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会長挨拶

江上会長

皆様こんばんは、
先週の忘年家族例会は，ご家族参加でいつもとは違う
ちょっと華やかでいい雰囲気で行えました。またお笑
いタレントの「長州小力」さんもアンコールのあとの
乗りがよく、写真撮影などサービス精神いっぱいで楽
しい時間を過ごすことができました。
親睦委員、親睦委員長の寺谷委員長、幹事、SAA の皆
さんありがとうございました。今年最後の例会となり
ました。 本日は、このあとクラブフォーラムでこの１
年の振り返りをしたいと思います。
私は、仕事的には弊社は 6 月決算で、６月で 17 期が
終わり，現在 18 期の半分が終わるところです。17 期
は 16 期より 20％ほど，売上が減りましたが、
原価率が抑えられましたので，利益の確保はでき例年
通り納税の義務は果たす事が出来ました。今期は
2018 年８月から打ち合わせを始め３年超しの姉ヶ崎
カントリー倶楽部の浴室棟の 設計･監理業務が来月１
月には終わります。コロナの影響を受けて１年着工が
延びましたが 無事完成ができ、来月から使用開始：オ
ープンとなります。是非、次回のチャリティゴルフコ
ンペの時にお風呂場を堪能していただければと思って
います。 また、設計・監理業務として医療関係の増築
改修工事の設計が２件、設計中で来年着工、
介護施設で，補助金事業の改修工事が２件、今月と来
月に入札を予定しています。
また、確認申請，検査済証のない建物が平成 11 年ま
で多く存在しています。
検査済証がない建物は、
増築、
エレベーター等の設置、
取替工事など新たに確認申請をようする工事が出来ま
せん。検査済証と同等になる裏付け根拠を作り、確認
申請がとれるようなビジネスモデルを弊社の新たなメ
ニューを今年加えることができました。用途変更をし
なければならない建物などありましたら、是非，弊社

にお声かけいただけますと幸いです。この場で，弊社
の宣伝をさせていただきました。
また、個人的にはゴルフのスコアーをスマフォに入力
しています。2017 年以前のデータはアプリの更新が
出来なく，データも引き継げなくなくなってしまいま
したが
2018 年からのアプリのデータがこの iPhone に入っ
ています。
2018 年は、ラウンド 10 回 100 切りが、
3 回 30％
2019 年が、13 回で 100 切りが 6 回 46％
2020 年が、14 回で 100 切りが 4 回 28％
2021 年が、16 回で 100 切りが 9 回 56％ この
4 年間のベストスコアーが、91 で 4 回でていますが、
90 の壁はなかなか切れません。 ベストハーフは、41
回 一番たたいたのが、2019 年 5 月のラウンド 129
回 バンカーと林に苦しめられスコアーをつけるのが
厭になりました。 しかし，次のゴルフでは、ベストス
コアーの 91 ですので，私のゴルフは安定感がありま
せん。スコアーが良い時は、ドライバーが曲がらない、
ボギーペースで回れて、パーも拾えて トリプル以上を
たたかない、おおたたきのホールがない、1 打，１打
に集中が出来ている と，スコアーとゴルフ内容は一致
します。 よく、ゴルフと仕事とは通じるものがあると
いわれていますが果たしてどうでしょうか
まずは，ゴルフ場は社交場です。礼儀作法と気遣いが
感じられます。
また，
紳士淑女のスポーツとも言われ，
マナーが重視されます。とても大事なことです。
スコアーは良いに超したことはありませんが、月に何
回もゴルフをする方は，当然スコアーは良くなってい
るのだと思いますが、月一ゴルファーは、なかなかそ
うはいきません。
しかし、一緒に廻っていて楽しく、スムースにプレー
が出来れば、一緒に廻ることで，その人の人となりが
見えて、とても良い親睦、信頼関係が築ける機会とな
ります。
私の任期期間は、偶数月でチェリティーゴルフコンペ
を開催させていただきます。
２ヶ月１回との頻度ですので、スコアーが良くなる程
の実践効果は見込めないとは思いますが、是非、多く
の会員の皆様に参加いただき、入会の見込めそうな方
を誘っていただき また、ガバナー補佐の清田さんも次
回参加予定ですし、若潮 RC の会長、幹事にもお声か
けさせていただきました。多くの方に参加していただ
き，親睦と会員増強とチャリティー：社会貢献ができ
るコンペを継続させていきたいと思っていますので、
年明け来年の 2 月 2 日も是非ご参加をお願いして会長
の挨拶とさせていただきます。

