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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 2865 回例会 令和元年 11月 1 日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   小宮山 四郎 会員 

先月の出席率は 69.93%でした。出席はロータリーの三大責務の一

つです。出席を意識してメーキャップをしましょう！また、移動

例会でのドタキャンは色んな方に迷惑をかけることにもなります

ので、早めのご連絡をお願い致します。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   眞々田 美智子 会員 

9月、10月は台風上陸で、千葉は大きな被害を受けました。今日

のように天気が良いととっても幸せですね。 

11月のスケジュールですが、来週 8日はメディア協議会、15日は

ガバナー訪問、22日は親睦旅行、29日はテーブルディスカッショ

ン発表となっています。 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング  手に手繋いで 

◇ 四つのテスト  永井 秀和 会員 

◇ お客様紹介 

ガバナー補佐   寒郡 茂樹 様 

（富里ロータリークラブ） 

ガバナー補佐幹事  鈴木 寛尚 様 

（富里ロータリークラブ） 

成田コスモポリタンロータリークラブ   

遠藤 忠義 様 

成田高等学校 早川 公敏 先生 

二年  佐藤 舞優 様 

一年  滝田 彩華 様、江波戸 佐奈 様、大木 梨央 様 

◇ 誕生日 

矢島紀昭会員（s15.11.17）、平野省二会員（s15.11.29） 

角田幸弘会員（s30.11.1）、笠原智会員（s56.11.1） 

石井一成会員（s41.11.22） 

【欠席】 

池内富男会員（s20.11.29） 

岸田照泰会員(s29.11.8) 
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◇ 結婚記念日 

滝澤尚二会員（s42.11.15）、小宮山四郎会員(s46.11.14) 

神﨑誠会員(s57.11.6) 、堀口路加会員(s58.11.19) 

甲田直弘会員(h16.11.7)、 

【欠席】 

藤﨑壽路会員(s49.11.23)、根本実会員(h10.11.22) 

樋口慎一会員(h4.11.14) 

 

◇ ニコニコボックス 

小宮山 四郎 会員：21日の地区大会記念ゴルフ大会には大勢の

皆様に早朝よりご協力をいただき本当にありがとうございました。

心配された天気も、曇りではありましたが暑くなく寒くなく、絶

好のゴルフ日和となりました。地区内から 33クラブ 140名の方に

参加をいただき盛大に開催することができました。また会員の皆

様の多くに協賛をいただき、成田ならではのゴルフ大会を開催す

ることができました。特に実行委員長の永井会員にはゴルフコー

スの提供、準備、運営と本当によく頑張っていただきました。ご苦労様でした。おかげさ

まで良いゴルフ大会ができほっとしております。私の役目も無事に終りましたのでニコニ

コさせていただきます。 

それともう一つ、私の個人的な話ですが、30日に当クラブの会員が主催するゴルフコンペ

に参加したのですが、ハンデに恵まれ優勝することができました。嬉しかったのは久能の

9番ロングホールで 3打目がカップに入りイーグル。大感激のゴルフでした。 

 

永井 秀和 会員：今、地区大会記念ゴルフ大会会長の小宮山さ

んからお話がありましたが、当日はたくさんの提供品を頂き、ま

た朝早くから大勢の皆様にお手伝いいただき何とか無事終了する

ことができました。ありがとうございました。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

あっという間に 3 分の 1 を消化することができました。6 月まで

あと少し、よろしくお願いします。 

 今日は何の日？今日は、計量記念日、灯台記念日、これは神奈川

県横須賀市に日本初の洋式灯台である観音埼灯台の建設が始まった

ことを受けて、海上保安庁が記念日に制定したそうです。キティち

ゃんの誕生日でもあります。 

昨日は世界遺産の首里城が消失。10 月 31 日未明に火災が発生、1453 年・1660年・1709

年・1945 年の焼失に次いで、歴史上 5 度目の焼失、正殿や北殿など７施設に燃え広がり、

11 時間にわたって 4000 平方メートルあまりを焼きました。今年の夏、結婚式に行った時

に見学したばかりでした。正殿の内部に消火栓はありましたが自動で作動するスプリンク

ラーが無かったそうです。2月に復元が完成したばかりだったのに非常に残念です。 

 

