
 

 

 

 

 

 

 

 

千葉北ロータリークラブ会長   李嗣毅様    
      〃     幹事 長谷川陽介様 
      〃     P 会長 神長洋士様 
 

 
 

 
 

 

 

  
本日は、千葉北ロータリークラブ 会長 李 嗣毅
様、幹事 長谷川 陽介様 
パスト会長 神長 洋士様 出席いただきまして
ありがとうございます。 
千葉東ロータリークラブが 1991 年 1 月 21 日創
立です。千葉北ロータリークラブの創立が、1998
年 1 月 14 日に千葉東ロータリークラブが創立 7
年経った時に千葉東ロータリークラブがスポン
サークラブとなって創設されています。その関係 
で例会に出席されています。 

 
 
明後日は、私と坂下幹事が出席させていただきま
すのでよろしくお願いします。 
この例会が、2021-22 年度千葉東ロータリーク

ラブとしては 2 回目となりますが、私と坂下幹
事は、今年度 8 回目の例会です。 
第 3 グループ 7 クラブの初例会に参加しまし

た。8 月のガバナー訪問前に、ガバナー補佐の清
田様が次週 7 月 19 日の例会におみえになりま
す。今後、千葉東ロータリークラブの運営、委員
会活動をどのように実施していくか、まずは、本
日の例会で、私の会長としての年度方針と坂下幹
事から年度方針の説明いたします。 
会長方針は、後ほど説明を行いますが、私は例

会毎に会長としての挨拶の時間をいただいてい
ます。この挨拶の時間を活かしていきたいと思っ
ていますが、私は話し上手ではありません。 
私は技術屋です。設計事務所をしていますので、

設計図、仕様書、工程表等など資料を作成して説
明がなくても建物が出来るようにと仕事をして
います。そのような仕事の仕方をしてきています
ので、話しを得意としてきませんでした。 
例会のこの挨拶の時間は、皆さんに毎回、話し

下手だからとつまらない時間となっては申し訳
ありません。簡単には話し上手にはなれないと思
っていますので、話しの内容を良くして、会員の
皆様に少しでも役立つ時間としていければ良い
と考えました。 
今後この会長挨拶には、私は、この 5 年間例会

にしか参加していなくロータリーのことについ
ては、会報など配布されても開くこともせず、ロ
ータリーのことが良く分かっていません。 
会長になって第 3 グループの初例会に東を含め
7 クラブの例会に参加して、各クラブの会長、幹
事、その他、会員の方々の話を聞きながら、 
このままでの会長ではダメだと自覚しました。 
一週間に、7 クラブの例会を各クラブの会長と幹
事の皆様方と行動を共にしたことで連帯感を感
じることができました。このままでは、千葉東ロ
ータリークラブ会員の皆様に申し訳ないので、こ
れからは、ロータリーのことを勉強して、例会時
の会長挨拶時の話しとしてすることで自習し、会
員の皆様へロタリーで役立つ話しをしていきた
いと考えています。 
今後の会長挨拶を有効な時間にしていきたいと
の私の抱負を説明して、会長挨拶とさせていただ
きます。 
 
 

本日のお客様 
 
 

 

会長挨拶 江上会長 
 

国際ロータリー会長 
シェカール・メータ 

第 2790地区ガバナー
        梶原 等 
第 3グループガバナー補佐 

清田 浩義 

千葉東ロータリークラブ 

会 長 江上 俊彦 

幹 事 坂下 雅紀 



 
 
 

 

 

 
こんばんは、出身は台湾の高雄で、高商事㈱ 
高さんと出身地は一緒です。 
また、高さんとは会社も前職は一緒であり大先
輩です。ロータリーの入会のきっかけは日本支
社設立時に栗原さん、外立さんに声を掛けてい
ただき入会しました。 
ロータリー歴は 17 年になりますが、まだ分か
らないことがいっぱいあります。 
江上会長、坂下幹事ご就任おめでとうございま
す。会長エレクトを引き受けてから、1 年半 
台湾には帰れていません。しかしながら、日本
から台湾へ多くのワクチンを送っていただき 
65 才以上は皆ワクチンを打てるようになり、 
日本には非常に感謝しています。台湾ではコロ
ナ発症が少なくワクチンを買うという考え方が
なく用意がされておらず本当に感謝しておりま
す。千葉北ロータリーでもコロナ禍において例
会数は少なく、奉仕活動もほぼ出来ていない状
況であり、今年度は通常の活動を開催していき
たいと思いますので、スポンサークラブとして
色々な事を教えていただきたいと思います。 
また、高雄五福ＲＣとの交流があるときには 
是非通訳でもいいので呼んでください。 
今度ともどうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 

 

 

 田中会員 鳴海会員おめでとうございます！ 

米山功労クラブ感謝状授与 
 

 
 
 

 

 
 皆さんありがとうございました。 

これからも、宜しくお願いします 
 

 
 

 

 

   宍倉ＰＰおめでとうございます！ 
 
 

 

