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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2817 回例会 平成 30 年 10月 19日（金） 
◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 
◇ 国歌斉唱    
◇ ロータリーソング  それでこそロータリー 
◇ 四つのテスト  土井 英二 会員 
◇ お客様 

大原ロータリークラブ  平野 一隆 様 

吉田 正子 様 
◇ ニコニコボックス 

菊地 貴 会員：私の友人にプロレス団体をやっているＴＡＫＡみち
のくというのがいます。前々から成田でどうしてもチャリティー興行
をやりたいと相談されておりましたが、適当な場所が見つからないと
言うことで何年も過ぎておりましたが、この度、ビューホテルさんに
相談しましたところ快く受けていただきました。来週の 28日（日）、
生憎、地区大会当日になるのですが、チャリティープロレスイベント

をやることになりました。受付にポスターを準備しておりますので、皆さんにお持ち帰り
いただきお店に貼っていただければと思います。よろしくお願いします。 

 
長原 正夫 会員：10月 10日、成田コスモポリタンロータリークラ
ブ 25周年ゴルフコンペが久能カントリークラブで行われ、運よく優勝
いたしました。以前も久能で優勝しており相性がいいようです。 
 

本宮 昌則 会員：2ヶ月ぶりに例会に出席いたしました。夏の納涼
例会も直前でドタキャンしており、9月は誕生日で欠席してしまいま
したので、本日ご挨拶させていただきました。 
 
小泉 英夫 会員：去年二日間雨に祟られた弦祭りが、今週末行われ
ます。今年の目玉は本堂前の三味線の演奏です。今年は 200人を超え
る演奏者に来ていただきます。2部は津軽笛奏者 佐藤ぶん太さんとセ
ットです。秋の夜長を楽しんでいただければと思います。 

 
小池 正昭 会員：昭和 45年 1970年にでき
た法律で、『成田国際空港周辺整備のための
国の財政上の特別措置に関する特別措置法』

というものがありますが、これは内陸に成田空港を作ると言うこ
とで国が財政上の措置を特別に行うと言う事を決めたものです。
これまでは、5年毎にずっと延長手続きを行っていました。それ
が今回第 3滑走路を作ると言うことで、5年では終わらずこのた

びの延長は 10年スパンでと言うことにほぼ決まりそうです。実はその多くが新しい滑走路
予定地にある成田用水土地改良の施設の変更などに相当のお金がかかりそうで、そういっ
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たことに国が予算措置を重点的に配分をしていくというものです。県としては、空港周辺

の色々なこれからの地域振興に関してお金を投下していただけないだろうか、また使途を
もう少し幅広くしていただけないだろうかなども国に対して申し上げております。それが
今までの 5年ごとと言う短期の延長延長で毎回議論して参りましたが、今回この地域にと
りましても 10年と言う長い期間法律を延長していただけるということで、ある意味、長期
的視野に立っての流れができるのかなと思っておりますのでご報告を兼ねてニコニコさせ

ていただきます。 
 

小寺 眞澄 会員：17日の情報研究会多数の方に参加していただ
きありがとうございます。私は 12月まであと 3回同じことを違う
グループで参加するのですが、私の拙いコメントを聞いていただ
きましたことに感謝してニコニコさせていただきます。 
 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 
 皆様、こんにちは。季節もいよいよ秋めいてまいりました。
みなさんには体調管理をお願いいたします。 

 広報・公共イメージ向上委員会委員長（大原 RC）平野一隆
様、大原 RC 吉田正子様ようこそいらっしゃいました。ごゆ
っくりお過ごし下さい。 
 10/17（水）には、石川邦紘ガバナー補佐主催の第 10グル
ープ情報研修会が開催されました。青木貞雄地区研修サブリ
ーダー列席のもと、鵜沢和広奉仕 PJ 統括委員会職業奉仕委
員長をプレゼンターに迎え、小寺真澄地区ロータリー研修委員が研修趣旨説明をされまし

た。また、諸岡靖彦ガバナーエレクトの挨拶もございました。約 1時間半の研修でしたが、
統一テーマは「わかりやすいロータリー」で～職業奉仕を再考する～と題して進められま
した。ロータリーの始まりからモットーや目的、五大奉仕について、分かりやすく論じて
おられました。 
 その後の～職業奉仕を再考する～では、2016年の規定審議会で、奉仕の第二部門を改正
する立法案が第 2840地区群馬から 16-10号として提出され採択されました。具体的には「奉
仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務
はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理

想を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従
って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズ
に役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。」との改正
案です。ということで、会員の役割は、仕事を一所懸命やって高潔なものにするだけでは
何か足りない気がしました（私見です）。また当日の資料は皆様にメールにて届く予定で
す。このことについては、いつかまた取り上げたいと思います。 
 さて、例会の後半は、来る 10/28（日）の地区大会において諸岡ガバナーエレクトを盛

