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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2594 回例会 平成 26 年 1 月 31 日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      矢島 紀昭 

◇ お客様 

東京江東ロータリークラブ 小嶋 映治 様、鈴木 隆雄 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

藤﨑 政弘 様、小堀 陽史 様、諸岡 孝昭 様 

成田山新勝寺 工藤 照淳 様、稲垣工業 菊池 貴 様 

◇ ニコニコボックス 

遠藤 英一 会長：今年は１月６日の仕事始めからインフルエンザで職

員が２人休み、治癒するまで１週間かかりました。私どもの仕事は１月

３１日締切りの市町村へ提出する書類が多くあります。どうにか出勤で

きる職員で乗り切り、無事昨日で終わりました。 

 

甲田 直弘 会員：先日、実家をリフォームして長年住んでいたアパー

トを引っ越しいたしました。職場には更に近くなったのですが引っ越し

の際に捨てるか捨てないかで迷った物が結局使われずに残っている事に

気が付きました。 

 

諸岡 靖彦 会員：１月２９日 １２：２０～１２：４３ ＮＨＫ・Ｔ

Ｖ「昼ブラ」の生放送が成田山表参道を舞台に、全国に流れました。 

 この番組は全国各地の知られざる街の魅力や最新スポットについて、

生放送で伝える番組です。この日は「成田山新勝寺表参道 日本ＶＳ世

界」というテーマで、参道の魅力を紹介するものでした。日本をＮＨＫ

藤崎弘士アナウンサーが、世界をタレントの豊田エリーさんがリポートを担当し、スタジ

オゲストの博多華丸さんがどっちが欲しいか、食べたいかで判定するという趣向でした。

第１回戦はウナギ対決。うな重（川豊さん）対うな

ぎパン（下田康生堂 パン茶屋さん）。第２回戦は

竹対決。日本の竹細工（藤倉商店さん）対バリ雑貨

（スカールバリさん）。第３回戦はスイーツ対決。

成田の栗むし羊羹（なごみの米屋）対インド料理の

スイーツ「フィルニ」（ギータニューワールドクッ

クさん）。成田の栗むし羊羹は負けましたが、成田

の新しい魅力、地元でも気がつかない着眼が全国に

発信されたことは画期的で、価値ある生放送でした。

これで参道に新しい来客が増えればありがたいことです。 
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設楽 正行 会員：今週水曜日にＣＬＰを採用した組織図で行っている

印西ロータリークラブに卓話講師として行ってきました。最近、ＣＬＰ

活動が下火になっているので、もう一度原点に戻って勉強したいという

ことでした。成田も似たような感じを受けます。当クラブでも、もう一

度原点に戻る事が必要ではないでしょうか。 

 

鈴木 隆雄 様（東京江東ロータリークラブ）：私は福田さんが高校

の時、ずっと一緒に過ごしてきた仲間です。本日は小嶋さんのお供で参

りました。 

 

小島 映治 様（東京江東ロータリークラブ）：本日、卓話をいたし

ます。よろしくお願い致します。 

 

平山 秀樹 会員：今日は、成田で多方面に頑張っていらっしゃる稲垣

工業の菊池さんを見学ということでお誘いいたしました。是非皆様名刺

交換などしていただき温かいお言葉をかけていただければと思います。 

 

石橋 菊太郎 会員：最近、札幌や川崎で女の子がいなくなったという

ニュースがありました。うちでも心配なので帰りが遅くなる時は、バス

で帰るように定期券を持たせております。先日その孫が、バスの中で寝

てしまい終点の湯川車庫まで行ってしまいました。バスから降り途方に

暮れていたところ、犬を散歩している方に声をかけて中台 6 丁目まで帰

りたいという事を言ったら、その方が自宅まで車で送ってくれたそうで

す。本当に周りの方に感謝いたします。 

 

