
第２３４３回例会報告議事録（新旧交代式）
日時　２６年６月２４日（火曜日）
場所　富枡旅館
時間　１８：３０点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：なし

　今日は今年度最後の例会です。一年前に始まり、何もわからない中やらせて頂いて本当
にありがとうございました。丸田前会長には段取りをほとんどやって頂いたような感じで
した。楽ではなかったですが、非常に気持ち的には楽にやらせて頂きました。たくさんの
親睦活動をして頂き、出席して頂き心より感謝しております。ありがとうございました。石
巻から京都旅行まで楽しくして頂きました。この一年はロータリーで会長という役職を頂
き、昨日もゴルフコンペ、東クラブさんとの合同ゴルフコンペ、分区のコンペも優勝させて

頂き、皆様に感謝しております。幹事とも年が近く、色んな話をさせて頂きました。長い活動の中、先輩方に
教わりながら、きちんとしたロータリアンになって活動していきたいなと心の底から思いました。本当に一年
間ありがとうございました。

米田会長会長挨拶

　ロータリーに入ってから１５年目になります。瀧日会員が会長の時に入会させて頂きまし
た。１０年目の時に会長をやらせて頂き、今日、また会長をやらせて頂く栄誉を受けました。
ありがとうございます。
　今年度は１０分区ガバナー補佐を松本会員、ガバナー補佐幹事を丸田会員にやって頂く
ことになり、心強く思っております。ガバナーさんが変わる度に方針が変わるようなところが
あり、今年度は一般の人にロータリーを知ってもらう行事等を行うロータリーデーを設けてほ

しいということで、委員長を塩毛会員にお願い致します。また、研修委員長を米田現会長にお願い致します。
　私自身は税理士会の方の協同組合を担当しており、来年は火曜は絶対出ないからと話しております。皆様に
助けて頂きながら頑張りたいと思います。前回は体重５キロ減らすよと言って、大体５キロ減りました。今度はゴ
ルフが上手くなりたいと思います。服部幹事とでこぼこコンビでゴルフを頑張りたいと思います。どうぞよろしく
お願いします。

上村文明次年度会長ご挨拶

　どうぞよろしくお願い致します。ロータリーの会員になって２年半、大変出世が早いです。３年
以内の会員は退会危惧会員と言われているのですが、Ｓ.Ａ.Ａ.、幹事と階段を上り詰めており
ます。
来期は会長を支えて頑張りたいと思います。我孫子ロータリーに入らせて頂いて、素晴らしい皆
さんとお知り合いになれて、ロータリーのクラブ生活を大変満喫しております。この年になって知
り合いが増えるのはなかなか無い事です。ゴルフの方は、皆さんの刺激もあり、私も初めて１００

を切り開眼したと思ったのですが、その後、閉眼しました。今、２回目の開眼をしそうな雰囲気があるので、開眼したら
ニコニコに協力したいと思っております。微力ですけれども一生懸命勤めさせて頂きます。皆さんのご支援ご鞭撻を
一年間よろしくお願いします。

服部次年度幹事ご挨拶

　先月、連休前に肺炎をやりまして２週間ばかり入院しました。少し無理したものですか
ら又ぶり返しまして、しばらくロータリーを欠席したのですが、今日は新旧交代式というこ
とで、米田会長、荒井幹事、一年間ご苦労様でした。若い人達も入って活気が出て来まし
たので、これからも大いに頑張って頂きたいと思います。我孫子ロータリーもあと一年ちょ
っとで５０周年を迎えますので、実行委員会が次年度発足します。松本会員がガバナー補
佐、丸田会員のガバナー補佐幹事も大変ご苦労様でございます。そういう中で、我孫子ロ

ータリーが素晴らしい５０周年の式典ができるように、一部の人間が決めてやるのではなく、実行委員長を含
め、上村文明会長、服部幹事には実行委員会をオープンに進めて行ってほしいと思います。乾杯。ありがとう
ございました。

上村晃一会員懇親会　乾杯の音頭

一年間、幹事をやらせて頂き、皆様にご協力して頂き、
本当にありがとうございました。
・	７月１日（火）の例会は海上保安庁の方の外部卓話があります。
	 柏ＲＣと柏東ＲＣにも連絡してあります。皆様ぜひご出席ください。

荒井幹事幹事報告

２６名出席（全員で２６名）　出席率１００.０％
塩毛委員長出席報告

　一年間、米田会長のもとで親睦委員長を勤めさせて頂き、皆さまにもご協力頂き、
ありがとうございました。

小池委員長親睦委員会報告

お名前 メッセージ 金　額
荒井幹事 一年間ありがとうございました。 １,０００円　
伊藤会員 いい話しをいつもありがとうございました。 １,０００円　
鎌田会員 会長さんお疲れ様でした。久しぶり１００切れました（ゴルフ） １,０００円　
上村文明会員 １年よろしくお願い致します。 １,０００円　
上村晃一会員 旅行の写真を米田会長から頂きました。病気で長い間欠席しました。 ２,０００円　
小池会員 米田会長、荒井幹事２人ありがとう。 ２,０００円　
佐藤会員 役員の皆様一年間ご苦労様でした。 １,０００円　
志賀会員 勝えい会にて、かみさんがベスグロとりました。 １,０００円　
塩毛会員 会長、幹事、１年間お疲れ様でした。 １,０００円　
高島会員 おつかれさま。 １,０００円　
高橋会員 １年間ありがとうございました。 １,０００円　
瀧日会員 米田会長、荒井幹事、本当にありがとうございました。 １,０００円　
星野会員 １年間お疲れ様。 １,０００円　
服部会員 ３,０００円　
松本会員 おつかれ様でした。 １,０００円　
丸田会員 米田会長、お疲れ様でした。 ２,０００円　
村越会員 米田会長、お疲れ様でした。 ２,０００円　
米田会長 御協力感謝。 ３０,０００円　

当 日 計 ５３,０００円　
今期累計 ５６４,４７２円　

ニコニコＢＯＸ

新旧交代式

服部次年度幹事　上村文明次年度会長　米田会長　荒井幹事上村文明次年度会長、服部次年度幹事　新旧バッジ交換式
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

度重なる火災で由緒は不明ですが、延暦年間（782～806年）に弘法大師が手賀沼の畔に草庵を結んで波切不動尊
を安置したのが始まりとされています。真言宗のお寺です。新四国相馬霊場76番礼所が境内にあります。
明治22年（1889）には湖北小学校の前身、湖北尋常小学校が龍泉寺に開設されました。現在は湖北保育園が併設
されています。

今週の表紙「龍泉寺」千葉県我孫子市中峠1423番地

龍泉寺 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

鈴木会員　星野会員

瀧日夫人　星野夫人　高島会員　鈴木夫人

丸田会員　　　　志賀会員

上村晃一会員

高橋会員　塩毛会員　服部会員

瀧日会員　伊藤会員　米田会長

懇親会風景

荒井幹事　　　　小池会員

鎌田会員　　　　塩毛夫人

村越会員　　　上村文明会員

佐藤会員

松本会員


