国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン

第 2815 回例会 平成 30 年 10 月 5 日（金）
◇ 出席奨励
村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長
先月の出席率は 66.67%でした。色々な行事がありメーキャップが少なか
ったようです。10 月も、振替休会が多くなっています。メーキャップの
ご協力、よろしくお願いします
◇ Ｓ.Ａ.Ａ.（正） 香取 竜也 会員
今月は、情報研究会、地区大会とロータリーを学ぶ機会、他クラブとの
交流がたくさんある月間になっております。積極的にご参加お願いいた
します。2 週目、4 週目は当ホテルで 10 時から 3 時まで出欠表を出して
おりますので、出席できない方はメーキャップをお願いいたします。
◇ 点
鐘
神﨑 誠 会長
◇ 国歌斉唱
◇ ロータリーソング
我らの生業
◇ 四つのテスト
伊藤 英徳 会員
◇ お誕生日
村嶋隆美会員 S28.10.10
菊地貴会員 S42.10.25
諸岡正徳会員 S37.8.15（8 月分）
伊藤英徳会員 S42.9.8（9 月分）
【欠席】
藤崎壽路会員 S24.10.1、諸岡靖彦会員 S22.10.14
日暮俊久会員 S22.10.19、深堀伸之会員 S26.10.30
谷直知会員 S45.10.16、加瀬敏雄会員 S36.10.2
◇ 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
大橋創一会員 H4.10.24
笠原 智会員 H27.9.5（9 月分）
【欠席】
日暮俊久会員 S47.10.19、飯田正雄会員 S49.10.1
諸岡靖彦会員 S49.10.17、小岩井学会員 H8.10.20
角田幸弘会員 H1.10.29、林作雄会員 S50.10.10
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◇

ニコニコボックス
石橋 菊太郎 会員：去年の 12 月から今年にかけて鰻が大変品薄に
なり、このまま鰻が提供できなくなると困るので、台湾の高雄で日本
のしらす鰻を 10 センチ位の黒子にして日本へ戻すと言う業者さんと
商談してきました。その方は何度も来日していらっしゃり、富里に家
があるそうです。花粉症になると橘先生に診てもらっていたそうで、
まさか、こう言う形で知り合えるとは思いませんでした。世の中、狭いですねぇ。

橘 昌孝 会員：3 ヶ月近く休んでおりました。その間、色々な活動
をしておりましたが、昨日は成田中学へ行って養護の先生、校長先生
と耳鼻科の話やその他、色んな話をしてきました。そんなことで色々
忙しかったのですが、10 月になり涼しくなって参りましたので久しぶ
りに出席させていただきました。先ほど石橋会員の話にもありました
が、外国から来てくださると言うのは大変稀な話ですが、自分の仕事
を一生懸命やってきて、私を信頼してくださる患者さんが多いのは大変光栄なことです。2、
3 歳位の小さいお子さんも喜んで治療に来てくれます。それは安心安全な場を子供さん達
に提供しているので喜んで来てくれたのではないかと思っております。
成田ロータリークラブ女子会
・眞々田 美智子 会員：9 月 19 日（水）矢野さんを中心に成田ロータリークラブ女子会
を開催いたしました。11 時半から 4 名で 2 時間半以上。とても楽しい会でした。今後とも
末永くよろしくお願いいたします。
・成島 陽子 会員：色んな話をしましたが、この場所ではお話できない話で大変盛り上
がりました。普段はこんなにゆったりした素敵なランチをしないのですが、楽しい時間を
過ごさせていただきました。
・矢野 理恵 会員：普段忙しくお昼も取らないことがしばしばですが、女子会では、ゆ
っくりした時間を過ごしました。言える話、言えない話、色々ありましたが、今後も楽し
くやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

