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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2628 回例会 平成 26 年 10 月 15 日（水） 

国際ロータリー第２７９０地区 第９分区 

2014～2015 年度 

 

 

於： 日航ホテル成田 

１３：３０ 登録開始  （敬称略） 
 【合同例会】   
 司会         成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ幹事 藤﨑政弘 
１４：００ 点鐘 第 9 分区ガバナー補佐 青木貞雄 
 開会のことば 富里ＲＣ会長 岡野耕平 
 国歌、奉仕の理想、四つのテスト 斉唱  
 第９分区ガバナー補佐挨拶 第 9 分区ガバナー輔佐 青木貞雄 
 ホストクラブ会長歓迎の言葉 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ会長 宮﨑廣一郎 
 各クラブ及び会長紹介 （司会から）  
 各クラブ本年度重点取組課題発表 各５分×6 クラブ 
 卓話：パストガバナー 﨑山 征雄 様  
 演題：ロータリーの歴史（30 分）  
 謝辞：ガバナー補佐 青木 貞雄  
 直前ガバナー補佐に感謝状・記念品贈呈 
 直前ガバナー補佐謝辞 直前ガバナー補佐 設楽正行 
 次期ガバナー補佐紹介・挨拶 次期ガバナー補佐 伊藤 仁 
 閉会の言葉（次年度ホストクラブ） 白井ＲＣ会長 齊藤茂雄 
１５：４５ 点鐘 第 9 分区ガバナー補佐 青木貞雄 
 ―休憩―    
 【講演】      司会進行 第 9 分区ガバナー補佐 青木貞雄 
１５：５５ 講師紹介 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ初代会長 野間口勉 
 講演（1 時間）  
    演題：「少子化と日本経済の将来」  
 講師：時事通信社海外速報部長 小林 伸年 様 
 質疑応答   
１７：１５ 謝辞 第 9 分区ガバナー補佐 青木貞雄 
 ―休憩―   
 【懇親会】   
 司会 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ会長ｴﾚｸﾄ 福田 稔 
１７：２５ 開宴の言葉 八街ＲＣ会長 生形健一 
 乾杯（前年度ホストクラブ） 成田ＲＣ会長 松田泰長 
 ロータリーソング   
 「手に手つないで」斉唱  
１９：００ 閉会の言葉 印西ＲＣ会長 武藤 弘 
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◇ 歓迎のことば 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

会長 宮﨑廣一郎 

本日は、青木貞雄 国際ロータリー２７９０地区第９分区ガバナ

ー補佐主催のインターシテｲー・ミーテｲングに際し、お忙しいと

ころ第 9 分区内の会員におかれましては御参集頂き誠にありがと

うございます。ガバナー補佐輩出クラブとして成田ＣＲＣ会員一

同、心から歓迎いたします。 

今年は１０月開催という事で、各クラブの会長、幹事、関係各

位には慌ただしい時期を過ごしていると思います。 

 当クラブは会員７０名を擁しておりますが、世代間の広がりが

有り、いろいろな問題を抱える中、退会防止に一番力を入れております。 

会長拝命から三カ月、このところ私自身が内なる方向に向いており、自分だけのクラブ

だけを思う薄っぺらな気持ちになりがちでした。 

 このＩＭをホストするにあたり、自分も含めて、当クラブの会員の気持ちのベクトルを

外に向け、ロータリーの大いなる意義を今一度考え直せる機会にしたいと思います。 

今日参加して頂いたクラブも、それぞれ違う文化、価値観をお持ちです。 

クラブの交わりによって、それぞれの立場、事情を理解し、後９カ月ある年度がＩＭを通

じて有意義なものとなりますよう祈念いたします。 

今年度のＩ.Ｍ．開催場所は当クラブの例会場であります。この会場は階段が少なく、非

常に利用しやすく出来ております。どうぞごゆっくりとして頂き、最後まで御参加お願い

申し上げます。 

 

◇ ガバナー補佐あいさつ 

第 9分区ガバナー補佐 青木 貞雄 

皆様 こんにちは。皆様には、日々の事業運営に、またロータリークラブの活動にとお

忙しくご活躍の中、本日は、インターシティー・ミーティング（Ｉ.Ｍ．）に多数のご参加

いただき、誠にありがとうございます。 
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 Ｉ.Ｍ．は、近隣ロータリークラブの仲間が集まり、ロータリー活