山田 真幸 会員：栄町で“たすけあいネット”というボランティア団

体をやっております。寄付金で成り立っている団体です。成田ロータリ

ークラブでもご協力をお願いしたいと思い、年に 3 回発行する会報を配

布させていただきました。ご協力のお願いの意味を込めましてニコニコ

いたします。 
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◇ 会長挨拶     遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。いよいよインフルエンザ流行の最盛期となり、一昨日のニュースでは

この１週間に日本全国の患者数が前の週の倍となり、さらに面倒なことにタミフル等の特

効薬の効果が薄いＨ１Ｎ１型、つまり新型インフルエンザの割合が増えているとのことで

す。皆様も体調管理には十分お気を付けください。  

本日は東京江東ロータリークラブの鈴木様と小嶋様をお迎えして、小嶋様には２月２１

日の第９分区のＩＭ（インターシティーミーティング）に講演をお願いしている二宮金次

郎様の７代目子孫の中桐万里子様とも関係のある「二宮金次郎基金」について卓話を頂戴

いたすこととなっております。改めて、小嶋様よろしくお願いいたします。 

さて、私事ではありますが、先週の火曜日から今週の水曜日まで新年会、賀詞交歓会が

続いており、この挨拶用にまともな話題が思い付きませんでしたので、私の職業上のお話

でお茶を濁らせていただきます。 

どの会計事務所も法人の決算申告事務は毎月あり、とくに３月決算の５月申告は件数が

一般的に多いこともあり、多忙ではありますが、毎月の事務以外では１２月から翌年の３

月までが時間の制約もあり、非常に多忙な期間となります。 

まず、給与所得者の年末調整ですが、これは皆様ご承知のとおり、給与のみを所得とす

る方の確定申告と考えられるものです。ここでは個々人の年間の給与総額に、改めて給与

所得控除、配偶者控除、扶養控除、保険料控除等々を適用し、年間の適正な所得税額算定

をして、不足していれば追加徴収、超過していれば還付し、２か所以上の会社から給与を

貰っている方、給与の年間収入が２千万円を超える方、土地建物等を譲渡した方、保険の

満期返戻金を受け取った方、その他特定の条件に該当する方々等を除き、その給与所得者

の（確定申告に準ずる）年末調整はすべて完了することになります。ただし、医療費控除、

寄附金控除、１回目の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用を受ける場合は改

めて確定申告書の提出が必要です。 

会社は年末調整後のその差額を、１か月の受給人員が１０人以上の会社は１２月分として

１月１０日まで、人員が１０人に満たず、納期特例の届け出を出してあれば７月から１２

月の６ヶ月分として１月２０日までに納付することになります｡それぞれの会社で年末調

整を済ませていれば良いのですが、会計事務所にこの年末調整事務を委託する会社が多く、

この納期限が問題でして、たとえば、給与規定に従って２０日締め２５日払いまたは月末

払いとなっていれば１２月中に年末調整事務を済ませて、各個人の源泉徴収票の作成や、

その他１月３１日提出期限の給与等支払合計表、市町村向け支払給与等総括表、償却資産

税申告書等々、次の段階に進むことができます。 

 ただ、私の事務所の場合１２月中に年末調整が終了するのは

規模が大きく、人員も多いものの給与支払いが適正に管理され

ている数社だけであり、その他、月末締め、月末払いの会社も

多いため、通常は１月４日の仕事始めに職員総出でメール、フ

ァックスはもちろん、成田市内は徒歩で資料を集めたり、その

他の地域は車で回ったりとそれでなくとも忙しいところに、今

年は仕事始めが１月６日で、インフルエンザに感染した職員も

いたりして、てんてこ舞いでした。この後は確定申告を挟んで

３月末日の個人消費税の申告期限まで毎年恒例の超繁忙期が
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続きます。 

