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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 2867 回例会 令和元年 11月 15 日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ 国歌斉唱           

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  永井 秀和 会員 

◇ お客様紹介 

２０１９－２０年度 第２７９０地区  諸岡 靖彦 ガバナー 

寒郡 茂樹 ガバナー補佐 

           鈴木 寛尚 ガバナー補佐幹事 

２０２０－２１年度 第 10 グループガバナー補佐 橋本 和治 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ  大木 裕信 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

池内 富男 会員：久しぶりの登壇です。10 月 31 日をもって成田商工会議所の会頭職を

終えました。六年間、皆様のバックアップのお陰でここまで来ることができました。大変

感謝しております。また、後任には諸岡ガバナーが着任され、大変安心して今の状態にあ
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ります。思えば、数年前より羽田空港拡張案が出つつあり、これに伴

い成田国際空港が貨物空港になってしまう、LCC 空港になってしまう

といった危機感が蔓延しつつある時期もありました。我々は危機感を

感じ NAA の担当者と案を考えていましたが妙案がなかなか思いつか

ず、思い切って第 3滑走路（案）に舵を切った訳ですが、多くの人々

はピンと来ず、そこで商工会議所は一般の人々の賛同を得たいと思い、「署名運動」に踏

み切った訳です。16万 6 千人程の署名を携え「自民党成田議連」二階幹事長や林副幹事長

に相談に行き、賛同を得ることができ、要望活動に拍車が掛かりました。今、このプロジ

ェクトは第 4 コーナーに差し掛かりましたが、北総地区の経済発展のためには空港の永続

的発展が必要であり、最後まで成し遂げることが重要と考えております。是非、皆様のお

力をお借りして早期着工にこぎつけたく思いますので、何卒今後共引き続きのご支援をお

願い致したいと思います。 

  

角田 幸弘 会員：先週は、所用で北陸に出かけていましたが、電

話もネットもつながらないと金曜日にスタッフからの連絡。思い出

してみると、その前にハロウィンの飾りが齧られており、その後、

光回線をかみ切られての通信障害でした。来年の干支のねずみです

が、電気コードを齧るのは止めてほしい。気づいたら早くの対処が

私も出来ておりませんでした。ＮＴＴに修理依頼するも災害復旧優先とのことで１週間後

に伺えるかも、とのこと。電話も光だったのでメールも来ず陸の孤島でしたが、機転を利

かせてくれた作業員のおかげで月曜日に何とかつながりましたのでニコニコします。  

追記：鼻のよいスタッフのおかげで、ネズミの出入り口がわかり対処することができまし

た。 

 

土井 豊彦 会員：先月、第 9回千葉県観光物産大会で表彰されま

したので、ニコニコいたします。 

 

小泉 英夫 会長：先日の土曜日、つり同好会に参加しました。成

島会員親子を含む合計 8名。その日は天気も良くべた凪、下ろせば

釣れるという状況。そして一昨日も 4人で鯛釣りに行ってきました。

こちらは 12 時から 4 時間でしたが、波が高く荒れまして 4 人で 7、

8 匹しか釣れませんでした。私が一番釣ったのではないかと思いま

す。 

 

◇ 医療情報  橘 昌孝 会員 

今日は、私以外誰もマスクをしておりません。まだインフルエンザに

は早いとお考えだと思いますが、でもそうやって油断しているとイン

フルエンザにかかってしまいます。10月の初めは、10人でしたが、そ

の後、28人、32人、35人、週を追うごとに増えておりましたが、印旛

管内では少し減っております。しかし、これからは予防注射をしない
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とどんどん増えてきます。注射をして二週間は抗体が出来ないので、用心してください。

注射以外の予防は外から帰ったら手洗い、うがいです。そして、無理はしないで体力維持

すること。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

2019‐20年度第 2790地区諸岡靖彦ガバナーお帰りなさい、そし

て寒郡茂樹ガバナー補佐、鈴木寛尚ガバナー補佐幹事、2020－21

年度第 10グループガバナー補佐橋本和治様、成田コスモポリタン

ロータリークラブ大木裕信様、ようこそいらっしゃいました。  

会長職も五ヶ月近くが過ぎ、祭りを見よう会、中学校剣道大会、

地区大会記念ゴルフ大会、メデイア交流会、来週は親睦旅行となります。ガバナー訪問も

あと 10クラブ残っているそうです。今日は各クラブの良い所、悪い所をお聞きし、成田ク

ラブとしてはどこを強化したら良いかなど沢山ヒントがあると思います。各委員長の皆様、

お聞き逃しないようにしていただき、これからの委員会活動に活用していただくよう、宜

しくお願いいたします。 

最後に恒例の『今日は何の日？』皆さんご存じの七五三です。男は三歳、五歳、女は七歳

で神社仏閣にお祝いに行きます。最近は 10 月から 11 月の良い日にお参りに行くことが多

いようです。それでは、本日はガバナーの話もありますのでこの辺にしたいと思います。 

 