動に関わる情報交換を行うと共に、仲間との親睦を深める場で、第

2790地区は分区毎に開催しています。 

 年 4回の分区ゴルフを別にすると、分区主催行事は、以前、９月

開催の情報研究会と 2月開催のＩ.Ｍ．の２つがありましたが、11

年前に情報研究会が地区行事に変更されて以降、分区の皆さんが顔

を合わせる機会は、基本的に、Ｉ.Ｍ．のみとなりました。 

斯かる現状に鑑み、宇佐見ガバナーが、Ｉ.Ｍ．を通じて分区内クラブの会員相互の顔合わ

せと親睦を早期に図るよう指示されたため、当分区は、各クラブ会長・幹事に図り、昨年

までとは大きく異なる本日、10月 15日にＩ.Ｍ．を開催することとしました。 

 

本日のＩ.Ｍ．は、第一部の６クラブ合同例会において、各クラブ会長より本年度の活動

方針、取組み課題等を披露していただき、各クラブが抱える問題点等についての認識を分

区全体で共有すると同時に、懇親会の場等で課題解決に向けた意見交換をしていただくよ

う期待しています。また、「原点回帰」を活動テーマとするガバナーが重視する会員研修

の場として、本年度地区研修リーダー﨑山 征雄パスト・ガバナーに、「ロータリーの歴

史について」卓話をお願いしました。﨑山パスト・ガバナーには、懇親会にも同席いただ

けるとのことですので、皆様には、この機会に、ロータリーについて大いなる意見・情報

交換をしていただくようお願いします。  

 第二部は、私たちの事業運営に大きな関わり持つと共に、身近に到来しつつある少子・

高齢化時代、そして人口減少社会における日本経済の将来を展望していただくべく、時事

通信社編集委員の小林 伸年 様をお招きして、「わたしたちが見る風景～少子化と日本

経済の将来～」のタイトルで講演をお願いしました。 

 本日の主要テーマの 1つである親睦の場、第三部懇親会では、円卓を囲み、また会場内

の円卓を渡り歩き、酒を酌み交わしながら、一人でも多くの仲間と親睦を深めていただき

たく、食事と飲み物を豊富に準備させていただきました。 

減少を続けた当地区会員数は、2012年 6月末の 2,682名で底を打ち、2年間かけて、本年

6月末には 2,721 名まで回復しました。しかし、これは最盛期の 1995-1996年度の 4,350

名に比べると３分の２弱です。 

 本日のＩ.Ｍ．を通じた研修、情報・意見交換、そして親睦の成果を、分区内全会員の力

で会員増強を含めたクラブの活動活性化、そして分区、否、地区の発展に繋げ、RIの今年

度のテーマ「Right up Rotary」が具現化できると幸いです。 

 最後に、本日のＩ.Ｍ．が皆様の協力と積極的参加により実りある集いとなるよう祈念し

て、開会の挨拶とさせていただきます。 

 尚、本日のＩ.Ｍ．開催にあたり、宇佐見ガバナーより頂戴した示唆に富むご挨拶文をプ

ログラムの 2頁に掲載しましたので、目を通していただくようお願いします。 

 

◇ 6クラブ活動計画発表 

●成田ＲＣ 松田 泰長 会長 

成田ロータリークラブは 8 年前の C.L.P.導入で大規模修繕を行

いました、その研究、話し合い、準備には 1 年半の長い時間をか

けての実施でした。じっくり練り上げたスタイルでしたが 8 年を

過ぎると幾つかの不具合が出てきました、PDCA で都度修正は行っ

てきましたが、今年度は更に積極的に進めるとの思いで、ターゲ

ットを「クラブ・メンテナンス」としました。おかげさまで皆さ

んにはご理解をいただき、「運転を止めないでの点検整備」とい
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う難しい運用をしていただいています。 

 その表れとして、各委員会開催の頻度は大変なものになっています。会長は各委員会の

委員であるとされていますが、時によっては複数の委員会が同時に開催されるなどで出席

出来ない場合もあり申し訳ないと感じています。 

 成田ロータリークラブは昨年特別委員会の「CLP委員会」を「長期計画(CLP)委員会」と

改称しました、これは当クラブに CLP という 3 文字は定着したのでその先を見据えてその

名の通り「長期計画(CLP)委員会」としたのです。今この委員会は毎月開催され真剣な協議

を重ねています、今後理事会への提言を行いクラブ協議会へと進めていきます。 

 