 
1. 納涼家族例会蔓延防止の為、7/31→8/21 変

更 
社会情勢により再変更の場合あり 

2. 9/12 第 3 グループ合同プロジェクト 
いなげの浜清掃は雨天順延の場合 10/2 予
備日となります 

3. 熱海災害支援地区から正式要請あり次第理
事会にて協議し決定します 

千葉北ＲＣ李会長挨拶 
 
 

今月お祝い（誕生日） 
 

米山功労クラブ感謝状授与 
 

ポールハリスフェロー 

第 3回ピンバッジ授与 

 

幹事報告 坂下幹事 
 
 



 

 

今まで経験したことのない新型コロナウイルス
感染症は、2019 年 12 月 31 日中国武漢で原因
不明の肺炎として発生、2020 年 2 月にダイヤ
モンド・プリンセス号でコロナウイルス感染者
が確認されてから、1 年半コロナウイルス感染
が長期化となり、緊急事態宣言、まん延防止等
重点措置が繰り返し行われてきました。長期間
にわたり、外出自粛、休業要請などで日本国民
は疲弊しきっています。一刻も早くワクチン効
果が出ることを切に願っています。 
今年度のＲＩテーマは「奉仕しよう みんなの人
生を豊かにするために：SERVE TO CHANGE 
LIVES」です。ＲＩ会長シェカール・メータ氏
は、「人のために世話をし、奉仕することが最良
の生き方。なぜなら、その経験を通じて誰かの
人生だけでなく、自分の人生を豊かにできるの
だから・・・。」とロータリーでの奉仕プロジェ
クトへの参加を通じて自身が人間として成長し
て、成長したことにより他の人のニーズにも目
を向けられるようになった。と述べられていま
す。ロータリアンになったことで数々の奉仕プ
ロジェクトに取り組む事が出来て「ロータリー
が私の心に火をつけました。人類全体を考える
ようになりました」とロータリーがＲＩ会長の
シェカール・メータ氏をブラッシュアップして
います。2790 地区スローガンは「繋ごう次世
代へ  夢ある未来に向けて： LOVE Other 
Spirit」です。ＲＩ会長シェカール・メータ氏の
熱いメッセージを受けて、ロータリアンとして
国際社会の平和と安全を願い、常に行動を起こ
し続けることにより、次世代に健全で安心安全
な社会として繋いでいく。まさにアフターコロ
ナをロータリアンとして、どのように地区、日
本、世界、全人類の為の奉仕活動として取り組
んでいけるのか。まずは、千葉東ロータリーク
ラブの皆様と今年度のＲＩテーマを念頭に置い
て人のための奉仕活動を具体的に計画して実行
していくことにより、皆様の人生が豊かになっ

たと実感が持てる活動にして行きたいと考えて
います。 
【2021-2022 年度会長活動方針】 
1.ロータリーの目的である意義ある事業の基礎

として奉仕の理念を推奨して育む。 
2.ロータリアンの行動規範の倫理上の尺度とな

る四つのテストの実践 
3.各委員会の活動計画の実施とフォロー（Ｐ：

計画、Ｄ：行動、Ｃ：検証、Ａ：改善 ＰＤＣ
Ａを廻す） 

4.新入会員オリエンテーションを計画・実施し
て、新入会員の増強及び退会防止を図る。 

5.千葉西、千葉若潮、市川シビック、近隣クラ
ブとの交流によりクラブ活動の活性化を図る。 

6.社会奉仕活動としての恩寵苑、千葉県立盲学
校などの支援活動を継続する。 

7.千葉東ロータリークラブ会員として活動を通
してクラブに愛着持ち、会員同士の友好、信
頼を育む。 

8.納涼家族例会、忘年家族例会、炉辺会議の開
催により会員相互の絆を深める。 

9.チャリティーゴルフコンペ、ボウリング大会
など、メンバー及びメンバー関係者との親睦
を深める。 

10.「楽しくなければロータリーではない」ロー
タリーを楽しむためのロータリアンの自覚を 

 
養う。 

 
会長の熱い思いを形にするということが幹事の
仕事と考えておりますが、一人では到底成し遂
げることはできません。先程話しありました名
ばかり委員長というのは今年はありません。私
とともに突き進めて参りますので、ご協力の程、
宜しくお願い致します。 
また本日時間の都合上、お願いしておりました 
各委員長による新年度方針は、来週のガバナー
補佐訪問時に熱い発表いただけますよう、宜し
くお願い致します。 
 
 

 
千葉北 RC 会長 李 嗣毅様 
 江上会長、坂下幹事ご就任おめでとうござ 

います。 
江上会長 
 本日は千葉北 RC 李会長、長谷川幹事、 

神長ＰＰ様、ご出席ありがとうございます。 
坂下幹事。 
 千葉北 RC の皆さん本日はありがとうござ 

いました。水曜日はよろしくお願いします。 
 
                合計 12,000 円 

累計 114,000 円 

会長新年度方針 
 

幹事報告 坂下幹事 
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事務局：264-0037 千葉市若葉区源町 108 2 階 
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創 立：1991 年１月 日 

認 証：1991 年３月６日 

例会場：ホテルニューオータニ幕張 
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