◇ 委員会報告 

・親睦    神崎 誠 サブリーダー 

22 日から親睦旅行です。四国の淡路から琴平温泉を廻ります。第

3 ターミナル 9時 15分集合、チェックイン時に身分証明書が必要

になりますので、ご準備をお願い致します。 

また、12月 5日は第 10グループの懇親ゴルフコンペです。成田ク

ラブが幹事ですので、沢山のご参加お待ちしております。  

 

・RF つり同好会  矢島 紀昭 リーダー  

11 月 9日（土）、つり同好会でアジ釣り大会を開催しました。参

加者は 8名、天気晴朗、波少し、釣り日和でした。トップ賞は小

泉会長、60枚前後の収穫。大物賞は石川会員、50 センチ強の大鯖、

敢闘賞は親子で参加していただきました成島会員、アジ 30 匹位。

朝、成田を 5時に出発し帰ってきたのは夕方 5時。12時間のハー

ドな釣り大会でした。次回も多くの参加をお待ちしております。 

 

・地区ロータリーの友委員 長原 正夫 会員 

先週月曜日、ホテルメルパルク東京でロータリーの友の委員会が

行われました。ぜひクラブに戻ったら会員の皆さんに発表してく

れというお願いだったので、会議の内容についてお話いたします。

先日は「環境問題に取り込むロータリーアン企業」、「女性会員

入会のクラブの変化」、今年新しくロータリーの友でスタートし
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た「侃々諤々」と言うコーナー等について話し合われました。環境問題に取り組んでいる

企業があればロータリーの友で特集をしたいということでした。皆様の中でもそういう企

業があればお願いいたします。北海道の千歳で地熱を利用し暖房効果に利用するという会

社があり 1日 40円しか光熱費がかからないそうです。次に女性会員の入会でどんなふうに

変化したかという話がありました。成田も 4名の女性会員の入会によりクラブが活性化し

明るい例会になりました。非常に良い状況だと思います。しかし、伝統のあるクラブの方

が、女性会員が少ないという状況もあるそうです。その他何十項目にもおよび話がありま

した。沢山ありますので、後日週報に掲載し皆さんに通知したいと思います。ロータリー

の友は 1冊 200円で購入しておりますので、ぜひ皆さん読んでください。  

 

・奉仕プロジェクト委員会 角田 幸弘 委員長  

毎年恒例で行われている 12月の成田ボーイスカウト第一団との交流

会ですが、今年は 12月 22日（日）です。追って案内を差し上げま

すのでご参加よろしくお願いします。  

 

◇ 委嘱状 

2019-20年度国際ロータリー2790地区  

ライラ実行委員会 細井将紀会員 

2019-20年度国際ロータリー2790地区  

地区大会委員会大会会長 池内富男会員 

 

◇ 表彰 

ポールハリスソサエティ入会証 

諸岡 靖彦 会員  

ポールハリス第 8回 

小寺 眞澄 会員 

 

◇ 幹事報告 

甲田 直弘 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 佐原香取、富里ロータリークラブ 

・週報 佐原ロータリークラブクラブ 

・「コーディネーターニュース 2019年 12月号」 

・日本赤十字社千葉県支部より「赤十字 NOWVol,482019 年秋号」 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま Vol.236」 

・成田市スポーツ協会より「第８回成田スポーツフェスティバ

ルへのご協力について（お礼）」 
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◇ ２０１９－２０年度 第２７９０地区  諸岡 靖彦 ガバナー卓話 

