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「会長幹事お疲れ様会」

【ISOLA blu（イゾラ

ました。
○6/6 東分区会長・幹事納めの会、6/12(火)地区
納めの会に行ってまいりました。

ブル）
】

【幹
【委 員 会 報 告】
次年度より例会開催時間、会費が改正されま
すので、それに伴い細則の改正の採決。

告】

blu（イゾラ

銀座【ISOLA

ブル）】
。今回の週報の裏に地図を

載せていますのでご確認お願いします。
○本日で浅草ビューホテルでの例会最終日となり
ます。メールＢＯＸ等例会場に残っている私物

第5条

会合

第2節

本クラブの例会は基本的に 第1・第3・
水曜日18時30分～19時30分に開催するも

は破棄となりますので、すべてお持ち帰り下さ
い。
○古い毎月の歌、ロータリー関連の本等、受付に

のとする。
第4節

報

○来週は移動例会です。18 時より

○内規委員会(町田委員長)

第5

事

定例理事会は毎月 原則第一例会の日

に開催されるものとする。
第6条

入会金および会費

第2節

会費は年額 350,000円とし、半年ごとの

置いておきますのでご希望の方はお持ち帰り下
さい。

【く じ ら コ イ ン Ｂ Ｏ Ｘ】

各支払額のうちの一部は、各会員のRI公式雑誌
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の購読料に充当するという了解の下に、毎年2

今期累計
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回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。
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会員17名

賛成多数で可決。

6月20日付けで細則改正。

席

報
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会員２２名中 １２名 出 席

70.59％

(５月２３日)前々回訂正出席率

81.82％

【ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ】

武井会員･･･浅草ビューホテルでの最後の例会。

今年度会長

秋山宗一郎様・幹事

次年度会長

瀬間義信様・幹事

塩井薫様
福岡豊様

神谷会長・大久幹事、一年間ごくろうさまで
した！葛飾ＲＣ

会長 秋山宗一郎様・幹事

(東京葛飾ＲＣ)･･･一年間大変お世話になりまし

塩井薫様、ごくろうさまでした。次年度会長

た。次年度もよろしくお願い致します。

瀬間義信様・幹事 福岡豊様、よろしくお願

東京江北ＲＣ

鎌田秀一様・村上正明様･･･大変お

世話になってます。今回最終例会と聞いて伺
いました。一年間お世話になりました！今後
とも何卒よろしくお願い致します。

いいたします。
渡邉(政)会員･･･ビューホテル最後のランチ

涙

と共に頂きます。
吉田会員･･･神谷会長、大久幹事

一年間お疲れ様

神谷会長･･･一年間ありがとうございました。地区

です。浅草ビューホテルの例会場は今回最後

納の会に行って参りました。素晴らしい料理

となります。浅草ビューホテルの皆様にも大

や歌最高でした。来週のお疲れ様会も楽しく

変お世話になりました。葛飾ＲＣ

宜しくお願い致します。

塩井幹事、瀬間次年度会長、福岡次年度幹事、

秋山会長、

大久幹事･･･葛飾ＲＣの皆様、お越し頂きありがと

ようこそいらっしゃいました。来年度は金子

うございます。神谷会長、一年間おつかれ様

会長のもと幹事となりますのでよろしくお願

でした！皆様一年間ありがとうございました。

いいたします。

井上(義)会員･･･神谷会長、大久幹事
れ様でした。山田さん

一年間お疲

長い間例会を盛り上

げてくださりありがとうございました。
岩楯会員･･･神谷会長、大久幹事

本日合計

\69,000

今期累計

\1,643,000

一年間お疲れ様

でした。来週のお疲れ様会で最終です。宜し
くお願い致します。葛飾ＲＣ

６月１３日の例会卓話

秋山会長、塩

井幹事、瀬間次年度会長、福岡次年度幹事、

「一年を顧みて」

ようこそいらっしゃいました。
金子会員･･･今日の例会で浅草ビューホテル最後

「一年を振り返り」

となりました。寂しいですね。神谷会長・大
久幹事、卓話よろしくお願いいたします。
町田会員･･･葛飾ロータリークラブ

神谷

恭

会長

秋山会長、塩

井幹事、瀬間次年度会長、福岡次年度幹事、

昨年の７月５日に井上前会長より引継ぎをさせ

よろしくお願いします。神谷会長・大久幹事、

ていただき会長職が始まりました。

一年間ご苦労さんでした。

その前から大久幹事と今年度の計画を練りこのま

須田会員･･･神谷会長・大久幹事、一年間お疲れ様
でした。山田さん、長い間ありがとうござい
ました。感謝です。
鈴木会員･･･昨日第 2580 地区の納会に出席された