●八街ＲＣ 生形 健一 会長 

 八街ＲＣは来年度５０周年を迎えることになりました。本年度は

その準備期間です。５０周年記念事業委員を立ち上げ、各記念事業

の決定、会場及び式典、記念誌等の決定をしないといけません。ま

た、地区補助金を使用するならば、本年度中に申請をしなければい

けませんのでその準備も必要です。 記念事業の一環として台北芝

山ＲＣとの友好クラブの締結を進めております。その為に、台北芝

山ＲＣの会長が本年度の１２月か１月に来日し、それまでに締結の

文書等仕上げなくてはいけません。 

また、当クラブでは近年の一番の問題点と致しまして会員増強があります。５０周年５

０名を目標にして課員増強をしておりますが、何とか１０月中に１名の会員の入会が決ま

っております。また、１月もう一名入会が決まっておりますが、５０周年５０名という目

標にはまだまだですので、会員増強委員を中心に、会員各位から１３名の推薦者を上げて

おりまして、強く入会を進めて行くようにしたいと思います。 

そして、当クラブ簿社会奉仕活動ですが長年同じような活動をしており会員の減少など

で問題点が出てきております。何年か掛けて見直していくつもりです。また、例会のマン

ネリ化等もありますのでそれも少しずつ修正していきたいと思います。 

 

●印西ＲＣ 武藤 弘 会長 

 奉仕活動では、５年前から取り組んでおります毎年５月下旬に実

施しておりますウォークラリーと言うイベントを今まで印西ＲＣ独

自で行なってきましたが、本年度のＲＩ会長が提唱されています「ロ

ータリーデー」にぴったりではないかと言うことで、今年度のウォ

ークラリーからは「ロータリーデー」としてもっと地域の皆さんに

沢山参加していただき親しんでいただこうとしております。 

 奉仕活動のもう一つの柱である、カンボジアの子供達に清潔な水

を言うプロジャクトですが、財団の地区補助金を頂きまして現在進めているところです。

数年前にカンボジアにみんなで行って、実情を把握しまして取り敢えず、タッポ村と言う

所に１つ井戸を掘りました。今年もう一度現地に行き、その井戸がきちんと機能している

か見て来ました。現地の人々の生活に役立っていることを確認し、是非もっと広げていき

たいというのが今年度の最大重点項目の一つです。 

 会員増強につきましては、私共も再来年にクラブ創立５０周年を迎えます。それに向け

て５０周年５０名を目標に頑張っています。残念ながら、今年度に入ってからまだ新入会

員は入ってきておりませんが引き続き精力的に進めていきたいと思います。会員増強に取

り組む中でやはり、広報活動、ロータリーデーの取り組み、地域における印西ＲＣの存在

感をもう少し大きなものにして行きたいと取り組みを強化しております。それに関連しま

して印西市と言う所は、東洋経済新報社の住み良さランキングで３年連続日本一と言う名
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誉に輝きまして、中身は我々の実感とはかなり違う所もあるのですが、何はともあれ日本

一と言う称号を貰うことは滅多にありませんので、これにあやかる気持ちで印西ＲＣも頑

張っています。我が印西ＲＣのキャッチコピーを考えましたのでご披露します。「我田印

西」です。宜しくお願い致します。 

 

●白井ＲＣ  齊藤 茂雄 会長 

 白井ＲＣは９分区の中でも一番小さなクラブです。会員数も今現

在２０名になり、どうにか事業運営が出来るかどうかの瀬戸際でし

て大変厳しい環境の中でのクラブ運営です。私は今から２０年前に

会長をやった経緯がありますが、もう２０年も経ちますと緊張感が

少し無くなって来たように感じます。しかしながら、この火は消さ

ないと言うのが私の信念です。地元でロータリー活動をしっかりや

ると言うことは先ずは奉仕です。奉仕をされない様に、自ら奉仕をするという理念を持っ

て活動方針をすれば、何れ白井ＲＣは繁栄すると思っております。 

私はロータリーに入って色々な方と出会いました。これは大きな財産です。また、地域

におきましても、人口は６万２千、しかしながら白井と言う所は非常に閉鎖的です。街は

近代化ですが、昔からロータリークラブは外部の方は入れないと言う事がありましたので、

ロータリー会員はどんどん減少しました。これは何故かと考えましたら、ロータリーは友

達がいない、話し相手がいない。ですから来ても面白くない、なので入会しても長く続か

ないで辞めていってしまう。これが現状です。これを何とか打破して、若い会員を増強し

て９分区の中でも白井ＲＣも立派に育ったなと言われるように頑張って行きたいと思いま

す。特に問題点はございません。素晴らしいクラブです。これからは益々、会員増強、ロ

ータリーデーを如何に利用して地域のためにやって行こうと思います。みんなでボランテ

ィアをして地域に貢献出来るように頑張って行きたいと思います。 

 

