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会長挨拶

江上会長

5.
6.
7.
8.
9.
10.

社交的になる
顔に品がでてくる
几帳面になる
話題が豊富になる
健康になる
家族が喜ぶ

このあと 1 年を振返っての話す時間がありま
すので この 1 年間については､後ほど話しをさ
せていただきます。
本日の会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告

皆様、こんばんは
先週 17 日（金）に今期最後の第 3 グループの
会長幹事会があり坂下幹事、事務局の滝田さん
と参加してきました。坂下さん、滝田さんお疲
れ様でした。 幹事会は毎月行われていて､幹事
同士のコミュニケーションはすごく良い雰囲気
で、同期幹事は貴重な仲間作りはできうらやま
しく思っています。 坂下幹事も 1 年間幹事は
大変だったと思いますが、それ以上に良いもの
を得られてるのだと思います。 私も徐々にで
すが、他クラブの皆様と交流が広がっていてロ
ータリーに入っていて良かったと感じています
し、ロータリーが楽しくなってきていま
す。 本日は会長挨拶では､ロータリーについて
の内容でやった方が良いと RLI でも 話を聞き
ましたので、この貴重な時間はロータリーにつ
いての話しとしたいと思います。
ロータリーとは、新会員オリエンテーション
の資料に 誰もが初めから立派なロータリアン
ではない
新会員のあなたは「ロータリーを学び」そして
「ロータリーを学ぶ」
ロータリーの 10 徳
1.
交流関係が広くなる
2.
常識が広くなる
3.
行儀が良くなる
4.
朗らかになる

1. 昨年開催されました、第 3Ｇ稲毛海岸清掃時
の余剰金ですが、米山寄付にさせていただき
ます。
2. 27 日慰労激励会は 1 階千羽鶴にて行います。
また、お車でのご来場はお控えください。
ゲストは、清田ガバナー補佐、大野地区幹事
米山奨学生鄭栄智さんです。
3. 来期他クラブ初例会参加される方は、事務局
まで連絡をお願い致します。
委員会報告
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寺谷親睦委員長

1. 令和 4 年 7 月 23 日（土）納涼家族例会を
開催する予定にとなりますので、ご予定く
ださい。
2. 令和 4 年 8 月 3 日（水）第 6 回千葉東ＲＣ
チャリチィーゴルフコンペを開催致しま
す。
ご参加ください。

一年を振返り
222
皆様、改めましてこんばんは
今期１年を振り返って 私は、還暦を迎えた年
の千葉東ロータリークラブに入会して 6 年 4
ヶ月となります。 ６６歳となりましたが、い
まだに大病はなくいたって健康に過ごしていま
す。

江上会長
入会した時には、まだ娘が結婚前で三人暮らし
でしたが、４年前に娘が結婚して あっという
間に孫が､浜松にいる息子夫婦にも奈良にいる
娘夫婦にも今期に孫が産まれて ２他家族で四
人の孫が産まれました。孫がかわいくて５月末
には奈良に行ってきました。 仕事の方は、こ
の６月が 18 期目の決算期となります。今期も
前期同様にコロナの影響もありましたが、 お
客様に恵まれて今期も黒字で税金を納めて決算
ができます。 弊社業務の、医療介護施設の建
物管理は：継続で３法人と管理契約を結ばせて
いただいております。
1.建物の経年変化を確認しながら､改修工事や
機器の更新工事の管理を行っています。
2.建築基準法上の定期報告：特定建物の報告業
務は継続で医療介護施設：13 施設
ゴルフ場（姉ヶ崎カントリー倶楽部、立野ク
ラッシックゴルフ倶楽部）スポーツ施設
焼却場の余熱利用施設：印西温水センター
合計 16 施設 毎年継続で行っています。
3. 同上の 定期報告業務を行っています施設
は建物の状況把握が出来ていますし、設計