）
本日のお客様
市川シビックロータリークラブ
会長ノミニー 井上喜久男 様
ようこそ、お越しくださいました！

幹事報告

坂下幹事

1. 1/7（金）初年度初例会となります
お間違えのないように
1/17（月）炉辺会議（東船橋 かんたろう）
1/24（月）ゲスト卓話（生理の貧困）
2/2 (水) 第 3 回千葉東チャリチィーゴルフコンペ
2/12 (土) 地区会員基盤向上セミナー
2. 11/13 開催地区情報研究会の動画が配信されまし
たのでご覧ください。
3. 来年 2/5 より RLI パート 1 が開催されます
現在、江上会長、手塚 SAA が申込済みです。

委員会報告
第 2790 地区 RYLA 委員会

鳴海寿裕 委員長

令和 4 年 2 月 2 日（土）
第 45 回 RYLA21 世紀リ
ーダーシップセミナーが
開催されます。以前は歩
行ラリーを開催しており
ましたが、本年度は講演
と避難所運営ゲームを行
います。
当クラブからも多くのサポーター募集しておりますの
で、ご協力お願い致します。

クラブフォーラム
（一年を振り返り）
曽我ＰＰ
コロナ禍手探り状態
でやってきました、当
事務所も移転し現在
14 名体制で運営して
きました。今後もどう
なる分かりませんが
何とかやってこれて
良かったです。
西田会員
7 月に入会させていた
だきまして、ロータリ
ー活動をリモートで
博多から参加させて
いただき何となく空
気は勉強させていた
だきました。来年は、
更に活動に貢献して
いけたらと思います。特にエンターテインメント分野
は得意なのでサポートしていけたらと思います。

工藤会員
一年を振り返り、ま
た歳を取ってしまっ
たかなと、
、本年度は
趣味の歌が歌えない
こと、あとボーリン
グはマイボールが良
くなったので 200 出
せるようになった。
ただし、ゴルフは、、、
江上会長を見習って頑張ります。
鳴海ＰＰ
会長、幹事半期当ク
ラブを引っ張ってい
ただきありがとうご
ざいます。私も今年
度いろいろ辛いこと
一杯ありましたが、
ロータリアンに助け
られ、叱られ、語り
あえました。入会からこれほどしみじみ語りあえたこ
とはなかったと思います。本当にロータリーに入会し
て良かったと思う一年でした。
松澤ＰＰ
コロナで前半はオン
ラインが多くお会い
することが出来ませ
んでしたが、最近は
皆様にこのようにお
会いできるようにな
り、一安心しており
ます。医療系は患者
さんが少なくなり薬
局も処方日数が長くなると経営的には良くないと聞き
ますが、お陰様で何とかと年を越せるかなと一安心し
てます。寒くなりますので、コロナ、風邪には十分お
気を付けください。また、来年元気に会いましょう。
高柳ＰＰ
久々に見る景色です
ね！ご存じのように
観光業界は昨年から
非常に苦しい状況が
続いてます。最近リア
ルの例会に参加しロ
ータリーていいなと
思っております。
最近は、学校行事が動き出し頑張って仕事し、例会に
も楽しく出席したいと思います。
加藤ＰＰ
今 年はい ろいろな こ
とがありました、最愛
の妻を亡くし、会社の
移転がありました。
そ の中で なんでも 自
分 でしな ければな ら
ないので、食事には苦
慮してますが、ようや
く慣れてきました。持病に関しては全快となり最終的
には良い年となりました。

田中会長ノミニー
先週の忘年例会仕事
の都合で参加できず
申し訳ありませんで
した。今年メインイ
ベントは新社屋の購
入でした。しかしな
がら様々な諸問題が
あり頭を悩ましてお
りますが、今年もありがとうございました。
手塚 SAA
今年は SAA を務めさせ
てさせて頂きました。来
年は幹事として頑張っ
ていきます。

井上会長ノミニー
本来本日は例会です
が、25 日クリスマス
例会の為休会であり
参加させていただき
ました。
当クラブは、入会順
で会長となります。
本年度予定しており
ました 30 周年例会はコロナにより中止とさせて頂き
ました。開催されていれば橋本聖子さんに講演頂く予
定でした。非常に残念です。

ニコニコ BOX
市川シビック RC 井上会長ノミニー
来年もよろしくお願いいたします。
曽我会員
来月は結婚記念日、はるばる昔の話になりまし
た。月日の経つのは本当に早いものです。
鳴海会員
江上会長、坂下幹事、半期お疲れ様でした。
残り半期よろしくお願いします。
田中会員
先週は参加出来ず、すみませんでした。
江上会長
今年一年お疲れさまでした。来年もよろしくお願
いいたします。
坂下幹事
今年もありがとうございました。来年もどうぞ宜
しくお願い致します。良いお年を！

本日のお食事

合計 33,000 円
累計 263,000 円
事務局滝田さん、半年間
お疲れ様でした。来年も宜
しくお願い致します。
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