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国際ロータリー2011～12年度会長 カルヤン・バネルジー 

 

～～ 米山月間 ～～ 
第 2487回例会 平成 23 年 10 月 28日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

◇ ロータリーソング   我らの生業 

◇ 四つのテスト     小泉 英夫 会員 

◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：先週の１７日、皆さん NHK でご覧になられた

かとは思いますが、３秒間９時３０分のニュースに出ました。どう

いうことかと申しますと、現地時間 10 月 17 日、米国ニューメキ

シコ州の宇宙専用港「スペースポートアメリカ」で、ヴァージンギ

ャラクティック社の専用ターミナルビル落成式が行なわれました。

このターミナルビルは、「ヴァージンギャラクティック・ゲイトウ

ェイ・ツー・スペース」と命名され、12 万スクエアフィート（約

3,400 坪）の床面積、旅客ターミナル部分とスペースシップの格納

庫から成り、英国の FOSTER+PARTNERS 社のデザインによるものです。落成式には、

実際に申し込みをした顧客、関係者およびマスコミなど 800 名が招待をされました。 

 この宇宙旅行には現在約 450 名の申し込み顧客がいるが、このうち今回 150 名が世界各

地より集まり、完成を祝い合いました。式にはヴァージングループのリチャード・ブラン

ソン会長、ジョージ・ホワイトサイズ社長の他、来賓として、ニューメキシコ州のスザン

ヌ・マルチネズ知事や同州選出のスティーブ・ピアーズ下院議員なども参列。それぞれが

記念の祝辞を述べました。 

 スペースシップ２とホワイトナイト 2 のデモ飛行も行われ、参加者はスペースシップを

バックに思い思いに記念写真をとりました。 

 スペースシップ２は 30 回、ホワイトナイト２は約 75 回のテストフライトを既に行い、

先日は、NASAから総額 4500万ドルの調査フライトの受注をしたことも発表されており、

この専用ターミナルビルの完成により、又、世界初の商業宇宙旅行の実現がさらに一歩近

づいたと言えます。 

私が２００５年に申し込んだときには２０万ドルプラス１００万、当時１ドル１２７円。

今７０円台ですから約半値になりました。これからまた募集するそうですから、ご興味あ

る方は是非どうぞ。 

平野 省二 会長：私も規模は小さいですが、江塚成田支店長より

のご招待で成田ロータリークラブの代表として全日空のボーイング

７８７の初フライトに搭乗してまいりました。９時２０分のフライ

トで１時間４０分、北へ向かい霞ヶ浦、銚子から太平洋に出て富士

山、御殿場で旋回し、三宅島を回り帰ってきました。普段ですと目

的地へ向かって高い所を飛んでおりますが、デモンストレーション

フライトだったものですから低空飛行で飛んでいただき、天気もよ

かったので景色も綺麗に見ることができました。ボーイング７８７
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の乗り心地も日本の技術の粋を集めて作った航空機でございますので至る所に感心してお

