職場見学・川越職場見学

社会奉仕
大堀川清掃・手賀沼エコマラソン・柏駅東口事
業

人間尊重
柏祭り・マザーズガーデン・つくし野幼稚園

青少年
RYLA

国際奉仕
姉妹クラブ３５周年記念旅行熊本・ネパール支援・
ソウル国際大会

会員増強

会員満足度調査
クラブ活動・運営に対する満足度を知るためのも
のです。クラブ運営改善の基礎
資料となりますので、会員の皆様の意見をお聞か
せください。

１）　あなたは、自分のクラブで、活動している度
合についてどう思いますか。
新会員の勧誘
増強・退会防止

会員のためのオリエンテーション
納涼例会・インターゴルフ・新年例会・旅行等

研修・教育
年２回開催

地域への奉仕プロジェクト
柏祭り・施設・幼稚園・清掃

国際的奉仕プロジェクト
姉妹クラブ・ネパール支援・国際大会

クラブの広報活動
フェイスブック・ライン等

次年度の奉仕活動

こんなことをやってみたい？

第 6 回クラブ協議会



本日のお食事

結婚記念日
小林（太）、川和、岡島     会員

写真ありがとう
川和、高田、中嶋、小溝     会員

委員会報告　ガバナー補佐幹事　鈴木桂三会員 委員会報告　ロータリー財団委員長　塚本会員

宮城会員　送別会 宮城会員　送別会

BOXありがとう！ニコニコ

次回の例会は7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／中村 靖・升谷 庸・浅野 肇・見付 季代子

出席率　82.54%

63名
11名

出席報告

欠席者

市川、菊池、長田、後藤、小林（正）、東海林、
杉山、野寄、見付、湯浅、箕輪
 　　　　会員

会員数

(^^♪
素敵なプレゼントありがとう
1年間ありがとうございました  　森市会長







ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
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