皆様ただいま。当地区全クラブ 82クラブありますが、よう

やく残すところあと 10クラブとなりました。5回の訪問を残

すのみです。普通はホームクラブが1番最後になるのですが、

今回は台風 15号の影響で館山地区、鴨川、勝浦地区が停電

や断水による現地の混乱で 12月まで残っております。まだ

肩の荷を降ろすわけにはいきませんが、今日はじっくりとお

話をしようと思っておりましたが、時間が無いのでできるだ

け簡潔に一通りお話しし、いろんな形で次の機会にお話をさせていただければと思います。  

本日は国際ロータリーの現況と、来年 10月に 100周年を迎えます日本のロータリーの実

情についてご報告する同時に、私のロータリーに対する考え方を中心にお話しさせていた

だきます。 

ロータリークラブ（RC）は、その会員であるロータリーアンによって構成され、一方、

国際ロータリー（RI）は、RC と RAC によって構成されます。ロータリーの創設者

P.Harris(1868～1947)は資本主義社会の勃興期の、商業道徳が忘れられてしまった 1905年

に、米国シカゴの街に信頼と友情の仲間を増やしたいという趣旨で RCを創りました。親睦

と相互扶助が初期の目的でしたが、奉仕という目的を加えることによって全米に拡がり、

国境を超え、今では 200 以上の国と地域に、クラブ数 3 万 6 千、会員 120 万人を数える世

界有数の奉仕目的団体となりました。こうした世界中のクラブの連合体を RIと称していま

す。ロータリーは職業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりで、世界に目を開いて

幅広い奉仕活動を国際社会に、地域社会に展開しています。 

このようにロータリーは奉仕という基本目標の下に、世界中に会員基盤を有し、クラブ

を、地域を、世界をリードしています。ロータリーの活動を確固たるものにしてゆくため

には、一人一人のロータリーアンがロータリーを熟知して、私たちが所属するクラブをよ

り効果的なクラブに成長させることが大切です。クラブを構成する一人一人のロータリー

アンがリーダーシップを身につけ、会員組織を強くして、社会が必要とする奉仕活動を継

続させてゆくことがロータリー活動の課題です。 

本年度 RI の Mark D. Maloney 会長は、ここ 20 年間の会員総数が 120 万人のレベルで

推移していることを停滞と断じました。情報化と交通手段の格段の進展がグローバル化を

進め、世界の動きがより早く、狭くなっています。他方で地域紛争が長く尾を引き、経済

や通商分野には対立と分断が進み、世界中がバランス感覚を失っています。｢あと少し」に

迫ったポリオ根絶にも、時間とカネがまだ掛かりそうです。マローニー会長は、かつてな

いほど分断化された世界に繋がりを取り戻すことができるのはロータリーであると断言し

ます。ロータリーはより健康的で、平和で、持続可能な世界に向けた国連とのコミットメ

ントを有し、他の組織には見られない平和と相互理解という精神の下に世界中の人々が繋

がることが出来、目標に向かって意義ある行動を起こすことの出来るインフラを有してい

ます。今こそロータリーの出番です。ロータリーの組織としての勢いを回復させ、地域社

会や家庭、職域に新しいつながりを創り、世界をつなぐことがロータリーの使命です。こ

うした背景から、マローニー会長は『ロータリーは世界をつなぐ』ROTARY CONNECTS THE 

WORLD のテーマを打ち出されました。 

私はマローニー会長のﾃｰﾏを受けて、「ロータリーから千葉を元気に」のスローガンを掲
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げました。千葉を元気にするためには地区内クラブが元気にならなければなりません。私

