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ロータリー親睦活動月間

柏南ロータリークラブ 会報
第４１代会長 浅野繁

幹事 竹村隆一郎

２０２０－２０２１ 浅野年度スローガン

～ 新しい風を感じよう ～
第１８７３回 ２０２１年６月２２日 (火曜日)
会長挨拶
皆様、こんにちは。
本日の例会が、浅野年度の最後の通常例会です。
こうして、皆様の前で、会長挨拶するのも、本日で最
後となります 。少しほっとした気分と寂しい気分が交
錯して お ります 。会長挨拶は、例会 の 中で、会長一
人だけに与えられた特別な時間です。「話が長い」と
言われることもありましたが、与えられた特権を思う存
分使い切ったのではないかと自負しております。これ
から会長になら れる方も、責任と いう重さはあります
が、そ れ以上に、一人だけ に与えられた特権を満喫
していただければと存じます。
さて、柏市のまん延防止等重点措置も解除され、オ
リンピックの開催も既定路線になりつつあります。あと
は、ワクチン接種が全世代で完了すれば、元の生活
に戻れるのではないかと期待するところです。ワクチ
ン接種と言えば、昨晩、山崎会員から連絡がありまし
て、山崎会員は、本日２回目の接種をされているよう
です。ワクチン接種がなけ れば、今日の例会に参加
し、皆さんにご挨拶をされたかったようですが、残念な
がら参加することができないので、皆さんによろしくお
伝え下さいと承りました。また、先日８日のゴルフイベ
ントの際は、皆様からとても温かいお言葉をいただき、
ありがとうございますともおっしゃっておりました。今後、
誘いがあれば、八木会員共々、親睦行事に参加して
いただけ るという約束は取り付け ております ので、お
二人とのつながりは続けていきたいと思います。
本日の 例会は、たくさん のプログラムが控えて おり
ます。まず、獨協大学のローターアクトの皆様がＺｏｏ
ｍにて参加していただいておりますので、後ほどお話
を聞きたいと 思います 。また、先日の かしわこども未

来学習会開講式に関する心温まるご報告もございま
す。そして、次年度、当クラブから５名の会員が地区
委員として派遣されますので、誰がどのような委員会
に所属し、どのような活動をされるのかを皆様にも知っ
てもらうため、地区委員になられる会員の皆様に、抱
負なども添えて発表してもらう予定です。
最後となりますが、ガバナー補佐選任の件で、少し
お話させていただきます。猫田会員、ガバナー補佐と
いう大役を引き受けていただきまして、誠にありがとう
ございます。ガバナーからの指名を受けて、来年の７
月から就任となりますが、柏南クラブが一丸となって、
猫田ガバナー補佐を支えたいと思います 。本来であ
れば、理事会で選任方法を諮り、その理事会の承認
を受けてパスト会長会で候補者を推薦し、最後に理
事会で承認するという順序で、猫田会員を推薦すべ
きであったところ、大変申し訳ございませ ん が、私の
力不足で、必要な手続を省略してしまいました。必要
な手続を省いてしまいましたが、本日ご出席いただい
た会員の皆様の了承を
いただきましたので、あ
らためて、猫田会員を
ガバナー補佐と して 、
推 薦 さ せ て いた だ き ま
す。猫田会員、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
以上をもち まして 、本
日の会長挨拶とさせ て
いただきます。
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本日の卓話

幹事報告

渡辺 朗 会員

●６月ロータリーレート １ドル＝１０９円

自己紹介を兼ね
て、職業をはじめ、
出身地やご家族
などについて、お
話しいただきまし
た。

今後の予定
６月２９日(火)
７月 ６日(火)
７月１３日(火)
７月２０日(火)
７月２７日(火)

交替式
通常例会 ＡＧ訪問 理事会
通常例会
祝日休会
通常例会 理事会

委員会報告

入会式
株式会社大建

出席委 員 長 森三枝 会員
５月の出席率は７３．６１％でした。

工藤 信一
会員

今井 昇 会員
先日の「かしわこども未来学習会開講式」で演奏
した柏市立柏高等学校吹奏楽部の皆さんからお
礼状が届きました。(手紙の回覧とプロジェクター)
地区委員委嘱

猫田岳治 会員
小林亘 会員
神正臣 会員
（米谷昌紀 会員）
（森秀樹 会員）

広報・公共イメージ向上委員会 山口修代 会員
本日の例会に、ＳＮＳで繋がった獨協大学ローター
アクトがＺｏｏｍで参加します。

本日のゲスト

獨協大学ローターアクトクラブ
Ｋｉｍｂｅｒｌｙ(Ｓｅｉ Ｃｈｏ) 様(上右) 張 逸飛 様(下左)
福田 真珠 様(下中) 竇 嘉琪 様(下右)

ワン コイン
ニコニコ

例会出席報告
浅野 繁
浅野 了 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇
大内 啓
岡田尚子 片岡達生
工藤信一 小髙 潔 小林義和
小林 亘
斎藤由紀
齊藤洋子 櫻井好美 神 正臣
關口和行
髙橋 薫
竹村隆一郎 妻島不三二 鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政
中島恵里 仲原一郎 猫田岳治 服部秀雄 福田理佳
宮 寛
森 秀樹
森 三枝
八木和男 山口修代
山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
渡辺朗
ビジター／Ｋｉｍｂｅｒｌｙ(Ｓｅｉ Ｃｈｏ) 様 張 逸飛 様
福田 真珠 様 竇 嘉琪 様
欠席者
出席者
出席免除者

６ 月 ２ ２日
６， ５ ４２ 円
累 計 １ ２ ３， １ ６５ 円

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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どうか

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

６月２２日

４０

２５

４

６９．４

必ず事務局へ連絡をお願いします。
（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

