国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2680 回例会 平成 27 年 11 月 13 日（金）
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鐘
ロータリーソング
四つのテスト
ニコニコボックス

佐瀬 和年
奉仕の理想
歌唱

会長

平山 秀樹 会員：モンゴル視察に行かせていただいてありがとう
ございます。活動報告については来週の例会でレポートさせていた
だきます。ところが残念ながら、例会は所用で欠席してしまいます。
よって、今回は視察を通して感じたロータリーの友情と活動の広が
りに感謝してニコニコさせていただきます。
まず、出発するときに南日会員とビューホテルですれ違いました。
「忘れ物ですか？」と聞かれ、
「ええ、ちょっと」とすれ違いそ
のまま出発してしまいました。ところが、出国手続きをした後、
お電話をいただき「ロータリーの公用だからＡＮＡのラウンジ
を使ってくれ」とおっしゃってくださいました。お陰で大変快
適に待ち時間を過ごせました。ちなみに、目の前に滑走路が広
がる、
（お酒飲み放題の）大変すばらしいラウンジでした。旅の
幸先のよさを喜びました。本当にありがとうございます。
そして、佐原香取ＲＣの山崎会員。堀口さんの地区の委員会の
副委員長ということで今回わざわざ同行いただきました。手弁
当で、です。謙虚なお人柄で、大変随所で救われました。お陰 佐原香取ＲＣの山崎浩一会員と
フレーＲＣの Oyun Gantulga 会員
様で、今回の視察の幅がひろがりました。
そして、新モンゴル高専の２年生のナイダル君。私達と高専の生徒さんたちとの交流で「父
はロータリアンです。みなさんがロータリーをしていて一番よかったことはなんですか？」
と質問されました。これはきっと彼がお父様に真摯に質問したかったことだったと想いま
す。ご存じのように、私も父がロータリアンですので、気持ちをこめてお応えさせていた
だきました。
ウランバートルの昔の名前から取ったという、現地のフレーロータリクラブの方々がラン
チで暖かくもてなしてくださいました。
「ベランダ」という大変おいしくて、おしゃれなイ
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タリアンレストランでした。日本からの技術導入の水耕農法で作られたお野菜もありまし
た。ちなみに、なんと７割が女性会員だそうです。ワインのボトルがたくさんあきました。
来年の国際大会での再会の約束をしてきてしまいました。
帰ってきてからも、まだ友情は続きます。米山奨学生であった新モン
ゴル高専の学長で、現フレーＲＣの会長のジャンチブ･ガルバドラッ
ハからお電話いただきました。たまたま、フレーＲＣの何人かの方々
と来日されていて、その内お一方が水曜日に成田からの直行便で帰る

右手がドーラさん。
ちなみに、左手は弊社
社員の橋本です

ということでした。持参できなかった残り３台の測量機器などを空港
まで弊社社員がお持ちしました。ご自身の荷物だけでも超過だったの
に、３台で合計１００キロあまりの荷物を持って行ってくださったと
いうことです。どれだけの負担であったかわかりません。たしか、ド
ーラさんという会員だと聞きました。
最後に、なによりもこのような素晴らしいロータリーの友情と活動
の広がりが実感できた視察に送り出していただいた成田ロータリ
ークラブのみなさんに心から感謝いたします。ありがとうございま
した。
甲田 直弘 会員：本日は U－シティホテルをご利用頂きまして誠
にありがとうございます。感謝の意をこめてニコニコ致します。

◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
先週は石川次年度会長に「挨拶」をお願いたしましたが、その挨拶の中に私たちがモン
ゴルへ視察に行く目的は「新モンゴル高専の生徒たちの眼差しを見て来るのです」と言っ
たコメントを申し上げました。
11 月 6 日金曜日の午後 3 時過ぎに発って、ウランバートルに着いたのが午後 10 時頃、
生徒や先生方に逢えたのは翌日 10 時です。土曜日でしたが、生徒 30 名、先生 5 名が私た
ちを歓待してくれました。生徒との意見交換会では、生徒たち
の話す上手な日本語に驚きました。学校は休みなので、私たち
と交流を持てたのは三分の一の生徒達ですが、15 歳～16 歳の
学生の眼は素晴らしく美しい眼差しをしていました。「この子
たちに喜んでもらえる事を何かしたい」と思う気持ちが湧き上
がってまいりました。次の一歩を踏み出してまいります。その
内容は研究中ですが、早々に決定いたします。会員諸氏のご協
力を宜しくお願い申し上げます。
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪連絡≫
・12 月 4 日、年次総会です。またクラブ協議会を行いますので上
期総括を各委員長宜しくお願い致します。
・12 月 18 日、ゴルフコンペ、忘年家族例会が行われます。場所：
成田ビューホテル。
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・55 周年記念の特別委員会委員が決定しました。二つの事業が行われます。記念誌の発行
とパーティー。
・ホームミーティング 1 月実施、2 月発表予定です。
≪研修セミナー≫