の使命はクラブを鼓舞し、クラブを元気にすることです。地区組織の総力を挙げて、クラ

ブを元気にします。 

さて、ご参集のロータリーアンの皆様に投げかけてみたい話題があります。皆様ご自身

にとってロータリーの魅力とは何でしょう、ロータリーを続けている理由は何だとお思い

になるでしょうか？来年 10月に日本にロータリーが生まれて 100周年を迎えます。「日本

のロータリー100周年実行委員会」が一昨年全国の RCに対して意識調査を行いました。こ

の中に日本人ロータリーアンの意識を探ることができます。（この詳細は「ロータリーの

友」2017年 11月号に掲載） 

上位 6 番目までの理由を拾ってみますと ①異業種交流ができる ②生涯の友人・仲間

ができる ③自己研さんと学習・成長の機会 ④例会が楽しい ⑤奉仕活動ができる ⑥

心からの親睦が得られる… となっています。奉仕活動への期待よりも、他人との関わり

を大切にしている、という結果でした。皆様の場合はいかがでしょうか？ 

私の考え方ですが、「出会いの妙」、それがロータリーの魅力の第一です。2010‐11年

度にクラブ会長を務め、その後地区へ出るようになってから、殊に多様な地区ロータリー

ｱﾝとの交流が楽しみになりました。GND、GN 、GE  と年々立場がガバナーに近づくにつれ

て、シニア・リーダーといわれる方々や PDG と接する機会が増えて、様々な人間像、彼ら

の奉仕活動の体験談、立ち居振舞い、リーダーシップのあり方を垣間見てきました。ロー

タリーアンは対等です。ロータリーの会合では、公式、非公式に関わらず対面すればどん

な著名な方とでも対等なお付合い、お話を交わすことができます。「ロータリーに No! は

無い」とよく言いますが、回ってきた役目はお受けするのが良いと思います。ロータリー

を学び、自分の世界を広げるチャンスだと思うべきです。苦手な分野であっても、ポジテ

ィブに受け取るべきです。不安な気持ちが準備を進め、問題意識を高めます。例会や奉仕

活動では、意識して年代の違う会員、職業分類の全く違う会員との交流が視野を広げ、感

性を刺激します。RIの青少年プログラムは年齢層によって設定が変わりますが、IAC、RAC、

青少年交換、RYLAに参加しますと、ロータリーファミリーの幅の広さと若い力に教えられ

ます。ものの見方、考え方そして何よりもロータリー観が養われます。このほかにもロー

タリーの世界的ﾈｯﾄﾜｰｸの凄さ、R 財団や米山奨学会の資金力は奉仕活動にとって、大きな

原動力であり、その事業に惚れこめば健全で素直な寄付協力に近づけると思います。 

ロータリーの全体像を絵にして表現すると、どんなことになるでしょうか！『ロータリ

ーの樹』をご覧ください。青木貞雄ガバナー年度の 2016 年の地区大会に RI 会長代理で当

地区に派遣された渡辺好政 PDG が RI 理事をお務めの 2006‐07 年度の頃に持論を展開した

というのがこの図表です。樹を育て、森を創る発想は日本人の自然観によく嵌ります。森

を征服して街を切り拓くという西欧人の感性との差が見て取れます。土壌（中核的価値観：

親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）があって、根（R の理念）があるから幹

（R の目的）は育ち、幹を太らせれば枝葉（五大奉仕活動や 6 つの重点分野）が広がり、

陽光を浴びて果実（R 財団）が実り、全体景観としての R の公共イメージが向上する…と

いうものです。 

この『R の樹』から様々なインスピレーションが生まれます。ロータリーアンは「個」

からスタートして自学（楽）自習して、個のリーダーシップを養います。樹を大きく育て

てゆくには高潔性という土壌が特に大切です。ロータリーがロータリーであるためには、
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職業倫理に従って得た経済力が個人の奉仕活動の原動力になるからです。「クラブ」が地

