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国際ロータリー2019～20 年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2861 回例会 令和元年 10月 4日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   石井 一成 会員 

先月の出席率は 61.65%でした。8月の 70.78%から減少しております。

先月は台風の影響もあり仕方ないところもあります。今月も台風の対

応で忙しい方も大勢いらっしゃるかと思いますが、是非メーキャップ

などを活用し出席率を上げていただきたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   樋口 慎一 会員 

10 月の例会及び事業計画の確認です。本日は八田羽会員、細井会員

による新会員卓話です。 
11 日は地区大会打ち合わせ、18 日は研修会、担当はクラブ研修委員

会です。21 日は地区大会記念ゴルフ、25 日は振り替え休会、29 日は

第 10 グループ情報研究会です。場所はラディソンホテル。 
例会中の携帯電話はマナーモードでお願いします。例会を欠席される場合は事前に連絡を

お願いします。また当日役割を担っていらっしゃる方は、申し送りをして例会が滞ること

のないよう委員会内で事前に調整をいただきますようお願いいたします。例会をより良く

するためにも、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 
◇ 点  鐘        小泉 英夫 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 

◇ お客様紹介 

多古ロータリークラブ   
 飯田 武之 様 
成田コスモポリタンロータリークラブ 
 大木 裕信 様 

◇ 誕生日 

菊地貴会員（s42.10.25） 

【8月分】 

八田羽稔会員(s42.8.2) 

【欠席】 

諸岡靖彦会員（s22.10.14） 

藤﨑壽路会員(s24.10.1) 

加瀬敏雄会員（s36.10.2） 
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◇ 結婚記念日 

橘昌孝会員（s41.10.16）、佐久間高直会員(s49.10.9)、小泉英夫会員(s50.10.15) 

長原正夫会員(s51.10.30)、角田幸弘会員(h1.10.29)、長岡明大会員(h4.10.17) 

【欠席】 

諸岡靖彦会員(s49.10.17) 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：先週の金曜日、ロータリー有志の会の集まりで、

深堀会員を励ます会という事で、10 数名が出席し楽しいひと時を過ご

しました。そこで深堀会員がどうしても会費を受け取ってくれと言う

ことだったのでニコニコとして預かってまいりました。 
 

眞間田 美智子 会員：私は SA の正なのですが、9 月は全然出席す

ることができませんでした。台風の後始末でてんてこ舞いでした。夫

が亡くなってから、建売はやらずに不動産や駐車場の管理をやってお

りましたが、台風 15 号の影響でアパートの屋根が壊れたり管理物件

の駐車場で車が破損したりしました。私はクレーム対応には向かない

ので息子と娘に対応してもらい、軽トラで瓦礫の処理をして廻りました。小坂建設さんに

はベニア板やブルーシートで応急処置をしてもらいました。10 日位からやっと普通の生活

を取り戻し始めたところです。私の知り合いがジョイフル本田に修理を頼んだら 1000 件

待ちと言われたそうです。うちでも物置の修理を頼んだら 3 カ月先になると言われがっか

りしておりました。しかし、そんな中、嬉しいニュースがありました。成田高校で陸上を

している高校 2 年生の孫が、9 月 27 日から 29 日まで行われた新人大会で、400 メートル

優勝、400m リレーでも優勝、総合でも優勝しました。また 8 月に沖縄で開催されたイン

ターハイも、400m リレーで全国四位となり大変嬉しかったです。 

 

喜久川 登 会員：先週の週報を見ていましたら、関会員が低コス

トの趣味と言うことで卓話をされていました。私にはもっと低コス

トの趣味があります。ぬかご採りです。もう 3 回採りました。茹で

たり天ぷらにしたり、食感は里芋、味は自然薯。大変美味しいです！

空港の周りには自然の山々がたくさんあります。皆さんも是非、ぬ

かご採りで季節を存分に楽しまれてはいかがでしょうか。今日は色々お話しすることがあ

ります。秋の彼岸に親戚が集まり山梨で行方不明になっている小倉美咲ちゃんの話になり

ました。私の親戚が校長をしております。早く発見される事を祈ります。それと、何度か

紹介させて頂いた事があります私の甥っ子が、日経新聞に写真入りでだいぶ大きく出てい

ましたので回覧します。また私の日本全国メーキャップの旅も残すところあと 2 都道府県

となりました。目を通していただければ幸いです。 
 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

多古ロータリークラブの飯田様、成田コスモポリタンクラブの大木

様、よくいらっしゃいました。 
最近寂しかった人数も少し増えて賑やかになりました。今日はイワ

シの日です。10 月 4 日【イワシ】ゴロからきているそうです。ま

た、1957 年 10 月 4 日ソビエト連邦が世界初の人工衛星打ち上げ

た日です。そしてオリエント急行が運行を開始した日でもあります。 
来月はガバナー補佐、ガバナー訪問があります。100%出席を目指し、ご協力の程、よろし

くお願いします。四国への親睦旅行もまだ間に合うようですので、参加できそうな方は担

https://ja.wikipedia.org/wiki/1957%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%884%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A1%9B%E6%98%9F
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当委員会、又は事務局までお知らせください。 
 