諸岡 正徳 会員：9 月の 1 ヵ月は 1 日も例会に出席できませんでした。
空港の仕事をしておりますが、9 月に入り関西空港で台風被害、千歳空
港で地震の被害と続いてしまい、バタバタしておりました。関西空港は
思ったより早くお客様が戻ってきました。台風の被害は一時的なものだ
ったようです。しかし、千歳空港の被害は関西空港ほどひどくはなかっ
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たのですが、先週の金曜日からやっとラーメン横丁が営業を開始しました。千歳にいらっ
しゃるお客様が非常に少なく、通常はレンタカー受付に長蛇の列なのですが、現在は、ほ
とんどお客様がいらっしゃらない状態です。今後の心配としては、千歳空港の方が被害が
長引くのではないかと思っております。それに比べ成田は自然災害の被害も少なく大変恵
まれた空港だなと思いました。久しぶりにこの場所に戻って来られたということでニコニ
コいたします。
平山 秀樹 会員：先週、9 月 25 日火曜日、モンゴルからブヤン君
の引率で新モンゴル高専学生 18 名、教師 2 名が来日されました。
東芝、電通、ベンチャー企業などの訪問、都庁、新宿などの見学な
ど充実した旅行であったようです。9 月 29 日には成田に来られまし
た。クラブ懇親旅行からわざわざ一日早く帰国してくださった諸岡
ガバナーエレクトが、昼食会場の米屋観光センターに駆けつけてく
ださり、老舗の経営についてお話しくださいました。にわかツアコンで私がご案内させて
いただき、成田山と、手前味噌ですが平山建設の免震マンションを見学いただきました。
夕食はバイキングにご案内しましたが、学生諸君はこれでもかというほど召し上がってま
した。聞くところによると、滞在中、牛丼屋などでしか食事をしていなかったとか。最後
に日本の食事を堪能いただけて何よりでした。行程を通じて成田ロータリークラブの前期
の予算からバス代の大半を、また昼食を今期の予算からプレゼントしていただきました。
このご縁、国際奉仕の機会をいただいたことを感謝してニコニコさせていただきます。
矢野 理恵 会員：10 月 1 日に新しい会社『ブレイン・サプライ』
の取締役に就任しました。佐久間会員からソープフラワーと言うメ
ッセージ付きのお花をいただき誠にありがとうございます。また OB
会員の吉田さんからも立派なお花を頂戴いたしました。佐瀬会員に
もご協力いただき、私の役員プロフィールと会社パンフレットの写
真撮影をしていただき、2 日からホームページに掲載されています。
大きな仕事も決まりこれから着々と進んでいこうと思っておりますのでよろしくお願いし
ます。
◇

会長の時間
神﨑 誠 会長
皆様、こんにちは。月曜日のニュースで、ノーベル生理学・医学賞
を、本庶佑教授と米国のジェームズ・アリソン教授が、「免疫抑制機
構を停止することによる癌治療の発見」に対し授与されることが決定
の明るい知らせで、日本中が沸いております。新薬オプジーボがいろ
いろな癌の特効薬となっているようです。
先週は親睦旅行で香港に行ってまいりました。天気もよく夜景を観
て、素敵なホテルに宿泊し、おいしい料理を頂きました。また、帰り
の便では、台風 24 号の影響で ANA では 401 便が欠航というニュースを見たものですから、
フライトが心配でしたが、石田会員の努力と圧力により、無事成田空港に帰国することが
できました。
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空港に着いたときは、台風を追い越しており、またターミナルビルはガラガラですぐに
入国できました。ANA の関係者と行程作成の小寺クラブ管理運営委員長には大変お世話に
なり、改めて感謝申し上げます。謝謝。
本日は、クラブ研修委員会によるテーマ、「わかりやすいロータリーの理念」～ロータ
リーの理念を再考する～です。堅いテーマと思われますが、ロータリアンとして、そして
他の団体との違いを再認識するためにも大事なことですので、研修しましょう。本日はこ
れで挨拶を終わります。
◇ 表 彰
・メジャードナー
設楽 正行 会員
・ポールハリスソサエティ
小寺 眞澄 会員
平山 秀樹 会員
◇ 委員会報告
・職業奉仕
長原 正夫 リーダー
今年の職場見学は東京ガスの桜井会員のお世話になり、豊洲のガス
の科学館を予定しております。11 月 30 日金曜日です。例会はバスの
中で行う予定です。11 日に豊洲市場がオープンしますので、科学館
の後、昼食をとり豊洲の市場を少し見学できたらと思っております。
また現地で合流される方は、科学館か昼食会場で合流するか、事務
局へご連絡をお願いいたします。昼食会場はまだ決定しておりませんので、決定次第ご案
内いたします。
・米山記念奨学
ポール・ツジ 会員
小川会員から 10 万円の寄付をいただきました。ありがとうございま
す。
・地区ＲＬＩ推進委員会
矢野 理恵 委員
10 月 13 日（土）第二回ブラッシュアップ研修会が開催されます。ゼ
ロから見直しをして、どのクラブにも共通する規則固めをしている
ところです。テキストも今年から新しくなっております。
・クラブ管理運営委員会
小寺 眞澄 委員長
会長がすべて話されたので私の話すことが無くなってしまいました
が、神﨑会長ご夫妻をはじめ、諸岡ガバナーエレクトご夫妻、総勢
25 名で親睦旅行に行って参りました。無事に怪我なく帰ってこられ
ましたのでご報告いたします。
4