りました。大変素晴らしい乗り心地でした。 

・トイレにウォシュレットが装備 

・窓が大型化、面積比で約 1.2 倍。従来機と比べ縦方向が 8cm 拡大 

・照明はカラーLED が採用。色や明るさを細かく調整可 

・客室の天井は従来機と比べ 20cm 高い。 

・窓のシェードはなくなり、代わりに電子カーテンが搭載される（乗客が透過光量を調節

できる）。 

・キャビンに加湿器が標準搭載される。 

滝澤 尚二 会員：私も一緒に搭乗いたしました。 

佐藤 英雄 会員：１４日、初めて卓話をさせて頂きました。私のつ

たない卓話を上手に素晴らしい文章でまとめていただき有難うござい

ました。それともう一つ、「エクレール・お菓子放浪記」の委員会を

先日行いました。会長、幹事含め９名、昨日はアルコール抜きで２時

間半、たっぷり打ち合わせいたしました。取りあえず、１１月２９日

に試写会を行いますので、その案内を来週早々には発送いたします。

関係皆様にはご協力よろしくお願いいたします。 

設楽 正行 会員：２週間遅れになりましたが１４(土)、１５日（日）

孫に会いに高崎へ行ってまいりました。その足で孫と一緒に伊香保温

泉へ宿泊してまいりました。伊香保温泉は大変混んでおり、宿につい

て部屋のグレードアップをお願いしたのですが一杯でできないと言う

ことでした。事実、翌日の榛名山のロープーウェイでは５００メート

ル位に何百人という人が並んでおり、観光地として回復して来たのか

なと思いました。ところがかたや隣の鬼怒川温泉はまだ３０％ちょっ

とだそうです。風評被害は大変な影響があったのだと思い知らされま

した。事実、私どもも野菜を扱っておりますが、ちょっと前まではきゅうりが１本６０円、

７０円あるいはそれ以上だったかもしれませんが、こんなときに福島さんのきゅうりは２

５、６円です。大根１５０円～２００円しているときに、茨城さんの大根は７０円～８０

円。そういうふうに風評被害は私達が思っている以上に深刻だなと思いました。最後に当

店の漬物は地産地消ということで千葉県産を全て使っております。 

神崎 誠 会員：１０月１４日の週報を読ませていただきました。ここのところ欠席が続

いておりまして遅くなりましたが、商工会議所主催のゴルフ大会で私もちょっと良い成績

でしたので（ベスグロ）ニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 皆さんこんにちは、だいぶ秋が深まってきました。本来なら

ば、今日からクラブの大きな行事であります親睦旅行に出かけ

ているところですが、諸般の事情により延期となりました。参

加を決めていた方には、改めてお詫び申し上げます。今日の例

会で親睦委員会より親睦旅行について皆様のご意見を聞く、デ

ィスカッションを予定しているようです。忌憚のないご意見を

お願いいたします。 

 先週は第 9 分区主催による情報研究会が開催されました。我

がクラブでも沢山の会員の方に参加いただきました。只、入会
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3 年未満の会員の方が 5 名と少なかったのが残念であります。年会費のほかに各種登録料