◇ 台湾への国外研修 

本日はお招きありがとうございます。来週から台湾への国外研修

に行きます。毎年参加させていただいておりますが、これもロー
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タリーの皆様のご支援とご協力のお陰です。貴重な経験を積んでおります。先週の金曜日、

大雨の中、タイから 40名以上の大学院生が来校し学校の視察に来たのですが、その時、イ

ンターアクトのメンバーを中心に対応、終わってから書道美術館の見学をしようと思って

いたのですが、成田山公園の池が溢れ書道美術館の前が冠水。代わりにディスカッション

の場を 30分ほど設けました。水曜日にはフィリピンから教員が視察に来ますが、やはりこ

れもインターアクトで対応してくれます。 

この様に国際交流の経験を色んなところで積みながら、来週金曜日に台湾へ向かいます。

また良い成果を上げてくれるのではないかと期待しております。 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク 出向者 小宮山 四郎 会員 

令和元年第二回空港周辺道路美化活動が 12月 17日火曜日に開催さ

れます。印旛沼クリーンハイキングは中止になりましたが、次週か

ら皆様に出欠表を回覧させていただきますので、大勢の皆様のご協

力をお願いします。 

 

・地区大会について     設楽 正行 地区大会実行委員長 

皆さんにＦＡＸで地区大会の参加の呼びかけをしておりますが、従

来と違い今回は主催側ですので、なるべく二日間出ていただきたい

と思います。11月中には二日間の中で誰がどの時間帯に何の役割か

と言うのを発表したいと思います。ゴルフ同様、大成功に終わらせ

たいと思います。委員会の活動といたしましては、音響とかなり話

を煮詰めました。これに関しては 12月に皆様に発表したいと思います。 

 

・広報・公共イメージ向上  ローソンかおり リーダー 

例会終了後、槇の間で委員会を行います。11月 8日午後 6時より

成田Ｕシティーでメディア交流会を行います。皆様ぜひ出席をお願

いします。 

 

・地区情報     石橋 菊太郎 会員 

11月 10日地区研修部門三委員会が主催する『地区先達と語る「私

のロータリー」の集い』が東天紅で行われます。成田クラブから 8

名の参加表明を頂いております。まだ余裕がありますので時間のあ

る方は是非ご出席いただけたらと思います。 

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 印西、多古ロータリークラブ 

・週報   成田、富里、八街、印西ロータリークラブ 

・出欠表（海釣り、メディア交流会、第 10 グループ親睦ゴルフ

コンペ、地区大会） 

・ＲＩ日本事務局 業務推進・資料室より 2019年手続要覧の英

語版出版のお知らせと最新版注文用紙 

・ＲＩ日本事務局より「財団室ＮＥＷＳ11 月号」 
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・比国育英会バギオ基金より「バギオだより第 75号（2019 年 11月号）」 

・ＲＩ日本事務局 業務推進・資料室より 2019年 11月「ロータリー財団月間」のリソース

と End Polio Now リソースのご案内  

【連絡】 

・11月のロータリーレート 1ドル＝108 円 

・本日、例会終了後に第 5 回理事会を開催します。 

 

◇ 第 3回クラブ協議会 

寒郡 茂樹 ガバナー補佐 

先日は、素晴らしい情報研究会ができたなと思っております。

成田からは 30名以上の方に参加していただき、ありがとうご

ざいました。またパネラーとして、紅一点、眞々田会員に頑張

っていただきました。 

ガバナー公式訪問ですが成田コスモポリタンが既に終わって

おります。例会前に 40分間の懇談会、例会は 20分から 25 分、

RI会長のビデオを流し、その後クラブ協議会となります。発表

者 3名。 

成田クラブの活動計画書をいただいておりますが、CLPの中で 10年以上にわたる長期計画

を成田が作られております。こういう素晴らしいものを作っていきましょうと勉強させて

いただきました。地元出身のガバナーが自クラブでどのようにされるのかなと興味があり

ますので、楽しみに参加させていただきたいと思います。 

 