本日は、東京江東ロータリークラブの小島様の卓話が控えておりますので、「一言、言わ

せろ」コーナーは中止させていただきます。今後とも、よろしくご意見をお寄せください。

最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリークラブの諸岡様、小堀様、藤﨑様、

元会員の工藤様、そしてオブザーバー参加の稲垣興業株式会社の菊地様、本日は成田ロー

タリークラブの例会にようこそお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしください。

ありがとうございました。 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団 

深山 一郎 会員 

 

米山第 6 回マルチプル 

遠藤 英一 会長 

 

◇ 幹事報告    成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

1. ロータリー囲碁同好会 「第１５回ロータリー国際囲碁大会」のご案内           

 ４月１９日（土）歓迎晩餐会  ４月２０日（日）対局 

 台湾  登録料￥１２，０００円              希望者は幹事まで 

2. ガバナー事務所より 「国際ロータリー第１・２・３ゾーン会員増強セミナー」時に「私

がロータリーを辞めないわけ」という３分間スピーチをしてくださる方の推薦をお願い

したい。地区より１人。 

  ３月１９日（水） １０：００ ホテルオークラ東京              

３．日本赤十字社より「伊豆大島等台風２６号災害義援金」お礼、受領書         

４．ガバナー事務所より   ロゴマーク変更                    

５．ガバナー事務所より  

 ２０１３年７月１日以降新入会員推薦したロータリアンに認証の

襟ピンと推薦した新入会員の数によって違う裏あてが贈呈されるこ

とになります。      

６．多古 RC  ２月例会変更のお知らせ                        

 

◇ 工藤 照淳 元会員より 

退会以来大変ご無沙汰いたしております。今日は江東ロータリーク

ラブの鈴木様、小嶋様がいらっしゃるという事で諸岡さんからご連絡

をいただき、お言葉に甘えて参加をさせていただきました。実は江東

ロータリークラブの皆さんに４，５年前、成田山に参拝いただいた際、

私が境内のご案内、お話をさせていただいたというご縁でございます。

本日はよろしくお願い申し上げます。 
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◇ 卓話 

二宮金次郎基金について  
小嶋 映治 様（東京江東ロータリークラブ） 

 東京江東ロータリークラブの小嶋でございます。ただ今、クラブ

の幹事をやっております。実は今日、二宮金次郎の像が大変少なく

なってきましたので改めて見ていただこうと思い銅像を持参いたし

ました。 

中桐さんは二宮金次郎 7 代目のお孫さんでいらっしゃいますが、

二宮金次郎基金を作った時に中桐さんと偶然お会いし、私どもの二

宮金次郎基金に協力して頂けるという事でお名前をいただき一緒に

やっていこうということになりました。 

私はコミュニティ FM 放送（小さなラジオ局）をやっています。 

 