・成田環境ネットワーク
出向者 小宮山 四郎 会員
先月から印旛沼クリーンハイキングの案内を回覧しておりますが、現時
点で登録者は 3 名でした。事前登録予定では 7 名と報告しておりますの
で、最低でも 5 名は協力していただきたいと思いますので、皆様よろし
くお願いします。
◇ 幹事報告
平山 秀樹 幹事
【回覧】
・例会変更 多古、成田コスモポリタン、白井ロータリークラブ
・週報
旭ロータリークラブ
・出欠表（印旛沼クリーンハイキング、成田コスモポリタンロータリ
ークラブ創立 25 周年記念式典、職場見学移動例会）
・地区二輪車同好会（RMCC2790）より「第１回二輪車ツーリング」
のご案内
・比国育英会バギオ基金より「第 40 回 バギオ訪問交流の旅」募集要項
【連絡】
・１０月のロータリーレート １ドル＝１１２円
・本日例会終了後に第４回理事会をひばりの間にて開催致します。
◇

卓話
クラブ研修委員会 委員長 成田 温
プレゼンター 小寺 眞澄

テーマ

『ロータリーって何？』

～ロータリーの理念を再考する～
1.

ロータリーって何？
「ロータリーって何？」と聞かれたら？
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2.

2017-18 年度 理念研究会提供ＤＶＤ

2.“誰でもわかるロータリーの理念”
3. 基本理念について
100 年以上にわたり、私たちはロータリーの価値観と伝統をあらわす基本理念にしたが
って行動してきました。「四つのテスト」「ロータリーの目的」「５大奉仕部門」は、
奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、
リーダーシップ（Leadership）という私たちの中核的価値観をあらわしています。
4. 重点分野について
地元地域や世界のために、持ちうるリソースを最大限に生かしたい。そう願うロータ
リーは、これまでの長年の経験から、もっとも大きく、持続可能な成果をあげられる
以下の 6 つの分野に重点を絞って活動しています。
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5.

6.

7.

8.

・平和の推進
・疾病との闘い
・きれいな水の提供
・母子の健康
・教育の支援
・地元経済の成長
戦略計画について
これまでの長年の伝統と実績を誇りとするロータリーは、戦略計画の下、未来に目を
向け、さらに発展していくことを目指しています。この戦略計画は、国際ロータリー
とロータリー財団の方向性をひとつに定め、3 つの戦略的優先事項を柱としています。
6 月、ＲＩの理事会と管理委員会は、ロータリーの新しいビジョン声明を承認しました。
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な
良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」
ロータリアンの行動規範について
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接
する。
３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びと
を助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
ロータリーのモットーについて
ロータリー第１モットー（標語）
“Service Above Self”
「超我の奉仕」
サーヴィス第一、自己第二 自己に先立つサーヴィス
ロータリー第２モットー（標語）
“ He Profits Most Who Serves Best” 「最も良く奉仕する者、最も良く報われる。」
最善のサーヴィスをすれば、結果として最大の利益が得られる
ロータリーモットーの真意
・相手へのサービス（奉仕）を自己の利益や都合より優先
・利益はサーヴィスの結果
・相手のために最善のサーヴィスをすれば、その報い（結果）として最大の利益（満
足感・幸福感）が得られる。
第１０グループ情報研修会について
開催日時 平成３０年１０月１７日（水） ホテル日航成田 14:00～
テーマ 『わかりやすいロータリー』 ～職業奉仕を再考する～
百年を迎える日本のロータリーが歩む「奉仕の理念」と言う言葉で語り、「奉仕
の理念」を実践しよう。実践しない言い訳に「職業奉仕論」を語り持ち出すことを
やめ、新たなる一歩を踏み出そう！
ご清聴ありがとうございました。
※参考資料

