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四つのテスト

会長挨拶

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
田中会長エレクトありがとうございました！
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江上会長

皆様、こんばんは
私は、2021-22 年に引き続、続投で会長を務めさせ
ていただきます江上です。千葉東ロータリークラブ
の皆様、本日ご列席いただきましたガバナー補佐の
星様を初め 第 3 グループの会長、幹事の皆様、第
4 グループの千葉北ロータリーの会長、幹事の皆
様、この一年よろしくお願い申しあげます。また、
例会会場のホテルニューオータニ幕張様いつも会
場設営ありがとうございます。 私は、還暦を迎えた
時に自分の残りの人生をどのように生きていけば
良いのか、還暦を機に新たなチャレンジとしてロー
タリーに入会しました。
還暦の時に入会しましたので、今年 67 歳になりま
すので、ロータリー歴が 7 年となりました。
まだまだロータリーアンとして未熟さを感じてい
ます。会長になるまでは例会参加がロータリーだと
思っていましたので、会長になることなど全く考え
ていませんでしたこの私を、幹事経験の無い私を会
長へと坂下幹事に口説かれ、口説きの時のしっかり
と支えるとの約束通りに、この 1 年間しっかりと支
えていただきました。 2021-22 年度は、坂下幹事
と事務局の滝田さんのお陰で 1 年間無事に終わるこ
とが出来ました。どうもありがとうございます。私
は会長になって他クラブさんとの交流、親睦でお付
き合いが出来るようになってきて楽しいなと感じ
始めていた頃、そして RLI に参加してロータリーの
ことが分かり初めた時に、会長エレクトが仕事の都
合で年末に辞退があり、
私の前パスト会長の鳴海 PP
同様に通常では経験のできない 2 年続投の機会をい
ただきました。これも巡り合わせとして、受け止め
させていただきました。私の続投と合わせて、理事、
役員の皆様の続投も了解をいただきました。幹事だ

けは、会長エレクトと併せて決まっていましたの
で、 坂下幹事は続投ではなく、新幹事として手塚幹
事、手塚幹事が行なっていた SAA の後任を西田 SAA
とさせていただきました。手塚幹事，西田 SAA この
一年間私のバックアップをよろしくお願いしま
す｡ 昨年度はコロナの影響で通常のロータリー活動
ができませんでしたが、千葉東ではいち早く Web
での例会開催ができましたし、チャリティーゴルフ
コンペも参加者が多く社会奉仕と親睦と新入会員
増強との 3 つの目的の為に楽しく開催が続いていま
す。 また、前年は理事・役員・事務局の皆様にも支
えていただきましてありがとうございました。
折角の機会ですのでもう 1 年務めさせていただ
き、皆様と楽しくロータリーを楽しんで 次年度、
田中エレクトへとつなげて行きたいと思っていま
す。千葉東 RC の会員の皆様、また、ガバナー補
佐、第 3 グループの会長、幹事の皆様、千葉北の
皆様、楽しくロータリ－活動が出来ますように 1
年間よろしくお願いをいたしまして 会長挨拶とさ
せていただきます。

地区役員委嘱状授与

幹事報告
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1. 地区より世話クラブカウンセラーセミナーが
7 月 2 日に行われ奨学生ジョンさん、松澤ＰＰ
加藤ＰＰ参加いただました。ありがとうござい
ました。
2. 地区より卓話者派遣についてのご案内です。
卓話者を派遣する仕組みが出来上がりまし
た。地区 HP に卓話者リストを掲載します卓話
者リストを有効にご活用頂きクラブの活性化
にお役立てくださいとのことです。こちら
は、坂下プログラム委員長に連携済みです。
3. 地区より、ガバナー月信が届きました。地区
ホームページにも掲載されてます
4. 上期年会費の納入時期となりました。皆様お振
込み宜しくお願い致します。
5. 本日、例会終了後に理事会がございます。
関係者はお残り下さい。

委員会報告
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星ガバナー補佐より授与いただきました！
米山記念奨学委員会 委員
加藤 隆 PP
RYLA 委員会
委員長
鳴海寿裕 PP

米山奨学生奨学金支給
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寺谷親睦委員
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。
江上会長より奨学金が鄭栄智さんに渡されました