●富里ＲＣ 岡野 耕平 会長 

 富里ＲＣは昨年度が創立３０周年でした。私はＲＣに入りまして１

８年目、親父がチャーターメンバーで私は２世会員です。今現在チャ

ーターメンバーが５名程おります。私が入った時はまだ若かったので、

野球クラブに入りまして３年半負け無しでした。富里ＲＣ野球クラブ

も解散し、成田ＣＲＣが引き継いで毎年甲子園に行ってらっしゃるよ

うですので、そのうち富里ＲＣも前年度会長が会員増強に頑張って頂

きましたので、出来れば４月からリーグに入ってみたいなと希望を持っております。 

 富里ＲＣも多分に洩れず、会長幹事を経験しておられる方々が半分ぐらいいらっしゃる

と思います。そうしますと、どうしても自分が重責を担うことになります。すると、クラ

ブの活性化、会員増強が頭から離れません。当クラブはリニューアル等大規模な事は出来

ませんが、ささやかながらやっていきたいと思います。今実施していることは、４つのテ

ストを皆さんで唱和をしていただくことです。今まではミュージックでしたが、私が会長

になって間もなく会長挨拶でも話しましたが、４つのテストはどういう訳でやるのか、こ

れは実を言うとある潰れそうなアルミニウム会社を預かった社長が、このままではいけな

いどうしようかと思った時に、４つのテストを社員共々実行し、会社を立て直しました。

その著作権は全部国際ロータリーにあげました。それが４つのテストの出だしです。 

やはり皆、会を預かるとどうしてもやりたいことがあり、中のアレンジをする、そうす

ると必ずそれに対して意見が出ると思います。会が分かっているから、それに対して意見

を言っていただくそれは大事なことだと思います。意見が出て来ることが会の活性化にな

ります。 
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そして、ご存じのように富里市も短い期間に村から市になりました。これは何故かと言

うと西瓜と人参で市になったわけではありません。やはり空港と言う大きな問題がありま

す。そして、富里は表玄関にいると言うロケーション的なものがありまして短期間に村か

ら市になることが出来ました。ロータリーの活性化に大きく影響していると思います。そ

して、更に活性化していくためには、皆様方にお願いがありますが成田に第３滑走路を作

らなければいけない。成田と羽田がセットで日本の表玄関になると言う立場にならなけれ

ばなりません。皆様方に署名等お願いして千葉県北総地域の発展に繋げていきたいと思い

ます。それが各クラブの発展にも繋がると思います。 

 