◇ 委員会報告 

・クラブ研修委員会   神﨑 誠 委員長 

クラブ研修委員会では 10 月 18 日の例会時に研修会を行います。そ

の際、戦略計画についてテーブルディスカッションをお願いしたい

と思います。戦略計画委員会では 2 回の会議を開催し、また会員皆

様からもご意見をいただきました。詳細については次週 11 日に成田

委員長よりお伝えいただきます。より良い計画を作るためのディス

カッションですのでよろしくお願いします。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長 
分割でロータリー財団への寄付のご協力を頂いております中から、設

楽正行会員に 1000 ドルいただきました。ありがとうございます。 
 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・週報   佐原ロータリークラブ 

・出欠表（第 10 グループ情報研修会） 
・国際ロータリーより 2019 年「手続要覧」について 
・比国育英会バギオ基金より「第 41 回バギオ訪問交流の旅」のご案内 
・国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室より「2019 年 End  Polio Now」「地域

社会の経済発展月間」リソースのご案内、「ロータリーとポリオ」についての資料、最

新版出版物注文用紙 
・国際ロータリー日本事務局より「財団室 NEWS 10 月号」 
【連絡】 

・１０月のロータリーレート １ドル＝１０８円 
・本日、例会終了後に理事会を開催します。 
・受付で日本のロータリー100 周年記念バッチを配布しております。お持ちでない方は、

事務局からお受け取りください。 
 

◇ 卓話 

～～自己紹介～～ 
 八田羽 稔 会員／東京ガス（株）千葉支社所長 

先ほどは誕生日のお祝いありがとうございます。こんなに大勢の

方にハッピーバースデーを歌っていただいたのは何十年ぶりです。

ありがとうございます。 

今日は自己紹介とパラスポーツのお話しさせていただきます。 

八田羽とはあまり聞かない苗字ですが、父親の実家は安食です。 

昭和 42年 8月生まれ、今年で 52歳になります。菊地会員とは高

校の同級生です。 
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妻と高校 2年生の男の子、中学 3年生の女の子、私の両親の 6人で住んでいます。 

千葉市内で生まれ平成 2年の 4月にガス会社に入社しました。菊地会員とは成田高校で同

じクラスでした。今、この場で菊地会員と一緒にいるとは、高校時代には想像もしません

でした。 

こちらにも成田高校の OBの方がたくさんいらっしゃいますが、成田高校は正月に成田山の

参拝客を対象にしたアルバイトがあります。冬休みに入る前に募集がかかり主に高校 1、2

年生がやります。成田高校奉仕団と言う腕章をつけて高校の制服を着てのお手伝いです。 

大晦日の夕方から元日の 16時ぐらいまで通しで行ったのですが、印象に残っているのは

「寒さ」と「眠さ」が大変だったことです。 

趣味は写真を撮ることです。 

今日は撮った写真を持ってきましたのでご紹介させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

思ったとおりの写真はなかなか撮れないからこそ面白く、「時間」と「お金」と「手間」

をかけて楽しんでいます。 
◆障がい者スポーツについて 
誰もが生き生きと安心して暮らせる社会。 
東京ガスは、誰もが住みやすい生活しやすい街づくり社会づくりに貢献しようと、スポー

ツの振興、特に障がい者スポーツに重点を置き取り組んでいます。 
来年の本大会を前にパラリンピック競技について紹介させていただこうと思います。 
パラリンピック公式競技は 22 競技 540 種目。そのうち千葉県では以下の 4 競技が開催さ

れます。 
ゴールボール・シッティングバレーボール・テコンドー・車いすフェンシング 

（いずれも幕張メッセにて開催） 
オリンピックは国民の関心が高いのはもちろんですが、大会への評価はパラリンピックも

含めたもので、開催国である日本が世界からどう評価されるかに影響します。 

撮影場所 
羽田空港第２ビル展望デッキ 

撮影場所 
佐倉ふるさと広場（佐倉市） 

撮影場所 
若洲海浜公園（江東区） 

撮影場所 
佐倉ふるさと広場（佐倉市） 
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皆さんもぜひ競技への関心を持ち、本大会では会場に行って観戦をしていただけたらあり

がたいと思いご紹介させていただきました。 
 

 

細井 将紀会員／明治安田生命保険（相）成田支社支社長 

こんにちは。明治安田生命の細井と申します。よろしくお願致します。 
＜はじめに＞ 
 まずは、今回の台風１５号に伴い被害に遭われました皆様に

心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈

り申し上げます。また、本日はこのような機会を与えてくださ

いまして、感謝いたします。それでは、自己紹介スピ―チをさ

せていただきます。 
＜経歴＞ 
 昭和４２年５月生まれ現５２歳。大阪生まれ兵庫県育ちです。小中高と野球をやってお

り、小学校時代は元プロ野球選手の田尾選手がＯＢの大阪中央リトルリーグという所に所

属しておりました。また細井姓はいるようでいない名前で小中高大と同級生で同姓はいま

せんでした。（細木・細川はいるのですが・・・会社には同姓が一人います） 
保険会社ということもあり転勤は多く、入社以来本社と支社勤務を繰り返し、この成田で

１２回目の転勤となりました。単身生活も大分・長岡・名古屋・成田の９年目となります。 
自宅は兵庫県西宮にあります。２人の子供も今や大学生となり最近は帰っても自身の居場