リークラブ 1310 回例会にお招きいただきありがと
うございます。江上会長、手塚幹事による就任後の
初例会ということ、、
、江上会長は 2 回目！というこ
とで誠におめでとうございます。また、明日は千葉
西ＲＣ初例会で川城幹事と非常に緊張しておりま
す。本来であればお酒を呑みたいのですが非常に残
念であります。東クラブさんとは当クラブがスポン
サーとなり 1991 年に IR に承認されました。コロ
ナ化でなければ西、東、若潮クラブにて合同例会を
開催しておりましたが、近年開催されないのが非常
に寂しい状況であり、本年も残念ながら自重の運び
となりました。また、出来るようになりましたら再
開したいと思います。また次年度に若潮ロータリー
クラブさん選出の鵜沢ガバナー年度となり現在頑
張っておられますので後方支援協力をしていきた
いと思います。結びにあたりコロナが終結し万全な
新たな年度のスタートを心よりお祝い申し上げま
活動でき、東クラブさんの躍進と会員の皆様のご健
す。本年度 小倉純夫ガバナーのもとで、ガバナー
補佐を務めさせていただきます、星 聡と申します。 勝を祈念申し上げご挨拶とさせていただきます。お
めでとうございました。
所属は新千葉ロータリークラブです。本年度 RI 会
長テーマは「イマジン ロータリー」です。ジェニ
お客様よりご挨拶
ファー・ジョーンズ RI 会長は、ロータリーが世界
にもたらす変化を想像して大きな夢を描き、その実
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内田会長
現のためにロータリーの力とつながりを生かすよ
う呼びかけられました。それを受け、小倉ガバナー
初例会おめで
が掲げる地区スローガンは「ロータリーの仲間との
とうございま
信頼を繋ぎ、千葉から世界を変えていこう！」
、そし
す。コロナ禍も
て第２スローガンは「ロータリーを楽しみながら、
そろそろ終わ
地域で、そして世界で良いことをしよう！」であり
ってもらい安
ます。これらのスローガンには、あくまでロータリ
心したいです
ーの活動の主体は各クラブであり、各クラブの活動
がまだまだの
から生まれる会員同士の信頼あるいは友情の連鎖
ようですが、
が、ひいては世界を変える原動力となるという思い
今後とも、どうぞよろしくお願い致します
。
が込められていると認識しております。私は、小倉
ガバナーの思いを形にすべく、各クラブの皆様方が、
石渡幹事
まずはロータリーを楽しんで頂けますよう、ガバナ
ー補佐として、その職責を全うしたいと考えており
おめでとうござい
ます。１０のクラブがあれば、ロータリーのあり方
ます。幹事が最終例
も１０通りであります。個々のクラブの歴史、考え
会終了時に決定し
方、価値観など、各クラブの「らしさ」あるいは「イ
まし、よくわからな
ズム」というものを最大限に尊重させて頂く中で、
い事ばかりですが
お役に立てることがございましたら、可能な限り、
この一年一緒に頑
お手伝いをさせて頂きます。至らぬ点も多々あろう
張っていきたいと
かと存じますが、精一杯務めさせていただきますの
思います。宜しくお
で、一年間どうぞ宜しくお願いいたします。
願い致します。

ガバナー補佐挨拶
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千葉西ＲＣ花嶋会長挨拶

千葉西ロータリークラブ 48 代会長の花嶋です、宜
しくお願い致します。星ガバナー補佐の次にご挨拶
との事で恐縮しております。まずは、千葉東ロータ

渡邊補佐担当
ご紹介いただきまし
た、星ガバナー補佐
の為の補佐をしてお
ります渡邊です。江
上会長初め会員の皆
様初例会おめでとう
ございます。本日、星
ガバナー補佐と 2 人
仲良く車で参りまし
た。私は青年会議所
の OB で毎年新年会をこちらの会場で行っており、
コロナで開催されず懐かしく、ワクワクしながら来
させていただきました。今後は幹事会で毎月ご一緒
させていただきますが、ガバナー補佐の不平不満が
ありましたら私のほうにどんどん言ってください

川城幹事
皆さんこんばん
は！千葉西ロー
タリー幹事の川
城と申します。
この度は初例会、
誠におめでとう
ございます。私
はまもなく入会
10 年になりま
すが、第 3.4 グループの皆さんと楽しくロータリー
ライフを過ごせてきました。人生の中で得た友人以
外に一生お世話になるのであろう仲間がたくさん
出来たこと感謝しております。東クラブの皆様に於
かれましても今後ともよろしくお願い致します。
柳会長

今年も宜しくお願い致します。

江上会長、手塚幹
事初例会おめで
とうございます。
私は 2 回目の参
加ですがいつも
温かみを感じる
クラブだと思い
ます。今後も温か
みのあるクラブ
であり続けてく
ださい。