を皆さんはお支払している（地区・分区の行事は全員登録）のですから、勿体無い話しで

す。テーマは「今こそ博愛を被災地へ！」と題して、先の東日本大震災において全国のロ

ータリーから寄せられた義援金の使途について、織田パストガバナーを招き講演をいただ

きました。義援金を「一日も早く被災地のために」と全国のロータリアンから集まった義

援金は、9 月 21 日現在、１０億円以上の浄財が寄せられ、その一部は見舞金として被災地

に送られましたが、ガバナー会の次年度引継ぎがうまく引き継がれず、約半数の地区に義

援金の返金・払い戻しがされました。（松田会員による情報集取） 織田パストガバナー

におかれましても、被災者支援活動の対応に大変苦慮されておるわけですが、今回の第 9

分区情報研究会において、各クラブへの情報開示不足を率直に認め、残金を災害遺児支援

に宛てるため、ロータリー育英資金連絡協議会（仮称）を立ち上げる意向であります。今

回の東日本大震災での震災孤児で、大学生・専門学生を対象に奨学金を支給する予定だそ

うです。クラブの中でも色々なご意見があると思いますが、成田ロータリークラブは少し

成り行きを見守って行きたいと考えております。 （10 月 26 日印西で開催された第 9 分

区会長、幹事会でも同意見でありました。） 

 話しは変わりますが、只今、奉仕プロジェクト委員会にて映画、エクレール「お菓子放

浪記」の上映準備をしております。後ほど、石橋・佐藤委員長より経過報告があります。

会長より今回の映画を、なぜ、上映するかご説明を致します。私は、今年度のターゲット

として「新たに歩もう 次の世代へ向かって」を詠い、年度基本方針として、二番目に東

日本大震災 復興のためのクラブ内「義援金活動の推進」をあげました。年初、私は義援

金活動に社会奉仕委員会に集金方法を検討するようにお願いしました。前年度後半より続

けております例会時の食事を少しでも節約し、月初めにカレーを食することで、その余剰

金を義援金に充てようとすることもひとつの方法であります。しかし、それだけではわず

かな金額にしかなりません。諸岡年度最終のころ、前会長からエクレール「お菓子放浪記」

の映画の話しがあり、成田クラブでも上映できないかと打診がありました。プロジェクト

委員会に諮り、この映画は戦中から戦後にかけ、両親を亡くした少年が困難に直面しつつ

も、お菓子を通じて人の優しさや支え合う心を知り成長していく孤児の物語です。この映

画の内容、情景、社会性、青少年育成、そしてロケ地となった石巻市をこの度の大震災は

大津波で東北の美しい街並みを一瞬で破壊してしまった、この映画には石巻の市民の人た

ちがエキストラとして出演しており、その人達の多くの方が家を失い、命を奪われ、映画

の中の戦争による大空襲と今回の大津波は情景が重なり合い、被災者はお互いをいたわり

ながら渾身のかぎり生きてゆく姿に、この映画を観るものにとってわが身に置き換えれば、

ロータリーとして支援の手を差し伸べることは、当然のことであると考えました。どうか

一人でも多くの方にこの映画を観て頂き、被災地の復興のため、いま一度市民にご支援を

戴きたく、私は上映を理事会に諮り、承認のうえ奉仕プロジェクト委員会による【エクレ

ール上映プロジェクトチーム】を立ち上げました。色々困難なこともあるかと思われます

が、クラブ一同、全会員のご協力をいただきたく、また、会社の福利厚生の一環として是

非とも多くの方に鑑賞をお願いいたしまして、一円でも多く義援金を募りたいと思います。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山委員会  秋葉 博行 委員長 

１０月２６日、ロータリー財団・米山委員会を開催いたしました。人

数は５名と少なめでしたが、色々議論することができました。まず当日、

ロータリー財団・米山の寄付状況を報告しました。その後、ボボチョー

さんが朝日新聞に掲載されまして、これは広報委員会が開いてくださっ

たマスコミとの懇談会がきっかけとなりましたのでご報告させて頂きま
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した。その後今後の活動予定を話し合いましたが、まず先ほどから出ております「エクレ

