国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2674 回例会 平成 27 年 10 月 2 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
川島 利昭 会員リーダー
先月の出席率は 84.18％でした。8 月よりかなりよくなっております。小川会員、佐久間会
員など 100％出席者が多数いらっしゃいます。食事もたっぷり用意してお待ちいたしてお
ります。
◇ 月初めのお願い
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
齊藤 三智夫 会員
毎月抽選にご協力いただきありがとうございます。前年度のＳ．Ａ．Ａ．の努力の甲斐が
あり、皆様の方から「今日はくじ引きかい？」と和やかに声を掛けていただき、ご理解を
いただいております。ありがとうございます。
◇ 点
鐘
佐瀬 和年 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
遠藤 英一 会員
◇ お客様
東京中央新ロータリークラブ 秋葉 良子 様
◇ 誕生日
日暮俊久会員 s22.10.19、s22.10.14 深堀伸之会員 s26.10.30
菊地貴会員 s42.10.25
藤崎壽路会員（欠）s24.10.1、諸岡靖彦会員（欠）
◇ 結婚記念日
橘昌孝会員 s41.10.16、日暮俊久会員 s47.10.19
佐久間高直会員 s49.10.9、長原正夫会員 s51.10.30
角田幸弘会員 h1.10.29、大塚洋会員 s60.10.26
吉田稔会員 s62.9.15（9 月欠席分）
諸岡靖彦会員（欠）s49.10.17、飯田正雄会員（欠）s49.10.1
小泉英夫会員 s50.10.15（欠）、横田国彦会員（欠）s62.10.31、
◇

ニコニコボックス
設楽 正行 会員：8 月末、当店に千葉テレビが取材に来まして私
が対応いたしました。1 ヶ月前だったのですっかり忘れていたので
すが、9 月 24、5 日ごろ放映されました。どんな風に映っていたの
かもわからないのですが、とりあえずニコニコいたします。
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喜久川 登 会員：2 つございます。1 つ目は、本日受付で親睦旅
行の代金を支払ったのですが、途中離脱するということで、期待し
ていなかった 1 万円が返ってきました。折角長崎に行くので、延泊
して長崎ロータリークラブにメーキャップし、プラス友達にも会っ
てこようと思っています。
角田

幸弘

会員：先週はスケジュールが立て込んでいて詳しく話

ができなかったのですが、今日例会に来て、ラスベガス、リノ、子
供の時から行って見たかったジービーレースの話を写真付きで載せ
て頂いておりびっくりしました。プラモデルでジービー・レーサー
（GeeBee Racer）を 2 回作ったのですが、リノでも見られませんで
した。成田ロータリークラブ事務局の情報
収集力に脱帽しました。
土曜日に非常に詳しい友人に、「アメリ
カ人は実はゼロ戦が大好き」といわれて、
トラ・トラ・トラのショーがメインになっ
ていたのに納得した次第です。
GeeBeeRacer の続きからの話です。リ
ノのエアレースではカテゴリー別のレー
スの合間にショータイムがあるところが
アメリカ的で、それぞれのショーの盛り上
がりで人気度が分ります。その中のメイン
ともいえるショーイベントが「トラ・ト
ラ・トラ」
。日章旗を掲げた４機のゼロ
戦と彩雲が登場。離陸するや早速、爆
弾攻撃が始まりあたりは炎と黒煙につ
つまれます。もういいだろうというく
らい攻撃が繰り返され、
「１９４１」の
ナレーションも繰り返されて、ちょっ
としつこい。最後は、被弾したらしく
スモークをあげて退却。意気揚々のア
メリカ国歌に皆応えていました。私は
ゼロ戦の T シャツを着て行ったので周
囲のアメリカ人の視線が気になりまし
たが、報復をうけることなく家族とも
ども帰ってこられたのでニコニコします。
石橋 菊太郎 会員：千葉テレビの“ＯＮＧＡＸ”という番組がス
カイタウンホールで収録されました。若い 9 人の女の子のグループ
がステージを務めて、30 分番組の間の中で、成田の街へ出て行き
成田の名物を紹介するというストーリーでした。うなぎを食べたこ
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とがないという 10 代の女の子達が、こういう番組で取り上げられたのは初めてでした。
秋葉 良子 様（東京中央新ロータリークラブ）
：先日は不幸もあり、
お祝い事もあり、皆様に色々お助けいただきありがとうございまし
た。本日は、メーキャップに参りました。7 月には東京中央新ロー
タリークラブの会長、幹事も同行し成田の祇園祭に出席させていた
だき、一緒に楽しませていただきました。これをご縁に色々繋がり
ができるといいなと思っております。私ごとですが、先日、栄町から指定管理者のお話を
いただきまして、ドラムの里を来年の 4 月からゆめ牧場が管理運営させていただくことに
なりました。成田ロータリークラブには栄町の会員の方もいらっしゃいますが、これから
も一生懸命やらせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
ロータリークラブは企業人の集まりです。交わりを深めて経営のヒントになる事を掴み、
明日の経営の糧とすることも例会の大きな目標の一つです。
世界最古の企業、1435 年続いた金剛組：（平成 18 年破産申請）
世界４１カ国中で 200 年続いた企業が 5,586 社あります。
（アメリカ建国 225 年ですから、200 年企業が基準になったと考えられます）
日
本＝3,146 社
世界の約 70％
ド イ ツ＝837 社
オランダ＝222 社
フランス＝196 社
日本の 1000 年企業
法
師
田中伊雅仏具店