・なぜ二宮金次郎基金・・・・ 

３．１１ あの東日本大震災の時、私は総務省にあるお願いをしに行った帰りでした。

私どものコミュニティ放送局は江東区だけの電波ですが、これを本所（墨田区）、深川（江

東区）のラジオ局にしてくれないかというお願いに行ったのです。ラジオは災害が起きた

時に非常に役立つツールなんです。だからそのくくりをやめ、聞えるところはいいじゃな

いか。関東大震災でもそうですが戦争の時もこの辺は非常に被害があった地区です。それ

で私は、本来は江東区のラジオ局という形ですが、墨田江東のラジオ局にしてくれないか

というお願いに行きました。しかし、結果的にはだめでした。「なんかあったらどうするん

ですか？」と問いただしますと、「ちょっと考えましょう。」という答えでした。その帰っ

ている途中、門前仲町の渋滞で止まった時にあの大きな地震でした。すぐ会社に戻りまず

スタジオにいきましたら、3000 人クラスの近所の大きな会社の人たちが、みんなヘルメッ

トを被って外に出ていました。東京は電気はまだ通じておりましたので、テレビを出そう

という事でスタジオのテレビを表に出そうとしましたがアンテナが届きません。そこでイ

トーヨーカドーに行って来いと社員に行かせたら、売ってくれないという事でした。仕方

がないので私が行き「お金は後で必ず払うからアンテナをくれ」と名刺をおいてイトーヨ

ーカドーから 5 メートルのコードをもらって表に出し、24 時間ラジオの中継をしました。

皆さんご記憶にあると思いますが、東京は帰宅困難者で溢れ、その時は 100 メートル移動

するのに 1 時間くらいかかっていました。マグニチュード９の大地震！それをきっかけに、

被害にあった子供たちはどうしているかということが非常に気になりました。そこで二宮

金次郎基金というのを作り２，０００円いただいたら二宮金次郎物語という映画をＤＶＤ

にして子どもたちに観てもらおうと。それを観てその募金の一部６４０円を子供たちに渡

そうと考えたのです。実はこれが 10 年ほど前の映画だったの

です。監督は後藤修司さんで、製作費は 3 億円。寺尾聡さんも

出演されておりました。一般上映されなかったのですが、その

フイルムが偶然うちの会社に全巻ありました。これを何とかし

ようということで基金をはじめました。そうこうしていろんな

町へ行き二宮金次郎のことを調べたり勉強しておりましたら

中桐さんに出会い、是非一生にやっていきましょうということ

になりました。リーフレットの裏には中桐さんのお名前も入っ
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ています。二宮金次郎さんに関しては、ぼくらはにわか仕立てで聞いているだけなので、