◇

点

鐘

・ 決議２３－３４・ 大連宣言・ ロータリーの職業宣言

神﨑

誠

会長

第 4 回理事会

10 月 5 日(金)
12 日(金)
17 日(水)
19 日(金)
26 日(金)
27 日(土)
28 日(日)

研修会 担当：クラブ研修委員会 第 4 回理事・役員会
振替休会 対象：情報研究会
第 10 ブロック 情報研究会
特別月間卓話 担当：広報・公共イメージ
振替休会 対象：地区大会
地区大会 会場：アパホテル＆リゾート幕張
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11 月 2 日(金)
9 日(金)
16 日(金)
17 日(土)

会員卓話、第 5 回理事・役員会
ホームミーティング発表
外部卓話
成田コスモポリタンロータリークラブ 25 周年記念例会

23 日(金) 休会（祝日）
30 日(金) 移動例会 東京ガス
1.10、11 月の例会及び事業、行事計画の確認
2.成田商工会議所 優良従業員表彰 協賛 ５万円
3.出席免除
松田泰長会員 定款第１２条第３節（a）及び細則第１１条
4.納涼例会 会計報告 294,000 円
5.ホームミーティング補助
１人 3,000 円、会計より各リーダーへ人数分の補助を先渡しし、オーバーした分を各自清算
6.成田コスモポリタンロータリークラブ 25 周年関係
・10/10 記念Ｇ 久能 C.C. クラブ負担金３万円 + 個人分 3,000 円 12 人参加予定
7.地区大会
・地区大会１日目晩餐会
堀口会員、諸岡（正）会員、平山幹事、設楽会員、成田会員、佐瀬会員、
菊地会員参加
10,000×7 名＝70,000 円 クラブ負担
・２日目来賓及び登壇者、出演者案内補助（佐倉中央 RC からの要請）
堀口会員、菊地会員、成田会員、設楽会員、平山幹事 朝６時集合
・２日目 バス運行
配車場所 朝 発：コンフォートホテル前／着：ホテルニューオータニ幕張
配車時間 朝 ８時集合 ９時幕張着 （若干、調整の可能性ありです）
幕張出発時間 「スーパー懇親会」終了後 １８時頃を予定
バス 両総グランド ￥９１，６２０．-（高速代込み）
＊国土交通省の価格規制が厳しく、値引きは不可とのこと。
8.モンゴル支援報告
バス代他 405,830 円（前年度予算より 30 万、昼食代は今年度の委員会予算より支出 43,200 円）
9.その他
・同好会
釣り 11 月 18 日（日）、囲碁 10 月、ゴルフ 12 月 5 日（水）
・成田交通安全協会 賛助会会費１万円
・2019-20 年度会長 小泉 英夫会員に決定 クラブ協議会を 19 日に開催
出

席

承認
承認
承認
承認
承認
承認

承認
承認
承認
承認
承認

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７１

６９

３８

３１

５５．０７％

６０．８７％

ＭＡＫＥ

ＵＰ

ＣＡＲＤ

氏
名
渡辺 孝、近藤 博貴、石川 憲弘、小宮山 四郎、神﨑 誠、佐瀬 和年
石橋 菊太郎、橘 昌孝、小川 賢、小泉 英夫、成田 温、高橋 晋
喜久川 登 各会員
神﨑 誠、小泉 英夫、成田 温、高橋 晋、平山 秀樹、香取 竜也、村嶋 隆美
菊地 貴、小寺 眞澄、諸岡 市郎左衛門、大橋 創一、石川 憲弘、諸岡 靖彦
各会員
矢野 理恵 会員
諸岡

靖彦

会員

諸岡

靖彦、堀口

路加、神﨑

誠、村嶋

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

隆美、諸岡

市郎左衛門 各会員
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月

日

ク ラ ブ 名

10 月 5 日 指名委員会
10 月 5 日 第 4 回理事・役員会
10 月 6 日 浦和南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
第 12G ロータリー
10 月 6 日
情報研修会
第１回 1019-20 年度
10 月 7 日
ガバナー補佐会議

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