旅館
仏具

石川県小松
京都

華道家元、池坊
華道
京都
その他、温泉宿が数軒あるようです。
『和食』ブーム

（優れた食文化）多くの外国文化人関心を集めています。

『世界一の長寿の国』『世界で一番長生き企業の多い国』
日本に生鮮食料品を最も多く輸出している国、中国と韓国が日本の生鮮食料品を最も多く
輸入している国である事は、かつてお話いたしました。安全で美味しい生鮮食料品の生産
も世界一です。我々日本人が国産の生鮮食料品を積極的に食べるべきです。
『日本式経営』が諸外国の経営者に関心を持たれています。
特別な感情と共に、最大の関心を持って見ている国が、お隣の韓国、中国であります。
アメリカ、ヨーロッパでも徹底的な研究がされ、日本人の精神構造にあることまで辿り着
いています。その内容は私たちにも興味がありますが、文章で書き表されて出て来ないの
は、外国語に訳せない「心を表す日本の言葉」社是、社訓に多く用いられている言葉がた
くさんあることに起因しているようであると専門家は言っています。
私たちは会社創りに深くかかわっている言葉、社是、社訓を中心に、家訓、自分を変え
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た出来事、教訓、言葉、出逢いを文章にまとめて、55 周年記念誌を制作し、後輩に伝えて
行きましょう。まずは、200 年企業を目標に、そして 1000 年企業に名を連ねるように努力
してまいりましょう。
◇ 表彰
米山記念奨学委員会
米山功労者第 9 回 小川

賢会員

第 3 回 高橋 晋会員
第 2 回 本宮 昌則会員
第 10 回メジャードナー 日暮

俊久会員

◇ 委員会報告
・ロータリー財団
近藤 博貴 リーダー
小寺 真澄 会員から 1,000 ドル（120,000 円）寄付を頂きました。
・社会奉仕
佐藤 英雄 リーダー
第 27 回印旛沼クリーンハイキング実施についての依頼が来ておりま
す。10 月 17 日 9 時から正午まで。場所は成田市甚兵衛公園です。今
年は、親睦旅行と重なっております。例年 10 名程参加しておりますが、
最低でも 5 名ほどで参加できればと考えております。
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪回覧≫
・週報
佐原ＲＣ、成田空港南ＲＣ
・活動計画書 旭ＲＣ
・例会変更
白井ロータリークラブ
・八街 RC 創立 50 周年記念ゴルフ大会のご案内
・我孫子ロータリークラブより例会場及の変更連絡
・財団室 NEWS 10 月号
・台風 18 号による洪水被害への義捐金について
・公式訪問質疑―相談窓口案内
・ソウル国際大会への分科会の提案書受付のご案内
・ソウル国際大会登録のお願い
・国際交流情報誌 NEWSLETTER 10 月号
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≪連絡≫
・旅行代金の振込（一人１２０，０００円）
・クールビズ 10 月 30 日まで
・来週は、櫻木ガバナー公式訪問です。
◇ 経済と地域社会の発展についてのグループディスカッション
◎発表者 平山 秀樹 会員
当テーブルには、会計事務所を開いていらっしゃる遠藤先生がい
らっしゃいます。主に、会計事務所からの観点から遠藤先生のお
話をいただきました。遠藤先生の目から見ると、成田市内で伝統
的な業態のままの会社は利益率が低くなっている傾向があり、空
港関係、周辺市町村の企業の方が、利益率が高くなっているそう
です。また、アベノミクス下で大企業の内部留保がいたずらに積
み上がるばかりで、雇用、個人所得、消費につながるお金の使い方になっていないそうで
す。いわば、まだ一般国民からはアベノミクスが信用されていない証拠とのこと。一応、
アベノミクス政策の一貫で企業の給与を３％以上ベースアップさせると、１．５％が節税
できるという「所得拡大促進税制」が施行されていますが、あまりマスコミ等でアナウン
スされていません。いつのまに施行されたのかという感じです。最後に、「ポストバブル
世代は、お金の使い方を知らない。だから消費が拡大しない」という意見がでました。私
も平成元年に社会人になっていますので、ポストバブル世代だと思います。ぜひ、諸先輩
方におかれましてはお金の使い方のご指導をいただければ幸いです。
＜＜参考：所得拡大促進税制＞＞
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