〇戦略計画委員会 

成田 温 委員長 

７月１９日の例会後、第１回戦略計画委員会を開催いたしました。 

委員９名、及び地区委員会出向者８名が出席し、戦略計画立案ガ

イドに基づき、クラブの現状と課題が話し合われ、その後、各自

書面にて意見を提出いたしました。意見の総数は１００を超える

ものでした。 

徴収した意見をまとめて、第２回戦略計画委員会が８月２３日の

例会後に開催いたしました。ここでは提出された意見の共有化を

するとともに、再度、会員全員の意見徴集を実施することになりました。 

再度の意見徴集後の９月２７日例会後に第３回戦略計画委員会を開催し、戦略計画（案）

を作成し、１０月１８日のクラブ研修会の時間を借りて、テーブルディスカッションを行

い、例会出席者全員で戦略計画（案）を話し合っていただきました。その結果発表は例会

スケジュールの都合により１１月２９日の例会時に行う予定となっております。 

その後の予定としては、発表された意見を戦略計画委員会にて調整後、成田クラブ戦略計

画を作成いたします。さらに理事会にて承認後、クラブ協議会にて承認されれば、正式な

成田クラブ戦略計画となり、次年度からの活動計画書に記載されることになります。 

ご意見の概要としては、長所として会員数が多いので、交流、学び、資金が豊かであると

の意見が多く、反面実際の活動をする会員が限定される、あるいは奉仕活動に参加する会

員が会員数のわりに少ない等の意見も多くありました。従いまして今後は、地元若手経営

者や女性経営者の勧誘が重要であると思えます。 

 今後の課題もまだまだありますが、少しずつ改善していきたいと思います。 
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〇クラブ管理運営委員会 

矢野 理恵 委員長 

クラブ運営管理委員会は、プログラム、クラブ会報、親睦、RFの

4つの委員会からなります。本年度は、ガバナー年度という事も

あり、クラブ活動の運営も多忙となっております。 

そのような中で、プログラム委員会は、永井リーダーと樋口サブ

リーダーの運営により、本年度の新会員卓話が、ANAクラウンプ

ラザホテル成田の内山さんを残すのみとなりました。目標達成が

早く見込めます。また、外部卓話や特別月間卓話の運営・進行も

滞ることなく進められ、良いメンバーに恵まれております。 

 クラブ会報委員会は、佐瀬リーダーからも指摘があり、早急に委員会を開催し、事務局

の負担を減らす打合せが必要です。地区内でも成田 RCのホームページが評価されており、

現状を維持しつつ、新たな提案を企画し、より良いものにしていきたいと思います。 

 親睦委員会は、当初、クラブ親睦旅行を行わない方向でしたが、会長たってのご希望に

より、11月 22日～24日に開催いたします。場所は、中四国です。他にもボーリング大会

等内容盛りだくさんとなっております。当クラブは、30～80歳代と年齢幅が広く、多くの

会員の皆様に参加いただけるような企画をし、クラブ内のコミュニケーションを図りたい

と思います。 

 今年度の目玉と言ってよい RF（ロータリーフレンドリーシップ）委員会。親睦のサポー

ト的存在の委員会です。新会員の皆様は RF 委員会をご存じでしょうか？趣味等を通じて、

親睦を深める会です。本年度、２回の委員会を開催し、年次計画の話し合いを行いました。

現在、『ゴルフ』と『釣り』が活動しております。さらに健康的に楽しく行える企画を矢

島リーダー中心に企画しております。随時ご案内いたしますので、ぜひご参加ください。

４委員会が協力して、クラブを活性化していきたいと思います。 

 