ま前進していけば乗り切れるだろうと決意した瞬
間から会員の突然の退会がありオールが一本欠け
た状態でのスタートとなりました。しかしながら
今年度のテーマ「ロータリーを奥深く楽しもう」
の合図の

皆様お疲れ様でした。テレビで見た米朝首脳

もと会員皆様と東京葛飾東号は一年間の船出をす

会談の結果がいまだに理解できておりません。

ることが出来ました。

頑張れトランプ！そういえば、ビューホテル
は今日が最後。楽しみましょう。

順に思い起こしますと例会場である浅草ビュー
の改修工事があり、偶然来年度からの会場になる
須田さんで移動夜間例会を 3 回行いました。少し
ロータリーアンであることを忘れてしまうような
例会にしてしまい皆様にご迷惑をおかけいたしま
した。

9 月には吉田ガバナーの公式訪問がありこれで半

「一年を顧みて」

分以上会長職が終わったと先輩方が言われるよう
に肩の荷が下りたのを覚えています。

大久

孝幸

幹事

10 月には大先輩である渡邊政一会員の米寿と町
田武久会員の喜寿を同時に全会員で祝うことが出
来て入会当初からお世話になっている先輩への恩
返しが少しは出来たかと思い自分自身嬉しく感じ

本年度神谷会長のもとで一年間幹事を務めさせて
いただきました。
勉強不足、経験不足で、会長や会員の皆様にご迷

ました。
また親睦旅行では日光に行きおいしい食べ物を

惑をおかけしてしまったこともありましたが、皆

たらふく食べましたが一升盛そばをみんなでつつ

様の温かい心とご協力で無事今年度最後の例会を

きあって食べ終えたのが一番思い出に残りました。

迎えることができました。

関会員またよろしくお願い致します。クリスマス
会等親睦の行事につきましては岩楯会員に突然な
お願いでありながらご協力いただきこれもまた感
謝感謝です。
会員の皆様には分区 IM、地区大会等のご協力ま

幹事を務めさせて頂いたことで今まで見えていな
かったクラブの活動を深く知ることができました
し、その活動に参加させて頂く機会も多く、とて

た各委員長のおかげさまで今年度を無事終えるこ

も貴重な経験ができました。

とが出来そうです。

また、ロータリーのイベントを通して多くのロー

委員会においては前年より申請されていた地区

タリアンの方々と知り合いになることができまし

補助金によりかがやけ福祉さんに喜んでいただい

たし、他のクラブの活動や地区の活動を知ること

たことがうれしかったです。来年度は姉妹クラブ

ができ、たくさんのことを学ばせて頂きました。

の台湾とでグローバル補助金を利用した行動を行
いますので引き続きご協力願います。継続事業で
あります社会奉仕の花・音楽への補助をこれもま

今思い返すといろいろなことがありましたが、終
わってみるとあっという間の楽しい 1 年間でした。

た来年度も花が咲きますことを楽しみにしていま
次年度は例会の会場も変更、例会がすべて夜間例

す。
私自身は今年度テーマに沿って先輩会員ともっ

会に変更、更に松坂ガバナー年度ということで大

と奥深く知り合いたいを念頭に例会で先輩方の職

きな変革の年になると思います。

業観・人生観・ロータリーへの思いを卓話で聞く

今までにない状況でのスタートになりますが、次

ことができ大変勉強になるとともに大切な時間を

年度金子会長、吉田幹事と共に一会員として葛飾

割いていただき感謝申し上げます。少しは先輩会
員と若い会員の橋渡しになったならば幸いです。
最後になりますが来年度は変革の年になるので
はないかと感じています。一つは例会場が変更に

東ロータリークラブを盛り上げるサポートをして
いければと思っています。
最後になりますが、神谷会長、会員の皆様、事務

なり、夜間例会のみとし月 2 回への挑戦。一つは

局の大塚さん、エレクトーンの山田先生、皆様の

松阪ガバナーの誕生によること。

おかげでとても充実した一年を過ごすことができ

一つは会員数が減少していること。この 3 点が

ました。

良い意味でも悪い意味でも変革に関わってくると

皆様のご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。

思います。場所が変わることで会員の増強もしや

ありがとうございました。

すくなるのではないかと思っています。一度は解
散・合併等の話がありましたが創立 50 周年に向け
て全会員一体となって楽しめるロータリーライフ
を過ごせることを願いまして 46 年目を務めさせ
ていただいた会長としての感謝のあいさつとさせ
ていただきます。

感謝！