◎発表者 菊地 貴 会員
成田の特性を生かして行こうという話が出ました。成田には外国
人が沢山いるから、外国人を取り込む方策を考えよう、それが成
田の将来につながるのではないか。市でも特区を生かした企画や
市場を輸出拠点にしよう、観光拠点にしようと、と言うように色
んなことが考えられますが、市ぐるみで外国人を成田に取り入れ
るような方策をとっていけば成田もより良い街になって行くのではないでしょうか。
◎発表者 川島 利昭 会員
景気が良くなってきている。スーパーゼネコン関係の方は 50 億以
下の仕事はしないというような形に進んで、経済の一つが見える。
労働人口が減少してきている。女性の労働力をもっと活用して行
くのが必要。女性にもっと力を出していただけるような特性を出
して行ったらどうか。地域社会の発展に関して、特色がないと地
域として生き残っていけないのではないか。また基礎人口に合わ
せてそのままやっていくか増やして行くか。
◎発表者 小川 賢 会員
私どものテーブルは、なぜか後期高齢者ばかり。例会に元気に出席
でき、皆さんとお話ができることが幸せです。
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◎発表者 近藤 博貴 会員
成田は非常に活性化しています。夜になると駅の周辺は、たいへん
賑やかで活性化しております。成田は空港があるからだと思います
が、浦安はディズニーランド、君津は新日鉄、正直、こういう企業
がないと活性化しないのではないかと思います。
◇

点

鐘

佐瀬

和年

会長

第 4 回理事・役員会
１．１０、１１月の例会及び事業、行事計画の確認
１０月の予定
２日 (金)
月初例会
第 4 回理事・役員会
９日 (金)
ガバナー公式訪問
クラブ協議会
１６日 (金)
親睦旅行
16 日（金）～18 日（日）親睦旅行
２３日 (金)
通常例会
３０日 (金)
通常例会
卓話 米山記念奨学生
１１月の予定
６日 (金)
月初例会
第 5 回理事・役員会
１３日 (金)
移動例会
研修・新会員歓迎例会 場所：Ｕ－シティホテル
２０日 (金)
通常例会
２７日 (金)
通常例会
※10 月 4 日（日）ＲＬＩパートⅠ 神﨑会員、平山会員、小寺会員、齊藤会員出席予定
10 月 5 日（月）地区大会記念ゴルフ大会
レイクウッド総成カントリークラブ 13 名参加
近藤、小川、小宮山、諸岡、成田、神﨑、仲村、平山、佐久間、長原、吉田、音花、齊藤 各会員
10 月 10 日（土）地区奉仕プロジェクト委員会セミナー 13:30 点鐘
佐瀬会長、神﨑会員、齊藤会員、佐藤会員、成田会員参加予定
２．会員候補紹介カードについて
候補者紹介カードを使って会員増強活動を進める
３．新会員の件
村嶋隆美氏（社会法人 豊立会 理事）沢田喜信会員の後任
※沢田会員は（社会法人 豊立会 顧問）として引き続き在籍
４．成田交通安全協会への寄付の件
1 万円
５．（一社）成田市体育協会賛助会員の件
1 口 1 万円
６．ユネスコ 40 周年
2 口 1 万円
７．平成 27 年度優良従業員表彰実施に伴う協賛金の件
5 万円
８．モンゴル支援の件
佐瀬会長、平山会員、堀口会員他 1 名、クラブ会員だけ補助。
９．今年度社会奉仕活動の件
社会奉仕活動として実施する方向で承認、今後詳細をつめていく
出 席

承認
承認

承認
承認
承認
承認
承
承認
承認

表

会員数
６２
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数
６１
ＣＡＲＤ
氏

池内富男、小川賢、日暮俊久
佐瀬 和年、神﨑 誠、深堀
吉田 稔、遠藤 英一、設楽
堀口 路加 会員

出席数

欠席数

出席率

前回補正

３２

２９

５２．４６％

７５．４１％

名

各会員
伸之、平山
正行、佐藤

月

日

ク ラ ブ 名

9 月 29 日

囲碁・将棋同好会

10 月 2 日

第 4 回理事・役員会

10 月 2 日

八千代ロータリークラブ

堀口 路加 会員

10 月４～5 日

米山梅吉記念館探訪研修旅行

堀口 路加 会員

10 月 6 日

船橋みなとロータリークラブ

堀口 路加 会員

10 月 8 日

習志野中央ロータリークラブ

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

秀樹、甲田 直弘
英雄 各会員
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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