原田会長
皆さんこんば
んは！江上会
長、手塚幹事
はじめ千葉東
ロータリーク
ラブの皆様、
誠におめでと
うございます。
先程、千葉西ＲＣ花嶋会長よりお話ありました次年
度にガバナー輩出クラブとなります。本年度はガバ
ナーエレクト年度にあたり三大セミナー開催の使
命もございます。東クラブ様はじめお集まりの皆様
にはご支援、ご協力の程、どうぞよろしくお願い致
します。
北原幹事
千葉若潮ロ
ータリーク
ラブ幹事の
北原と申し
ます。江上
会長、手塚
幹事はじめ
千葉東ロー
タリークラブの皆様、初例会開催誠におめでとうご
ざいます。個人的にはロータリー歴も浅く他クラブ
の方とも交流もありませんでしたが、温かくお迎え
いただきご挨拶させていただきました、ありがとう
ございます。先程、原田会長より話ありましたが本
年度の三大セミナー、次年度のガバナー輩出という
ことでこれまで以上に近隣各クラブに皆様にはご
指導、ご鞭撻いただけますよう一年間よろしくお願
い致します。
北根会長

植田幹事
こんばんは！千
葉中央ロータリ
ークラブ幹事の
植田です。よろ
しくお願いいた
します。
江上会長、手塚
幹事初例会おめ
でとうございま
す。
入会し 10 年
近く経過し本年
度幹事をさせていただく年度となりました。今後も
会長と二人三脚で皆さんと一年間仲良くやってい
きたいと思います。

千葉北ロー
タリークラ
ブ会長の北
根と申しま
す。本日は江
上会長、手塚
幹事ならび
に東ロータ
リークラブ
の皆様、初例会おめでとうございます。当クラブは
東クラブが親クラブということで、第 4 グループか
ら参加させていただき、明日は西クラブさんに参加
させていただきます。当クラブは今週の水曜日に初
例会となりますが、会長挨拶をどのようにするか、
悩んでおりましたが江上会長、花嶋会長挨拶を参考
に挨拶したいと思います。以前は、納涼例会等参加
いただき交流させていただいておりましたがコロ
ナ禍でなかなか出来ておりませんが今後は少しず
つ交流できればと思います。

武田幹事

ニコニコ BOX

千葉北ロー
タリークラ
ブ幹事の武
田と申しま
す。本日は、
江上会長、手
塚幹事、東ロ
ータリーク
ラブの皆様、
おめでとうございます。新年度会長と共に千葉北イ
ズムを守り一年間頑張りたいと思います。どうぞ、
宜しくお願い致します。

新千葉ロータリークラブ
おめでとうございます。本年もよろしくお願いい
たします。
千葉西ロータリークラブ
江上会長、手塚幹事様の船出を祝しておめでとう
ございます。
千葉中央ロータリークラブ
江上俊彦会長、手塚隆雄幹事様、本日は初例会お
めでとうございます。１年間宜しくお願い致しま
す。
千葉若潮ロータリークラブ
江上会長、手塚幹事、千葉東ロータリークラブの
皆様初例会おめでとうございます。一年間どうぞ
大柳
よろしくお願いいたします。
パスト会長
千葉北ロータリークラブ
新年度おめでとうございます。
ご無沙汰し
宍倉会員
ております。
江上会長、手塚幹事一年間よろしくお願いしま
鳴海会長時
す。
代の納涼家
松澤会員
族例会以来
星ガバナー補佐をはじめ本日御出席のお客様、お
の参加だと
忙しい中千葉東 RC にお運び頂きありがとうござ
思います。
いました。
北クラブの
鳴海会員
催しの際は、
ガバナー補佐星様はじめ、各クラブの会長・幹事
東クラブの皆様にはお世話になっております。
様、新年度おめでとうございます。江上会長・手
本日は、北根会長、武田幹事ともに東クラブは初め
塚幹事今年もよろしく。
てであり、ボディーガード役として伺いました（笑）。 坂下会員
若い二人ではありますが一生懸命考え抜いてスタ
会長、幹事一年間よろしくお願いします。
ートさせていますので是非、お力添えを頂ければ幸
江上会長
いです。
千葉東 RC の会員の皆様、ガバナー補佐星様、第
3 グループ会長・幹事の皆様、第 4 グループ千葉
栗原
北ロータリークラブ会長・幹事・PP 会長の皆
パスト会長
様、今期 1 年よろしくお願いします。
手塚幹事
私の前に 14
本日は各クラブからお越し頂きありがとうござい
人程お話し
ました。
いただき、お
話しするこ
とが無くな
ってしまい
ましたが、や
はりロータ
リーの例会
は相対で行うのが良いと改めて実感しました。特に
我々は第 4Ｇで第 3Ｇ方々と接点がなくこのような
席を設けていただきました事、喜ばしく思います。
今後もロータリアンとして皆様と顔を突き合わせ
皆さん初例会お疲れ様でした！
ていきたいと思います。江上会長、手塚幹事、本日
はおめでとうございました。
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