◇

点

鐘

佐瀬

和年

会長

◇ 新会員紹介
＜杉浦 健 会員＞ 明治安田生命保険（相） 成田支社長
研修セミナーに参加しましたが、常々ここにいらっしゃる皆様は、
各業種、各会社の経営者の方が非常に多くいらっしゃる中で、決ま
った事務所がない組織体として何百年も続いているのが大変素晴ら
しいと思います。そういう中、四つのテストの精神からいろんなも
のが作り上げられ、先人、大先輩たちの知恵と工夫によって今のロ
ータリーがあるのだろうと思っておりました。ロータリーでは“理
想の奉仕”ではなく“奉仕の理想”と言われております。ずっと考えているのですが、言
葉ではわかるのですが今一ピンときません。体得しなければ、実感していかないのだろう
なと思いました。諸先輩方から、
「まずは出席して懇親していけばわかるよ」と言われます。
言葉で覚えるのではなく、身体に染み込んでいかなければいけないのだと、改めて実感し
ました。その事もあり、明日は釣り同好会に参加いたします。雨が心配ですが大先輩とカ
ワハギ釣りに行って最大限の釣果を出してこようかなと思っておりますのでよろしくお願
いいたします。
（生憎、悪天候の為、釣りは中止となりました。残念！次回、ご参加宜しく
お願い致します）
＜南日 隆男 会員＞ 全日本空輸（株） 成田空港支店長
人となりは、来週卓話の時間を頂いておりますので、その時にお話
したいと思います。私は会社の肩書でロータリークラブに入会させ
ていただいていると思っております。自分で努力したわけではあり
ません。転勤族できているメンバーです。2 年か 3 年入れていただ
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けるかと思いますが、その中でできることをやっていきたいと思っております。折角入れ
ていただいておりますので、義務的にロータリーに来るのではなくて、ロータリーを楽し
んで何か残していけるように頑張っていきたいと思います。
＜大塚 洋 会員＞ 成田空港（株） 取締役
7 月から入れていただきました。先日はプログラム委員会の歓迎会、
今日はロータリーの歓迎会をしていただき光栄に思っております。
私も南日さんと同様、成田空港会社のメンバーとして仲間に入れ
ていただいてもらっているわけですが、
「大塚さん、楽しみなさい、
楽しんでちゃんと仕事もしなさい」と言われました。この二つを
全うしていきたいと思います。今日やっとロータリーソングが歌
えるなと自信を持ちました。内容等々勉強途上でございますのでいろいろ教えていただけ
ればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
＜村嶋 隆美 会員＞ 成田豊立会 玲光苑 専務理事
今日はこのような盛大な歓迎会を開いていただきありがとうござ
います。先ほどは研修セミナーにも参加させていただきましてい
ろいろご教授いただきましたが、素材が悪いものですから何回も
教えていただかないと理解できないので、根気良くご指導いただ
ければと思います。

乾杯：豊田 磐 会員
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締め：渡辺 孝 会員
今日は、入会して 28 年の大木会員が初めての司会担当！ベテランの余裕ある司会でまとめていただ
きました。カラオケタイムはありませんでしたが、その分、色々な場所で、お酒を酌み交わしなが
ら親睦が行われ、懇親を深められたのではないでしょうか。皆様、お疲れ様でした。
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ク ラ ブ 名

渡辺 孝 会員

11 月 4 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

音花 昭二 会員（追加）

11 月 6 日

第 5 回理事・役員会

堀口 路加 会員

11 月 12 日

佐瀬 和年、深堀

伸之、豊田

石橋 菊太郎、遠藤
成田 温、諸岡

英一、松田

靖彦、神﨑

堀口 路加、小柳
齊藤 三智夫、杉浦

磐、渡辺

政和、菊地
健、南日

2016 年度米山奨学生面接官ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
孝、設楽 正行

泰長、石川

誠、平山

地区米山記念奨学委員会

憲弘

秀樹、佐藤 英雄

貴、八田
隆男、村嶋

11 月 13 日

クラブ研修セミナー

11 月 17 日

鴨川ロータリークラブ

光雄
隆美各会員

堀口 路加 会員
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
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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