域社会に働きかける要件として、クラブが元気でなければ地域に対して健全な提案やリー

ダーシップが発揮できません。会員基盤を多様化させて、クラブを持続的に盛り上げてゆ

くことが大切です。クラブの活動計画は奉仕活動も親睦も絆を創るための相互の存在と役

割を認め合って、タテワリの活動だけではなく、上位の目的を共有し合うヨコワリのクロ

ス・プロモーションを意識して動かなければなりません。この樹を持続的に、いかに強く

育てるかは、戦略計画の課題です。樹を育て、森を如何に創ってゆくかはクラブ会員全体

の総意に関わります。全会員の討議で森を創るビジョンを構想してください。ビジョンが

できたら毎月の、毎年の作業計画を創って、実行してください。半月後、1 年後の実行チ

ェックは欠かすことのできない、次のステップに向かう大事な振返りです。こうして樹が

育てばロータリーの活動はますます意義深くなり、楽しくなることでしょう。 

ところで、世界のロータリーと日本のロータリーにはギャップが生じている、というこ

とをお聞きになっていませんか？日本のロータリーアンが重視する職業奉仕（実は、日本

人ロータリーアンがこだわっているのは職業「倫理」のようです）は、世界中の何処へ行

っても通じないというのです。職業奉仕とは職業上持ち得た専門知識や技能を生かして社

会奉仕に貢献することだと、世界は考えているようです。職業奉仕を特別なロータリーを

動かす土台としては考えていないのです。先の規定審議会で RACを RIの会員として認める

件や、例会の欠席補填(メークアップ)を当年度以内とする緩和決定には驚きました。しか

しこの狭い日本列島で 2000 年もの永い間、自然神信仰(神道)、仏教、儒教を自生的に｢餅

をこねるように｣創り、武士道や商人道に形成し、実践してきた日本人の思想の風土を考え

れば、職業奉仕の重視というスタンスは軽率なポピュリズムよりは遥かに重いものです。

日本のロータリーがガラパゴスとか、周回遅れで走っているという評価はいただけるもの

ではありません。来年に迫った日本のロータリー100 周年では、ロータリーという米国建

国期ピューリタンの思想潮流を、日本人の風土、文化になじむよう取り入れてきた社会運

動として正しく評価されるべきものだと思います。如何でしょうか。 

さて、これからのロータリーの方向はどうなるのでしょうか？5月から日本の元号が「令

和」と改元されました。明治以降の大正、昭和、平成の 150年はおよそ 30年ごとに登り坂

と降り坂を交互に経験してきました。平成の 30 年間の日本は、バブルの崩壊以後世界同時

不況、大震災や自然災害がつづいて、降り坂の 30 年でした。外に目を向ける産業分野もあ

りましたが、大多数の内向きな日本人は「井の中の蛙」と化しました。政府は内需を高め

るために躍起になって財政出動しますが、国の借金が膨らむだけでした。人件費の上昇以

上には生産性が目立って改善するわけではなく、低成長（時にはマイナス成長）がつづい

ています。 

令和の時代には、もっと大らかに、日本人が持つ相手に心を寄せる優しさが発揮される

時代になって欲しいと思います。そして日本人がもっと国際社会に出て、世界に貢献でき

期待したいと思います。そのためには、ロータリーと同じように、日本人は明確な国家戦

略をもつことが必要です。先ごろ経済同友会が発表した『危機感なき茹でガエル日本――

過去の延長線上に未来はない――』の、日本再生の処方箋をご紹介します。三次元の図表

で表わせば、X軸＝経済の豊かさの実現、Y軸＝イノベーションによる未来の開拓、Z軸＝

社会の持続可能性の確保、という社会の、近視眼ではない 30 年、50 年後を見通した構想

を基本として、そこに到る道筋を考えなければならない、ということです。令和の時代を、
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「敗北と挫折」の平成の 30年の延長と思うのではなく、危機感を持って、日本人の繊細な

感性を生かせる健康長寿、地球環境、持続可能性を構築する分野などで世界のトップを目

指すべきです。 

1 月のサンディエゴの RI 国際協議会で、GE として GETS に参加したとき、会場の入り口

に掲げられていた標語は Join Leaders ,Exchange Ideas ,Take Action !  … 「リー

ダーを集め、意見を交換し、行動に移せ！」でした。かつてのそれは、Enter  to Learn ,Go 

Forth to Serve!  … 「入りて学び、出でて奉仕せよ」でした。標語が変わったことの

意味する所は、RIが戦略計画を構築するための姿勢を示しているものであると理解します。

リーダーを集めて、意見を交換して、そして行動する、ということです。これが RIのこれ

からの行き方です。 

以上で「RIの現在とこれから」というお話を終わらせていただきます。ご清聴、ありが

とうございました。 

 

【集合写真】 

 

◇ クラブ協議会 

司会 甲田 直弘 幹事  

・戦略計画委員会 

成田 温 委員長  

本年度は国際ロータリー及び諸岡ガバナーより各クラブは戦略

計画を作成するように指示がありました。戦略計画とは何かで

事業をして行くうえで業界等のセミナーで一応薄っすらと知っ

ておりました。私の認識では、まず理念があり、次に目標を定

め、目標を達成するための戦略計画を立てて、それに基づいて
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行動を起こす事と思っておりました。 