二宮金次郎に関しては中桐さんのお話の方がよろしいかと思いますので、私は、復興と支

援、そしてどうしたらいいかというお話をしたいと思います。 

ふつう募金というのはどこに行ったか分からないというのが非常に多いものです。色々

な方に相談しましたら、もっと募金の金額を増やした方がいいのではないかと言われる方

もおりましたが、私はちょっと豪華なランチをしたというくらいの 2,000 円くらいがちょ

うどいいのではないかと思い寄付額を決定し、その中でダビングをして、640 円は子供た

ちに直接渡しております。3 月 19 日にも物資を持っていくことができました。その前に、

阪神淡路大震災もありましたが、これもひどいものでした。私は 40 歳で結婚し、子供が生

まれたのが阪神淡路大震災の 1 年前でした。うちにも乳飲み子がいましたので、一番に考

えたのが子供達のミルク、おむつはどうしているのだろう？足りているのだろうか？とい

う事でした。そう考えた途端に、いてもたっても居られなくなり物資を積んで翌々日には

阪神に入りました。道路も封鎖されデコボコの状態でしたが粉ミルク、おしめ、日用雑貨、

タオルなどを積んで持って行きましたら非常に喜んでくれました。 

長田区に入りましたら、どれが真っ直ぐなビルかわからないくらい全てが斜めでした。

同じ長田区でも下の方の警察署にはすでにお弁当が来ていました。しかし、丘の上に行き

ますと水はありましたが、おにぎりすら来ていないような状態でした。その後、須磨寺で

野営をして帰ってきました。 

この写真に載っているのは、一人はうちの写真で、もう一人は覚せい剤で少年院から出

てきたばっかりの子どもです。私は保護司もやっておりますので一緒に連れていきました。

一人はビデオを撮り続け、少年院から出たばかりの子も黙って泣いていました。現在、こ

の子は企業家として渋谷で 10 件くらいお店をやっております。この時の事は、この子にと

って貴重な経験になったのではないかと思います。 

それから 10 年経ちますと、今度は中越地震です。これくらいになると私どものコミュニ

ティ放送局も開局しておりました。開局してすぐ位でしたでしょうか。この時もすぐに物

資を集めて、いらなくなったラジオ（便利なツールですから）を持ってきてくれるように

呼びかけ坂の上小学校へ持って行きました。ここでも非常に喜んでくれました。 

そして今回の東日本大震災です。皆さま色々なご協力をなさったと思います。当時、レ

ンタカーも借りられない状態でした。ガソリンもありません。そんな中、何とか 4 トント

ラックを用意し、福島に行くことができました。東京では物資が買えない状態でしたので、

京都や名古屋の友人に物資を買って来てくれと頼み、軍手、軍足をありったけ持ってきて

もらい、他にもタオル、女性用の下着、生理用品、日用雑貨で満載にしていきました。ラ

ジオで呼び掛けると物資はすぐに集まります。その時、会社の窓から外を見ておりました

ら、バギーを抱えたお母さんが紙おむつを一つ置いて行きました。そうしましたら、また

1 時間後に来て、おむつを一つ置いて行くのが見えました。3 回目に来てくれた時に、これ

は是非ともお礼を言わなくてはと思い声を掛けました。ありがとうございますと声を掛け

ましたら、「一人一個しか買えなくて、、、、」と。このお母さんは自分の所でも使うであろう

紙おむつを、1 時間並んでは紙おむつを一個買い、持って来る、これを繰り返してくれて

いたんです。大変感動しました。 

物資を運んでわかったことは、感謝されるものは使い捨ての物なんです。山古志村の村

長にもラジオに出演していただいた事があるのですが、おっしゃっておりました。「食べる

ものはもうそんなにいらないんです。家に入れば、三日分くらいは餓死しなくていいぐら

いのものはあります。もっと必要な物があるんです。」と。東京には非常時の為に、食べ物
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や下着、毛布などの備蓄が沢山あります。それが地方にはないんです。とりあえず、下着、

