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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2632 回例会 平成 26 年 11 月 14 日（金） 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介 

米山記念奨学生  ムンクバトさん 

 

◇ ニコニコボックス 

松田 泰長 会長：一つ目、今年度第 1回目の研修セミナーを無事に終

えることができました。二つ目、本日の研修セミナーで佐瀬さんと佐藤

さんがＤＬ（ディスカッションリーダー）デビューされました。おめで

とうございます。 

 

吉田 稔 会員：先日、私が尊敬している桑田佳祐さんが紫綬褒章を受

賞されました。デビュー以来 36 年間彼を支え続けておりますが、彼の

先見性にいち早く気づいた僕も自分で褒賞したいと思いました。後ほど、

本人に代わりまして、歌の方も披露させていただきたいと思います。 

 

平山 秀樹 会員：父、平山金吾会員のことで皆様から色々な言葉をい

ただきました。松田会長におかれましては、今週文字通り病床まで来て

いただき、手が触れるほどの距離でお見舞いいただいたと、母も感激し

ておりました。今日の午前中も会いましたが、父もロータリーの活動を

気にしており、皆様にくれぐれもよろしく伝えて欲しいと申しておりました。恐縮ですが、

あまりお見舞いに来ていただいても父が疲れてしまうということもあり、お見舞いを控え

させていただいておりまして、大変申し訳なく思っています。元気は元気にしております

ので、まずこのことについてニコニコさせていただきます。 

 それと、最近欠席が続いており報告が遅れておりましたが、「ロータリーの友」11 月号

に掲載された記事を矢島会員に例会でご紹介をいただいたということで大変恐縮しており

ます。私のような若輩者の拙い文章を掲載していただき感謝しております。ファンＲＩ会

長がおっしゃった「まず自分の行いを正しくし」という言葉は、会長であり父である平山



2 

金吾会員が 10年前に私に社長を譲った時に「大学」の言葉を抜粋し送ってくれた色紙、そ

のままなんです。去年、会長職も取締役も終えバトンタッチを無事に受けられたというこ

の時に、ファン会長が言っていただいた言葉に、10年前の父と重なりました。わかりづら

い文章になってしまいましたが、「ロータリーの友」に採用していただけました。成田ロー

タリークラブの皆様の友情、ご支援のお陰で、今ここでこうしていられると父とともにそ

の喜びを噛み締めております。ロータリーライフを皆様と一緒に参加させていただいてい

ることの誇りと喜びを感謝させていただきます。 

 

諸岡 靖彦 会員：本日は米屋観光センターをご利用いただきありがと

うございました。新会員歓迎会では、親睦を深めかつ、有意義な研修セ

ミナーの余韻を楽しんでいただきたいと思います。 

 

石橋 菊太郎 会員：先週の例会に成田高等学校

のインターアクトクラブ 4名が来てくれましたが、

その翌日から台北へ 4日間行ってきました。昨年

度の地区委員長でしたので、急遽私も同行するこ

ととなりました。向こうではお天気も良く、事故

もなく、無事に国外研修を終えることが出来ました。 

 

設楽 正行 会員：先日、女房の労い旅行ということでハノイに行って

きました。毎日仕事や付き合いで出ることが多いものですから、女房孝

行ができました。 

 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さん、こんばんわ。実は挨拶の準備をまったくしており

ませんでした。研修会では各部屋を見て回れば良いのかと思

っておりましたら、急遽進行役をということでディスカッシ

ョンリーダーをやりました。 

本日のテーマは『私の職業奉仕』。先ほど奉仕の理想を皆さ

んで歌唱しましたが、 

奉仕の理想に集いし友よ・・・まさに我々です 

三国に捧げる我らの生業・・・これが職業奉仕 

そして四つのテスト・・・ 

真実かどうか 

みんなに公平か（得た利益は公平に分けていますか） 

好意と友情を深めるか（その仕事、仕入れ、販売に対して全部うまく行ってますか） 

みんなのためになるかどうか（これが最終的にロータリーの求めているところです）。 
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◇ 委員会報告 

・クラブ研修委員会   遠藤 英一 委員長 

今日は 3 人の DL の方にお世話になりました。グループからそれぞれ

代表者に所感をいただき、最後にクラブ研修委員会副委員長である諸

岡会員に講評をいただきたいと思います。 

 

≪クラブ研修セミナー所感≫ 

Ａグループ発表者 鈴木敏道 会員／ＤＬ 松田泰長会長 

本日はセミナーに参加させていただきありがとうございました。

私は 10月に仲間入りさせていただき、まだ右も左も分からない状

態ですが、初めて直接一つのテーマで話し合いをさせていただき

ました。職業奉仕について短い時間ではありましたが色んな事を

考えました。立場が違う責任の中でその話を伺えたことは非常に

有益でした。いつもロータリーの会合に

出席させていただき思うことは、非常に

諸先輩方がフラットで、我々のところまで降りて来ていただき議

論していただけるということです。今日は結論を出さないという

前提でお話をさせていただきました。今後もロータリーの事を

色々勉強させていただきみなさんと親しくさせていただけたら

と思います。 

 