ール・お菓子放浪記」が地区補助金の DDF に該当しないかということで申請してはどう

かということで話がでました。これは奉仕プロジェクト委員会と相談しながら進めたいと

思っております。私が会長をやっておりましたときにも映画会が DDF の対象になりまし

たので、今回も是非対象になればと思っております。続きまして、米山奨学生であるボボ

チョーさんの指導教員を例会にご招待して卓話をいただきたいと思い、これはクラブ管理

運営委員会と日程を調整しながら進めたいと思っております。その他には、放射能の線量

計を学校等に寄付したらどうか（今、非常にニーズがあるので）という意見もありました

ので、これも奉仕プロジェクト委員会と相談しながらつめていきたいと思っております。

それと、財団の方では国際親善奨学生を成田ロータリークラブからも送りたいという意見

が出ました。これも皆さんのご協力を得ながら進めたいと思っております。 

・奉仕プロジェクト委員会   石橋 菊太郎 委員長 

 先ほどから話に上がっておりますが、試写会日程、及び上映日が決ま

りました。皆さんにこれまで information しておりませんでしたが、会

場選定、並びに上映手段など色々障害がありましたのを一つ一つ克服し

てここまでやってきました。試写会は市内関係団体など１２０社、グル

ープに案内状を送付いたします。 

☆試写会 １１月２９日（火）ビューホテル 花壇の間 

（会員の皆様も是非ご覧ください。） 

☆上映会 ２月２５日（土）国際文化会館 ２回上映 

午前１０時半～   午後２時～ 

今日、皆様には映画会開催、上映日、を各事業所から発信してもらいたいと思います。そ

れにつきましては、ポスター、パンフレットなどの用意もしてありますので、是非ご協力

の程お願いいたします。また知り合いの事業所などにも声を掛けて下さい。今年度の奉仕

プロジェクトの核となる奉仕活動です。ちなみに委員会は既に４回開催しております。昨

日はお茶とお茶菓子で会議でした。これからもこの形でやっていきたいと思います。 

・「エクレール上映委員会」プロジェクトチーム 佐藤 英雄 委員長 

お話の続きになりますが、特にこの映画はマスコミの取り上げる回

数が多いです。特にカラー写真付きで９月２７日読売新聞夕刊、１０

月２日朝日新聞朝刊にも掲載されました。また朗報として主人公の吉

井一肇君が中国最大の映画祭「第２０回金鶏百花映画祭」で外国語部

門の最優秀男優賞を受賞しました。これも読売新聞と朝日新聞で大き

く取り上げております。全国でじわじわと上映の機会が増えている映

画なので、是非成田から新たに大勢の観客を動員しまして、それが大

きな力になればと思っております。 

マスコミ関係のプレスインタビューとか色々な形でアピールしていきたいと思っておりま

すので、スケジュールが決まりましたら皆様にご連絡したいと思います。 

・会員増強・退会防止委員会  神崎 誠 委員長 

１０月２０日、会長・幹事はじめ１０名程の会員にご参加いただき会

員増強委員会を開催いたしました。 

議題 『今年度の方向性、実施項目について』 

・会員増強 未充填職種の会員を重点的に探す。昨年のように候補

者のアンケートをとり、会員の推薦を募る。 

・出席の少ない方への対処 今後も連絡を取りなるべく接触してい

く。規則に則ったほうが良いなど色々な意見が出ましたが今後の課題

です。先ずは委員会の顔合わせと意見交換をやらせていただきました。 
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◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、１１/６(日）地区大会のご案内 

 参加人員 ２２名  バス利用１５名 

（京成成田東口コンホートホテル前８時出発） 

２、例会変更のお知らせ 

 ①成田コスモポリタン RC    １１/９(水）休会 地区大会へ振替 

 ②印西ロータリーRC      １１/９(水）休会 地区大会へ振替 

 ③八街ロータリーRC      １１/２３(水）休会 

３、週報の回覧 

 多古、成田空港南、印西、白井、冨里 各ロータリークラブ 

４、会員の病気見舞い 

藤崎政吉会員 成田日赤病院へクラブ代表として会長、幹事でお見舞いに行ってきました 

 

◇ バズセッション 「会員親睦旅行について」 

司会進行／角田幸弘 会員 

①曜日 

・土、日がいい。（旅行先のイベントも豊富） 

・例会日の金曜日に合わせる 

・曜日の集約はできないが、参加しやすい月を選んだらどうか。 

・職種によって変わってくる 

 

②一泊二日での開催について 

・参加しやすいが近場に限られる（行ったことのあるところばかり） 

・二泊三日がいい。 

・宴会をやって終わり、しかし二泊三日だとサラリーマンが忙しない 

・気楽に参加しやすいので、試してみる価値はある 

 

③費用について 

・3 万円以下 

・二泊三日だとすれば 6 万円程度（自費 5 万円） 

・クラブの補助について 

・安いほうが参加しやすい 

 

④入会３年未満の会員に参加をお願いするには？ 

・3 年未満の会員にアンケートをとり、旅行しすい状況を確認する 

・土日月、金土日の設定であれば可能（しかし料金面から考えると土曜日が入ると割高で

きつい） 

・サラリーマンが多い 

・個別に対応（推薦者、顧問など） 

・誘い方を考える 

 

⑤ご夫妻又はお子様の参加型の旅行については？ 

・家族の懇親ということで考えるとご夫妻、お子様の参加を断る理由はない 

・小さい子どもの夜の宴会参加は問題あり 

・親睦の主旨から離れなければ問題なし 

・子どもの参加は不安 
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・子どもは他の親睦例会での参加を考えたほうが良いのではないか 

・乾杯できる年であれば、いいのではないか 

 

⑥計画書では２月１８（土）、１９（日）での旅行 能登・輪島ということでシュミレー

ションしているが、他に希望がありますか？ 

・一泊二日では能登、輪島は寒いし遠いのではないか、もっと近場での検討も。あるいは、

南方面、時期をずらすか。 

・映画会の 1 週間前なので、2 月 25 日過ぎが好ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   平野 省二 会長 

 
出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平野 省二、矢島 紀昭 各会員 10月 26日 第 9 分区会長・幹事会 

秋葉 博行、深山 一郎、設楽 正行、渡辺 孝、豊田 磐 10月 26日 R 財団・米山記念奨学委員会 

平山 金吾 会員 10月 27日 
成田空港南ロータリークラ
ブ 

石橋 菊太郎、佐瀬 和年、佐藤 英雄、平野 省二 
近藤 博貴、矢島 紀昭、遠藤 英一、橘 昌孝 各会員 

10月 27日 奉仕プロジェクト委員会 

橘 昌孝、石橋 菊太郎、設楽 正行、平野 省二 
小宮山 四郎、各会員 

10月 29日 内規規定委員会 

佐藤 英雄、平野 省二、近藤 博貴、矢島 紀昭 
遠藤 英一、長原 正夫 各会員 

10月 31日 奉仕プロジェクト委員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５７ ３７ ２０ ６０．６６％ 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 

 