〇奉仕プロジェクト委員会 

角田 幸弘 委員長 

今年度の奉仕プロジェクトは青少年奉仕ではじまりました。8月の

剣道大会にむけて準備がはじまり、地区の補助金もいただけました

ので、男子・女子の立派な優勝旗を製作できました。これには顧問

の先生方から大変感謝されました。200余名の剣士も試合に熱が入

ったことと思います。剣道大会では、ロータリーの進める「ポリオ

撲滅」についてのキャンペーンにも力を入れました。生徒だけでな

く、父兄、顧問の先生方に理解を深めてもらいました。  

インターアクトでは、年次大会への参加と 9月の月間卓話の時間にインターアクトの生徒

から報告をいただきました。  

職業奉仕の活動はこれからですが、地域の取り組みにからめた職場見学、併設レストラン

での食事を計画しています。  

国際奉仕は国際医療福祉大学の留学生をロータリークラブの会合にお呼びしてロータリー

の理解を深めていただく活動と、数名を家庭に招いて日本について知ってもらう取り組み

をパイロットモデルとして始めます。  

社会福祉では、「いこいの広場」へのトイレと衛生設備の寄贈をおこないます。 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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第 5回理事・役員会 
1. 11、12 月の例会及び事業、行事計画の確認 

2. ポロシャツ、ジャンパー購入について 
前回と同じところで購入                                  承認 
3. 台風災害義捐金について 
例会場での集金額 61,700 円 クラブから 38,300 円補助し 10 万円を地区へ送金         承認 
4. 親睦旅行について 
クラブから一人 3 万円の補助、旅行金額一人 12 万円、詳細については旅行会社から後日各参加者へ郵送 
請求書はクラブからＦＡＸ                                 承認 
5. 地区大会記念ゴルフ大会プレー費について 
各自負担                                         承認 
6. 第 10 グループ親睦ゴルフコンペ 
クラブ負担金 30,000 円、エントリー費 3,000 円×人数分 プレー費は各自負担          承認 
7.寺島パストガバナー卓話について 
3 月 6 日、財団学友会について卓話を頂く                          承認 
8.クラブバナーの取り扱いについて 
クラブ間、又は公式行事のみに使用、個人でのメーキャップには使用しない。          承認 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 10 月 20日 

RID2790地区財務委員会 

地区指名委員会、地区諮問委員会、立

法案検討委員会 

設楽 正行、平山 秀樹、小寺 眞澄、菊地 貴、堀口 路加 

各会員 
10 月 25日 地区大会打ち合わせ 

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、石橋 菊太郎 

矢野 理恵、角田 幸弘、設楽 正行、佐瀬 和年 

石井 一成 各会員 

11 月 1日 第 5回理事・役員会 

喜久川 登 会員 11 月 1日 旭・八日市場ロータリークラブ 

堀口 路加、長原 正夫、齊藤 三智夫 各会員 11 月 5日 第 8 回月信委員会 

堀口 路加 会員 11 月 6日 市原ロータリークラブ 

 

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 
11:00 役員懇談会 会長・幹事、次年度会長・幹事、寒郡ガバナー補佐 
12:30～例会、記念撮影、13:40～クラブ協議会  

22 日(金)～24 日(日) 親睦旅行 

29 日(金) 新会員卓話、及び 10 月 18 日分、テーブルディスカッションの発表 

12 月 6 日(金) 
クラブ協議会 5 年次総会 
第 6 回理事役員会 

13 日(金) クラブ協議会 6 地区大会準備 

20 日(月) 忘年例会（夜間移動家族例会）   会場：ANA クラウンプラザホテル 

22 日(日) いこいの広場清掃活動（ボーイスカウトとの交流会） 

27 日(金) 休会     対象：年末 

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 ３６名 ２５名 ５９．０２％ ６４．５２％ 

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 

 