所があまりない状況です。 
＜信条・座右の銘＞ 
 「精力善用・自他共栄」（講道館柔道の指針として掲げられている言葉） 
＜趣味＞ 
 趣味は仕事というか、今の時代の「働き方改革」にはそぐわない会社生活を過ごしてき

たせいか、これといった趣味はありません。があえて言うなら、読書・スポーツ観戦・・・

体を動かす趣味では会社あげて取組中のウオーキング（１日８５００歩平均）、月に１－

２回のゴルフになります。（趣味のわりにスコア実績は伴わず平均９５位です・・・） 
＜会社ＰＲ＞ 
 それでは少し会社ＰＲさせていただきます。 
 お手元の当社キャラクター（うさりんかめろん）のクリアファイルの中の冊子「明治安

田インフォメーション」をご覧ください。この冊子は年２回ご加入のお客さまに弊社営業

職員を通じてお届けする冊子となっています。内容は年間・中間決算のお知らせおよび社

会貢献等の会社取組みについてとなっています。それではまずは２ページをご覧くださ

い。・・・以上 
成田ロータリー会員として皆様とともにできる限りの社会奉仕・地域貢献を積極的に参画

して参る所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
             
◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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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 

2. 親睦旅行について 
 18 名参加予定、詳細は後日参加者へＦＡＸ                         承認 
3. 消費税増税に伴い 昼食代の値上げについて  

１０月以降１人当たり 2,310 円（増税前 2,268 円）                     承認 
4. ガバナー、ガバナー補佐 公式訪問時対応について 
ガバナー公式訪問  
・懇談会（会長、幹事、次年度会長、次年度幹事参加予定） 
・クラブ協議会（発表者 矢野ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長、角田奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長、成田戦略計画委員長） 

また、１００％出席を目指し、事前にＦＡＸでお願いする。                   承認 
5. 成田交通安全協会 賛助会費 １万円                           承認 
6. 成田商工会議所より永年勤続従業員表彰式 協賛金５万円                  承認 
7. 北千葉道路建設促進協議会会費納入の件 1万円                       承認 

 8. インターアクト国外研修参加者への餞別 １人につき１万円 
4人参加予定 10,000円×４＝40,000円                           承認 
9. 第 10グループ情報研修会 登録料 5,000円×会員数                     承認 
パネルディスカッションのパネラーとして眞々田会員 

10. その他 
・台風 15 号義捐金について 
クラブ内で台風 15 号被害の義捐金を募る（例会中に募金箱を回す）。その後、被害の大きかった会員へ見舞
金としてお渡しする。                                     承認 
・国際福祉医療大学支援について 
 10 月 10 日、角田、本宮、平山会員で 1 月 17 日の打合せ                    承認 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小泉英夫、甲田直弘、堀口路加、小寺眞澄、土井英二、石井一成  
各会員 8 月 2 日 第 3 回会員増強・維持拡大委員会 

ローソンかおり 会員 9 月 4 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小泉英夫、甲田直弘、小寺眞澄、小宮山四郎、橘昌孝、佐久間高直 
石井一成 各会員 9 月 6 日 第 4 回会員増強・維持拡大委員会 

諸岡 正徳 会員 9 月 7 日 地区委員長会議 

諸岡 正徳 会員 9月 27日 柏西・我孫子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ合同例会 

成田温、長原正夫、堀口路加、齊藤三智夫 各会員 10月 3日 第 7 回月信委員会 

小泉英夫、甲田直弘、堀口路加、小寺眞澄、土井英二、石井一成 
各会員 10月 4日 第 5 回会員増強・維持拡大委員会 

小泉英夫、長原正夫、堀口路加、甲田直弘、長岡明大、眞々田美智子 
神﨑誠、小寺眞澄、石橋菊太郎、矢野理恵、角田幸弘、斎藤三智夫 
設楽正行、佐瀬和年 各会員 

10月 4日 第 4 回理事・役員会 

 

10 月 4 日(金) 新会員卓話     第 4 回理事役員会 

11 日(金) 地区大会打ち合わせ      担当：設楽委員長 

18 日(金) 戦略計画についてテーブルディスカッション   担当：クラブ研修委員会 

21 日(月) 地区大会記念ゴルフ大会  

25 日(金) 振替休会           対象：情報研修会 

29 日(火) 第１０グループ 情報研修会  会場：ラディソンホテル成田 

11 月 1 日(金) クラブ協議会３、 ガバナー補佐訪問   第 5 回理事役員会 

8 日(金) メディア交流会（夜間移動例会）担当：広報公共イメージ向上委員会 

15 日(金) クラブ協議会４、 ガバナー公式訪問 

22 日(金) 
～24 日(日) 

親睦旅行 

29 日(金) 10 月 18 日分、テーブルディスカッションの発表 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６１名 ４３名 １８名 ７０．４９％ ６２．３％ 

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 

 