Ｂグループ発表者 後藤 敦 会員／ＤＬ 佐瀬和年会員 

答えを強制する、結論を出すということをしてはいけなかったの

で、それぞれ個人々の考えを披露できたかなと思っています。た

だテーマが私にはとても難しく、『私の職業奉仕』について、いろ

いろ考えさせられました。 

私はホテルに勤めておりますが、この

言葉はサービス業として毎日毎日 10％

お客様からサービス料をいただいてい

る立場なのにあまり掘り下げていないのではないかと思いまし

た。改めてアンケートにも書かせていただきましたが、何がで

きるのかどんなことに取り組めるのかと考えさせられとてもい

い経験になりました。 

 

Ｃグループ発表者 平山秀樹 会員／ＤＬ 佐藤英雄会員 

 

来週の例会で報告するのだと思い違いをしていたので、いまご報

告する準備ができておりません。まとまりませんが、私の印象に

残ったみなさんの言葉を紹介させていただきます。 

 

まず、「この職業に従事していて良かった瞬間」では、小寺さんの

お話しが印象に残りました。同じ建設に関わる仕事で大変共感し
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ました。「竣工した時が最大の喜びです。お客様が『電気があって良かったなと、便利だな

と、出来栄えがいいな』といってもらえることが自分のよろこび」だと。しかし、完璧主

義者の小寺さんは「求めているのがすべてパーフェクト。だから、心の底からよかったと

思える仕事はひとつもない。終わってしまうと、失敗ばかりが記憶に残ってしまう。」とい

うことでした。もう建設関係の社長のかがみです。 

 

また、小宮山さんは、「この仕事に従事して 50年。50年前と現在とでは青果物の流通の形

が変わってきている。最初は生産農家から直接仕入れていたので、特定の作物に作付けが

集中してしまうきらいがあった。収集がつかなくなってみんなが共倒れにならないように

努力した。グループ分けをしたりして、作付けの割り当てをリードしてきたのが誇りだ。

そうしないと、農業が安定しなかった」とのことでした。農産物の作付けまで、青果物の

流通者が割り当てることができたということは、すごいお力ですよね。心から誇りに思わ

れて当然です。 

 

吉田さんから社員教育の極意を教わりました。それは、「探究心を持ちましょう！」という

ことです。なぜなら、「みんな論理的な思考のできる社員が欲しいという。論理的な思考と

は、ものごとの組み立てができる人。論理的な思考を身につける最短は、探究心」だから

ですと。探究心を持つことで、「通り一遍ではなく、なぜこれをやるのか？この荷物はどこ

にいくのか？と論理的に考えるくせをつける。あるいは、航空業界だと略号がたくさんで

てくる。この略号はなにか？と考える。略号はなにかと探求して、英単語を調べないと理

解できない。探究心を持って仕事をするという紙一重の差が時間が経つと大きな差になる。

探究心を持つことで、論理的な思考の訓練になる」のだそうです。これはすごい極意です

よね。 

 

小坂さんは、ご自身の仕事を「多くの方と歓びを分かち合う仕事だ」とおっしゃってくだ

さいました。「銀行ってさまざまな業種と触れあう機会がある。資産の活用などで相談を受

けて、地元の会社を巻き込んで、多くの方に喜んでもらえる仕事につなげられる。かかわ

ったみなさんと喜びを分かち合える。それが、嬉しい」と。そして、小寺さんの「多くの

人と信頼関係を結べるコツは？」という質問に対して、「その人の人間性を高めるというこ

とに尽きる。お金は命の次に大切といわれる。だからこそ、人柄、キャラクターが大事」

だと。金融機関という数字を扱う世界に身をおきながら、人格、道徳性の大切さを切々と

話されたことが素晴らしいと想いました。 

 

音花さんは、支社長として ES（従業員満足）と CS（顧客満足）の大切さを教えてください

ました。「『お宅の従業員はいいね、さすが日生だね』といわれることに満足感を感じる」

と。私など、ついつい自分が先にたってしまいがちなのですが、音花さんが自分自身より

も部下が褒められることに満足感をもたれることに大変センスを感じました。だからこそ、

従業員満足があってこそ、と顧客満足が作れると。好意と友情を深めるか？が仕事の上で

とても大切だと断言されることに大変共鳴いたしました。 

 

最後に、近藤さんからロータリーにおける職業奉仕の起源の研究についてお話しを伺いま
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した。私の不正確な理解かもしれませんが、「ポール・ハリスは最初は親睦ばかりやってい

た。親睦だけでは続かなくてなにが大事か？という議論になった。結果、最初公衆トイレ

をつくった。それでも、まだ「職業奉仕」には至らなかった。1905年にロータリーができ

て、1910年に『奉仕』の考えが入ってきた。ロータリーと職業奉仕がどうやってつながっ

たか、理解しなければならない」とのことでした。大変勉強になりました。 

 