パイロンは必要です。崩壊箇所や危険な場所など沢山ありますが、どうすることもできず

にいます。今回も、江東区にはシティーマラソンのゴールが設置されるため、パイロンが

沢山ありますので区長に頼み協力していただきました。多少積載オーバー気味ではあった

かもしれませんが、トラックに物資を満載にして行ってきました。非常に喜んでくれまし

た。搬入する物資も 2 回目、3 回目、4 回目になると変わってきます。被災した方たちの

必要とするものが変わってくるからです。これは被災地の特徴でもあります。3 回目の時

は二本松へいきました。ここはお金を持っている町で、スパがありみんなお風呂道具を持

って来ていました。ですからこちらから持っていくものも、ベーゴマや駄菓子を 10 万円分

買って持って行きました。福島の相馬へ行った時は、復興道具（スコップ、丸のこ、梯子、

ネコなど）を持っていきました。最初、復興道具なんてどうしようかと思っておりました

ら、江東区の東京ＪＣが大きい倉庫に沢山集めてくれましたので、トラックに積めるだけ

積んで現地へ行きました。この時はそれぞれの自宅でも復興準備が始まっていました。 

だんだん季節も暖かくなり状況も色々かわっていきます。夏場になり被災地の住宅では

エアコンを使いたがらず脱水症状になる人が出てきました。そのことから扇風機を 8 月 31

日に 150 台、川俣へ持っていきました。これはロータリークラブとして参加させていただ

きました。その頃、被災地でボヤ騒ぎありました。しかし、消火器がなかったのです。江

東ロータリークラブへその話をして 150 本の消火器を用意いたしました。こちらの消防団

を一緒に連れて行き、消火訓練をやってきました。消火器でも色々なものがあり、普通の

粉の消火器だと 1 回で部屋が使えなくなってしまいます。一番良いのは水の薬を出すもの

です。これだと部屋を拭くだけで済みます。今回それを持っていきました。 

色々な救援物資を持って行きました。どれだけ現地に役立っているのかわかりませんが、

メディアの悪いところは、大きい所ばかり取材するところです。今回で言えば原発ばかり

に集中したり、中越では山古志村だけ中継したり。今回、千葉の旭市だって 13 名の方が亡

くなり、家屋の損壊 318 戸。被害の大きい所だけ注目して放送すれば、みんなが観てくれ

る。こういう考えはメディアの非常に悪い癖です。それで我々みたいな小さなラジオ局が

必要ではないかと思うんです。中越に行った時もそうですが、地元の人に「一体今、どう

なっていますか？」と聞かれました。「テレビありますよね？」と言いますと、「東京から

ヘリがきて、山古志村しか映さない。後は何もニュースをやっていない。自分たちの住ん

でいる町の情報は何もない。」と。この言葉を聞き、小さなメディアだからこそ、自分の住

んでいる地域の情報を流すことが一番重要だなと再認識しながら、こういうボランティア

に参加させていただいているのが現状です。 

先ほど申しました二宮金次郎基金、あしなが基金と

かありまして、状況としては悪くはありません。18 歳

未満で親を亡くした子が１，２９５名、両親を亡くし

た子が２２９名、3 年前のデーターです。皆様のご協

力を得て募金に協力して頂ければ有効に使わせていた

だきたいと思います。そして、二宮尊徳という人がど

んな人かという事はついて来るＤＶＤを観ていただけ

ればと思います。本日は話が色々な方面に飛んでしま

いました。御清聴ありがとうございました。 
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◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

※平山金吾会員よりニューモラル NO.533 「お世話をする側」に立つ、を全会員にいた

だきました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

飯田 正雄、平野 省二、喜久川 登、遠藤 英一 

佐瀬 和年、成田 温、山田 真幸、矢島 紀昭、角田 幸弘

甲田 直弘、小寺 真澄、本宮 昌則、松村 里美 

田村 幸宏、諸岡 正徳 各会員 

1 月 17 日 奉仕プロジェクト委員会 

松田 泰長 会員 1 月 27 日 職業奉仕＋フォーラム 

近藤 博貴、堀口 路加 各会員 1 月 29 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

設楽 正行 会員 1 月 29 日 印西ロータリークラブ 

平山 金吾 会員 1 月 31 日 
ロータリー米山奨学会 

理事会 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、近藤 博貴、矢島 紀昭、

山田 真幸、福田 朗、阿部 慎一、角田 憲司、吉田 稔 

松村 里美、音花 昭二 各会員 

1 月 31 日 
プログラム、親睦、クラブ

会報 合同委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４３ ２０ ６８．２５％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

2013 年 12 月現在、全国のコミュニティ放送局は 280局となりました。 

1992 年に制度化された超短波放送(FM)用周波数（VHF76.0～90.0MHz）を使用する放送で最大出力は 20W

ですが、放送エリア内外で電波干渉が無い地域では特例として限度を上回る出力が認可されるケースもあり、北

海道稚内市の｢FM わっぴ～｣は 2012 年 3 月に 50W へ増力、また、5 月には沖縄県久米島町の｢FM くめじま｣

が 80W で開局しました。 

FM を使用する特定地上基幹放送事業者は「県域放送」と「コミュニティ放送」に区分されています。放送エリ

アが地域（市町村単位）に限定されるため、地域の商業、行政情報や独自の地元情報に特化し、地域活性化に役

立つ放送を目指しています。 

放送エリアに相応した営業エリアの狭さをカバーするため地区ごと、全国での共同営業に取組むほか、使命とも

いえる防災・災害放送では地域と緊密な連携を保つなど、様々な問題に放送を通じ、貢献しています。 

設立基準の規制緩和が進み、法人格を有する起業者（規模の大小は問わない）のほか組合など団体でも開局でき

ます。放送義務は小規模事業者でも運営ができるように｢県域放送｣に比べ、緩やかです。 

コミュニティ放送 

≪振込先≫ 

指定用紙 (払込取扱票) 

００１４０－４－４２９９４２ ￥２０００ 

二宮金次郎基金 

 

≪振込先≫ 

ゆうちょ銀行 

１００３０－８９４１８２８１ 

特定非営利活動法人 日本青少年育英会 