り上げ、成田を PRする時間が本会議後に用意されており、それの予行演習をします。設楽
政策委員監修のもと、菊地広報委員長が製作したものです。会員各位のご意見・アドバイ
スも含め、全員参加をお願いしまして、挨拶とします。 
 
◇ 表 彰 
・ポールハリスフェロー   

本宮 昌則 会員 
・米山記念奨学 

12回メジャードナー 
小川 賢 会員 
8 回マルチプル 平山 秀樹 会員 
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◇ 委員会報告 

・次期幹事長    堀口 路加 諸岡ガバナー年度地区幹事長 
諸岡ガバナーエレクト年度の活動状況のご報告を致します。諸
岡ガバナー年度地区幹事長予定者の堀口です。 
7月に橋岡ガバナー年度がスタートして 4ヶ月が経過しますが、
諸岡ガバナーエレクト年度も同時にスタートしています。 
9月 9日にガバナー補佐予定者の顔合わせ会を行い、10月 7日
に第 1回がバナー補佐会議が開かれています。その中で諸岡ガ

バナーエレクトからガバナー年度における地区運営方針および
組織編成の考え方が説明され、ガバナー補佐の方々と意見交換が行われました。この他、
ガバナー公式訪問の組み合わせ方や情報研修会、IMの方針・日程などについても話し合わ
れています。現在、地区委員会の統括委員長まで決まっています。今後各クラブに地区委
員の推薦依頼をして委員会編成に入り、11月 25日に第 2回ガバナー補佐会議・第 1回地
区委員長会議を開催の予定です。着々と諸岡ガバナー年度の地区運営の準備が進んでいま
すことを報告させていただきます。 
 

・会員増強・維持拡大委員会  村嶋 隆美 委員長 
2点お願いです。まず会員増強より新規会員のご紹介をお願いしま
す。今年度の目標は新規加入として５名です。次に出席奨励よりお
願いです。ホームミーティングをやっていただいておりますが、メ
イキャップになりますのでリーダーの方は出席者の報告を事務局
までお願いします。 
 

・成田環境ネットワーク  出向者 小宮山 四郎 会員 
10月 20日（土）、明日ですが印旛沼クリーンハイキングが開催さ
れる予定です。9時開始となっております。当クラブの担当は受付
ですので 8時 45分集合でお願い致します。 
人数に制限はありませんので、出席できる方は、直接甚兵衛公園へ
お越しください。その際、クラブジャンバーと帽子の着用をお願い
します。たぶん明日は大丈夫だろうと言う事ですけど、雨で中止の
場合、私から直接皆様へご連絡いたします。尚、予備日が日曜日になっておりますが、私

は出張で成田におりませんので、日曜日になりましたら小寺会員に取り仕切っていただく
ことになっておりますので、よろしくお願い致します。 
 
・ＲＦ     永井 秀和 リーダー 
釣り 11月 18日日曜日場所は浦安カワハギ 
ゴルフ同好会 12月 5日成田ハイツリー 
旅行同好会  来年 2月 16から 2泊 3日カニを食べに北陸福井の

山中温泉、片山津温泉を予定しております。多くの方のご参加お待
ちしております。 
 
・ロータリー財団   本宮 昌則 リーダー 
年次寄付として平山会員と小宮山会員から 1000 ドルいただきまし
た。 
 
・米山記念奨学  ローソンかおり リーダー 

10月は米山月間です。平山幹事よりご寄付いただきありがとうござ
います。 
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米山記念奨学事業について私が概要をまとめまして週報に掲載させていただきますので、

後ほどご覧になっていただきたいと思います。内容は、ロータリー米山記念奨学会はどの
ようなものか、目的、特徴などです。 
 
◇ 幹事報告  平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・週報   富里ロータリークラブ 
・出欠表（印旛沼クリーンハイキング、職場見学移動例会） 

・ロータリー希望の風奨学金 ロータリー東日本大震災青少年
支援連絡協議会より「風の便り」Vol.4  No.2 

・国際ロータリー日本事務局より「世界ポリオデーに向けて！」
End Polio Now リソースのご案内とロータリーショップのご
案内 

・日本赤十字社 千葉県支部より「赤十字 NOW」2018年秋号 
・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」Vol.223 
・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 336号 

【連絡】 
・11月 9日、ホームミーティングの発表を行います。それまでに発表者はデータを事務局
まで提出お願いいたします。発表は一人 3分程度でお願いいたします。 
・本日例会終了後、地区大会２日目参加者を対象に次年度地区大会アピールの予行練習を
致します。 

   
◇ クラブ協議会 

司会／平山秀樹 幹事 
・議案  2019-20年度会長候補の件 
深堀次年度会長就任不可能により、次年度幹事予定でありました小泉幹事エレクトが次年
度会長として発表され承認されました。 
 
◇ 地区大会予行練習 
 
 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６９ ４９ ２０ ７１．０１％ ５６．５２％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 10 月 24日 橋岡ガバナー年度地区大会実行委員会 

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 

 