全体を通して、職業奉仕をみなさんがどう捉えていらっしゃるか、

自分の仕事とロータリーの理念をどう繋げているかがとても伝わ

りました。最後になりましたが、自分の意見を押し付けることな

くディスカッションリーダーを誠実に務められました佐藤さんに

感謝申し上げます。 

 

【講 評】           諸岡 靖彦 クラブ研修委員会委員 

本日は 18名の参加を頂き、「私の職業奉仕」をテーマとして、

3チームの編成で RLI方式による 60分のディスカッションを

実施いたしました。各チームより発表いただいたとおり、有

意義なクラブ研修セミナーとなりました。 

 20 名の参加者のうち 18 名よりアンケート（設問は別紙の

通り）にお答えいただきました。集計の結果を報告いたしま

す。 

 セミナー後の感想として、上位 3項目は、 

１．いろいろな意見や考え方を聞くことができて、良かった。（16名） 

２．落ち着いてゆったりした状態で参加できた。（11名） 

３．今日の話し合いの続きがしてみたい。（10名） 

15名の方から自由意見を記入いただき、次のような気づきや感想をいただきました。  

 ・RLI方式のディスカッションは会社においても参加者の発言を引き出す参考になった。 

 ・ロータリーの根本についてまだまだ解からないことがたくさんあります。もっともっ

とロータリーについて知りたくなりました。今後ともロータリーで学んだことを自分の人

生や会社に生かして行きたいと思います。 

 ・成田ロータリークラブの目的の再確認が出来、今後も積極的に自ら質問して勉強して

参りたいと思います。 

 ・地域の方々の幸せ、役立つために何をすべきかを念頭に行動して行くことが大事だと

実感しました。 

 昨年は「奉仕と親睦」、今日は「職業奉仕」について研修して頂きました。入会 3年未満

の方にも多数参加していただきました。ありがとうございました 

 下半期には、あと 2 回のクラブ研修セミナーを予定（テーマは検討中）しています。2

回目は講義方式で、3回目は RLI方式を予定しています。 
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◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜連絡＞ 

・11月 28日、ホームミーティングの発表 

・12月 19日の最終例会はＡＮＡクラウンプラザホテル成田 

同日、同好会ゴルフも開催いたします。 

・12月 9日、空港周辺の掃除が行われます。担当：小川会員 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 新会員紹介 

＜川島 利昭 会員＞ 成田ビューホテル 副総支配人 

北海道出身で実家が小さな旅館をやっておりました。考えてみますと、今の職種に近い生

活だった様な気がいたします。隣がスナック、バーで小さいながらに大人の世界を見なが

ら生活しておりましたので、少々ませておりました。 

＜小坂 裕巳 会員＞ （株）京葉銀行 成田支店支店長 

入会して 4 ヶ月、皆様には色々お世話になっております。酒々井に住んでおりますので末

長く皆さんとお仕事をやっていけたらと思っておりますので宜しくお願いいたします。 

＜鈴木 敏道 会員＞ 日本空港ビルデング（株） 成田営業所総支配人 

出身は芝山です。自宅から近いということで空港関係の会社に入ったわけですが、32年間

の会社勤めのうち、成田勤務は 5 年ほど。やっと成田に帰ってこられました。これから成

田でいろんな仕事をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

＜齊藤 三智夫 会員＞ （株）斉藤設備 専務取締役 

成田幼稚園、成田小学校、成田西中学校、成田北高とずっと成田で育んでいただき、仕事

の都合で 15 年ほど市原市におりました。こちらに帰ってきて 10 年ほどです。私も生まれ

育った街に帰ってきてこういった素晴らしい会に入会させていただき感謝しております。

時間はかかると思いますがゆっくり歩んで行きたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

【米山記念奨学生 ムンクバトさん】 

本日は懇親会に誘って頂きありがとうございました。奨学生としての 2 年間というのもあ

と僅かになってきました。こういう形で皆さんと深く親睦できてありがたく思っています。

残りの時間、よろしくお願いいたします。 
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☆カラオケタ～イム☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、佐瀬 和年、遠藤 英一、神﨑 誠、石川 憲弘 

小柳 政和、小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加、小宮山四郎

諸岡 靖彦、設楽 正行、佐藤 英雄、音花 昭二、小坂 裕巳 

後藤 敦、本宮 昌則、松村 里美、川島 利昭、鈴木 敏道 

齊藤三智夫、吉田 稔、橘 昌孝、菊地 貴、近藤 博貴、小川 賢 

平山 秀樹 各会員 

11月 14日 クラブ研修セミナー 

堀口 路加 会員 11月 19日 八街ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 11月 20日 大原ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ３４ ３１ ５２．３１％ 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 

 

去年の新会員歓迎例会で、私たちの度肝を抜いた松村、音花両会員の素晴らしいパーフォーマンス！今

年も健在でした。そして“自分紫綬褒章”を受章された吉田会員。ベテラン会員と中堅、新会員、バランス

のとれた会員構成も成田ロータリークラブの魅力だと再認識するような例会でした。 