●成田コスモポリタンＲＣ 宮﨑 廣一郎 会長 

先程、私の歓迎の言葉の中にも触れましたが、当クラブは会員が７

０名おります。これははっきり言って長所であり短所でもあります。 

長所としては、クラブの予算が潤沢であり、クラブ活動が活発でい

つまでも若々しいクラブでいられます。短所としては、会員が多いの

で、会長として、またロータリー歴の長い会員が入会歴の浅い会員と

本音で接することが出来ず、入会浅い会員がロータリーを誤解し、つ

まらない集まりではないかと思うことです。自分も若い時にこのクラブに入会いたしまし

て、仕事が忙しく、ほとんど出席出来ませんでした。会員の人と接することが出来ず、い

つ辞めようかと毎日思っていました。 

 しかし、今ここに会長を仰せつかっております。それは先輩たちの大いなる友情を持っ

て見守ってくれたお陰だと思っています。そんな文化のある我がクラブを誇りに思います。 

仕事が忙しい事や、またいろんな悩みを持っている若い会員が、たまに出て来ても、意

見を言い合いその会員を尊重するクラブ、いつまでもそんなクラブであってほしいもので

す。 

最近、当クラブのロータリー情報・クラブ研修委員会が委員会の予算で 新会員オリエ

ンテーション用に「今日からロータリアン」という本を購入いたしました。中身を見てが

っかりいたしました。自分も理解できない言葉が羅列してありまして、兎に角、上から目

線です。お前は勉強不足だと言われますが、この本を理解するまでには、自分の寿命が無

くなってしまいます。 

いつも入会が浅い若い会員にロータリーのことを説明すると、その顔から素朴さ、純粋

さ無くなってきます。そう思うのは私だけでしょうか？昭和３０年代、４０年代がこれか

ら沢山会員になってきます。完全なるテレビ世代、ビジュアルマンガで情報を得てきた年

代です。出来ればもう少し、ハードルの低いまんがチックで、ビジュアルに富んだ新会員

用の本がほしいと思います。今、自分はパロディー版新会員用オリエンテーション「今日

からあなたも迷路に迷うロータリアン」などを作ってみたくなりました。我がクラブはそ

んな洒落たセンスを持ち得た、魅力あるクラブを目指したいと思います。ご清聴ありがと

うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
直前ガバナー補佐に感謝状・記念品贈呈 

直前ガバナー補佐謝辞 成田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ設楽 正行会員 

卓話：パストガバナー  

﨑山 征雄 様 
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◇ 講演 

講師紹介 成田コスモポリタンＲＣ  

初代会長 野間口 勉 

皆さん、こんにちは。本日は時事通信社の小林様に講演を頂きま

すが、その前に時事通信社の内外情勢調査会のコマーシャルをさ

せていただきたいと思います。内外情勢調査会は公正な世論の情

勢を目的に時事通信社の関連団体として１９５４年に設立されま

した。全国各地の企業経営者や諸団体のトップが会員として入会

し、会員への講演活動や資料提供により、国内外の諸情勢につい

て知識の向上と理解の増進を図っております。全国の会員を対象

として、全国懇談会、つまり全ての会員がそれに参加する権利を

持っている。同時に支部懇談会があり、千葉県にも千葉市、船橋市等１３箇所あり、私も

１３年前に通信社の要請を受け設立したわけです。これが、誠に素晴らしく全国懇談会の

場合には時の首相、或は経済会のトップ、今月は中国大使のお話があったと思います。ア

メリカ大使、学者の話、ノーベル賞受賞者の話等があります。成田地区には会員が５０名

程おりまして年に１０回、８月と１２月を除いてホテル日航成田で開催されています。１

２時に集合して昼食を３０分間、残りの１時間半を誠に多彩な有名な方をお招きして講演

を聞きます。知識の向上、教養を高める、或は異業種の方々と知り合う誠に素晴らしい機

会だと思います。政治、経済、外交、防衛、社会保障、ＴＰＰに始まりスポーツ芸能、銀

座のママの話と多岐に亘っておりまして是非皆様にお勧め致します。 

 小林 伸年様をご紹介させていただきます。５２歳。時事通信社編集委員、ご出身は東

京都。早稲田大学第一文学部をご卒業後、１９８６年４月時事通信社入社後、静岡総局、

横浜総局、本社内政部、シドニー支局長、内政部長、長野支局長を経て、２０１４年７月

から現職、内政部時代は主に社会保障、公共事業、地方財政を担当されました。 

≪講 演≫ 

「少子化と日本経済の将来」 

講師 時事通信社海外速報部長  小林 伸年 様 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪懇親会≫ 

ご指名ですので乾杯の音頭をとらせていただきます。 

 本日は、﨑山パストガバナーからはロータリーの歴史を、小林様
からは少子化と日本の将来についてお話しをいただきました。時代
の変化の中で「変えなければいけないもの」と「変えてはいけない
もの」を明確に認識しなければいけないと思います。 

 久しぶりに 9 分区の大勢の仲間と合うことが出来ました、たっぷ
りと懇親を深めたいと思います。それでは、このＩＭを設営いただ
いた成田コスモポリタンロータリークラブの皆さまに感謝を申し上
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げ、青木ガバナー補佐率いる 9 分区 6 クラブの活性化と、皆さんの事業所の益々のご繁栄

と、お集まりいただいた皆さんのご健康とご活躍を祈念して、声高らかに乾杯をしたいと
思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登、高橋 晋 各会員 10 月 10日 伊勢中央ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 10 月 16日 茂原ロータリークラブ 

横田 匡彦会員（18～19日） 
松田 泰長、石橋 菊太郎 各会員（19日） 

10 月 18～19日 ＲＹＬＡセミナー 

平野 省二、小川 賢、遠藤 英一、石川 憲弘、神﨑 誠 
矢島 紀昭、佐藤 英雄、成田 温、大澤 浩一 各会員 

10 月 19日 印旛沼クリーンハイキング 

堀口 路加 会員 10 月 19～20日 
地区米山記念奨学委員会 
米山梅吉記念館探訪旅行 

近藤 博貴、石橋 菊太郎、橘 昌孝、松田 泰長、石川 憲弘 
矢島 紀昭、神﨑 誠、大澤 浩一、深堀 伸之、平山 秀樹 
甲田 直弘、小寺 真澄、堀口 路加、小坂 裕巳、鈴木 敏道 
各会員 

10 月 21日 メディア協議会 

堀口 路加 会員 10 月 22日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加 会員 10 月 23日 地区米山記念奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ３１ ３３ ４８．４４％ 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 

 