図書も管理していますので、改修工事や機
器の修繕修理などの工事対応を行っていま
す。
4. 同上 法人の建物の新築、増築、改修工事
設計監理業務も引き続き行わせていただい
ています。特に今期は設計業務が多く、引
き続き期をまたいでの設計業務があるので､
来期の見通しも明るい状況になります。
仕事量が増えましたし、ロータリーのことも
少々増えましたので かつては､毎晩飲んでいた
家飲みを平日は飲むのをやめて仕事時間にあて
るようにしました。 自宅事務所だから出来た
ことです。10 年前に在宅勤務ができるように
千葉みなとに引っ越しをして自宅事務所に変え
たのが功を成しています。 この 21-22 年度は
仕事もプライベートも充実した１年でした。 7
月 1 日からは、第 19 期を迎えることが出来ま
す。
この１年間のロータリーは、昨年の 7 月から
会長を務めさせていただきました。昨年 ７月
1 日（木）の昼：千葉中央 RC,夜：若潮 RC の
第３グループの初例会参加から始まりまし
た。 5 日（月）の昼：千葉 RC、夜：千葉東
RC、6 日（火）昼：幕張 RC、夜：千葉西
RC、7 日（水） 昼：新千葉 RC と 1 週間で
7 クラブ、翌週 14 日（水）に千葉北 RC の例
会に参加しました。
その後、ガバナー補佐訪問がありましたが、８
月になって緊急事態宣言がだされ、ガバナー訪
問が延期となり、またコロナの影響を受け始め
た年度でした。 他クラブの会長の皆様は、ク
ラブ歴も長く幹事経験や、会長経験もある方が
ほとんどですが、私の場合は、幹事経験もな
く、いきなり会長になり、戸惑いの連続でした
が、坂下幹事の十分なサポートがあり、他クラ
ブの会長幹事、ガバナー補佐、補佐幹事に皆様
も良い方ばかりでしたので私にとっては、コロ
ナで活動が十分出来ませんでしたが良い１年だ
ったと思っています。
この１年を振り返り、 私は、2016 年 2 月 8
日入会：６０歳の時に入会して、本日 2022 年
6 月 20 日で 6 年 4 ヶ月間 のクラブ歴となり
ました。この一年間は、私は６年目にして初め
ての無欠席達成です。 坂下幹事の企画提案の
チャリティゴルフコンペも 5 回開催が出来ま
したし、次年度も引き続き２ヶ月毎に開催し続
けていきたいと思いますので、今迄、坂下幹事
がメインで行ってきていましたが、今後は寺谷
親睦委員長と池田社会奉仕・青少年委員長に主
体になって行っていっていただきたいと思いま
す。 また、田中会長ノミニーも引き続きチャ
リィティゴルフコンペを引く継いでいただける
と言っていただいていますので、このチャリテ
ィコンペの継続活動としてより良いものにして
いきたいと考えています。
先日の会長幹事会でも若潮 RC ゴルフコンペの
時でも話しが出ていましたが、若潮 RC、千葉

西の３クラブ交流コンペ、ゴルフによる親睦活
動を充実させていくことで、会員同士の交流が
出来るようになることは基本的な活動ですが、

ニコニコ BOX
江上会長
今期もあと 2 回です。よろしくお願いし
ます。
坂下幹事
今期一年ありがとうございました。

その基本の交流を強化させることが、 楽しい
ロータリー活動になっていけばいいなと考えて
います。 また、今期は、RLI に参加して一通
り終了しました。 次年度は次のステップに進
むつもりでいます。
この１年を振り返って、幹事の坂下さんに支
えてもらえないと成り立たない会長でした。
坂下幹事、また事務局の滝田さんいろいろとお
世話になりました。感謝申し上げます。
坂下さん次週の例会で今期幹事は終わります
が、引き続きクラブ広報会報・ＩＴ委員会委員
長 をお願いします。 また、各委員長の皆様：
加藤米山記念奨学会委員長、 宍倉奉仕プロジ
ェクト委員長、曽我会員増強委員長、 池田社
会奉仕・青少年委員長、武田クラブ管理運営委
員長、 工藤職業奉仕委員長、寺谷親睦活動委
員長、 松澤会計
田中ノミニー：国際交流委員長、次年度も引き
続き よろしくお願いします。 西田 SAA、瀨
川副 SAA 高柳 PP 事務局の滝田さん
手塚幹事、武田副幹事

合計 10,000 円
計 463,000 円

次年度もよろしくお願いします。
坂下幹事
皆さん一年間ご協力いただきまして、ありがと
うございました。感想としましては一年間が
あっ、という間でありました。コロナ禍であり
出来たこともあり、出来かなったこともありま
したが、それを理由に出来ないではなくどのよ
うにすれば出来たかと考えていかなければ成長
はないと思います。来期も制約ある中活動しな
ければなりませんが、当初お話ししました各委
員長にもっと、もっと活躍いただき報告等いた
だき活発な活動ある千葉東ＲＣにしていきたい
と思います。それには、各委員長が役職の役割
を今一度、「今日からロータリアン」や My
Rotey を登録いただき役割を確認いただき来
期に繋げてもらいたいと思います。
一年間お世話になりました、来期もどうぞよろ
しくお願い致します。
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