今回はまず「戦略計画立案ガイド」を参考にし、クラブの現状認識と問題点、将来どの

ようなクラブにしたいのか、の意見徴集をいたしました。都合２０数名の方より２００を

超えるご意見をいただき、それを基にして第１回目の戦略計画（案）を作成し、会員の皆

様にご披露しました。それでも戦略計画立案にたずさわる人数が少ないと思い、テーブル

ディスカッションを開催し、さらに意見を伺う事にいたしました。その発表が１１月２９

日の例会で行われますので、どのようなご意見があるのかまだわかりませんが、第４回戦

略計画委員会において検討、調整して最終の戦略計画を作らせていただきます。 

クラブの現状と課題の概要を申し上げますと、長所としては会員数が多いので、多様な

会員との交流や知識豊富な会員からの学び、資金が豊かで事業の予算を多く使える等の意

見が多く、また会員数が多いため実際の活動をする会員が限定され、奉仕活動に参加する

会員が少ないといった弊害もあるとの意見も多くありました。女性会員を増やしたいとの

意見は多く、また４０、５０歳代の会員に転勤する会員が多いため、地元若手会員の勧誘

が重要であると考えている会員が多数いる事が認識できました。 

理事会、クラブ協議会での検討、承認は来年になると思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

・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も皆

様に興味を持って頂けるような内容を各担当委員会で練って頂いております。また、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、佐瀬リーダーからの依頼があり、早急に委員会を開催し、事務

局の負担を減らす事が急務となっております。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、男性・

女性一緒に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。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
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ご案内いたしますので、ぜひ参加ご参加ください。また、新会員として見込みの方もお誘

いいただけるような例会を検討し、実行していきたいと思います。 

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。 

 

・奉仕プロジェクト委員長 

角田 幸弘 委員長  

青少年奉仕プロジェクトでは、8月の剣道大会にむけて、地区

の補助金を活用するための申請を昨年度末から準備。その結果、

地区財団委員及び次年度ガバナー（諸岡靖彦さん）の承認が揃

い、補助金もいただけました。この補助金を活用して、今年度

の第 13回成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会では、男子・

女子の立派な優勝旗２基を用意できました。これには顧問の先

生方から大変感謝されました。200余名の剣士も例年以上に試

合に気合が入ったと言っていました。また、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。「ポリオ撲滅」について、生徒だけ

でなく、父兄、顧問の先生方にも理解を深めてもらえたことと思います。インターアクト

では、顧問会議ならびにインターアクト合同会議へ担当委員と顧問の早川先生に参加いた

だき、また、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さんから

報告をいただきました。また、東京東江戸川ロータリークラブからの申し出があり、イン

ターアクト年次大会の行きしなに成田山見学を希望されたことで準備をしました。成田山

のボランティアガイドのお手伝いも予定しましたが、台風接近により成田山見学はキャン

セルとなりましたが、諸岡ガバナーはじめ成田高校インターアクトクラブは、小見川水郷

の家での交流会で東京と沖縄のインターアクトと交流を深めることが出来ました。この時

の様子は後日、報告をいただきました。 

ローターアクトについては、JALにお勤めの増田碧さんから「ROTEX について」の卓話を

９月６日にいただきました。ROTEXの主な役割ということで、日本に来ている学生、いわ

ゆるインバウンドとロータリーアン・ホストファミリーのパイプ役を担ったり、日々のイ

ンバウンドのサポートを自分たちの経験により行っているとのことでした。また、これか

ら海外に派遣される学生へのアドバイスもしています。交換留学の経験から現在どのよう

な不安を海外からの学生が抱え、どのようなサポートが必要か、状況に応じて対応してい

るとのことでした。 

ローターアクトではありませんが、昨年度、国際医療福祉大学の赤津先生に卓話をいただ

きました。これは、国際医療福祉大学と成田ロータリークラブの今後の交流活動の機会を

増やすものでした。国際奉仕では、この国際医療福祉大学の留学生の来日に合わせ、1月

の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と共に、数

名を会員の家庭にお招きし、日本に親しみ成田を知ってもらうための取り組みをパイロッ

トモデルとして始めてみます。 

社会奉仕では、１２月に「いこいの広場」への手洗い場の寄贈と成田ボーイスカウト団と

の交流をおこないます。最後に職業奉仕の活動ですが、地域の取り組みに努力する企業様

の職場見学にむけて準備を進めております。 

 



 11 

【講評】 

今現在、戦略計画を立てたいと言う願望を持っているけ

れども何をやったらいいのかわからないと言うクラブがあ

ります。そしてまた戦略計画を現在作りつつある当クラブ

のようなクラブもあります。その他にも新しい時代に向け

て戦略計画に取り組んでいる、構想中であるなど、それぞ

れのクラブの取り組みがあります。当クラブはＣＬＰを最

初に導入したと言う事もあり、またそれによって皆様方が

自覚されているような成果も得ています。いろんな意味で

地区の中でお手本であって欲しいと思っております。その意味では、地区の中で模範的な

戦略計画を立てるステップを踏んでいただければ他のクラブに対してモデルを示すことが

できるだろうと思います。また様々な立場からの要請があると思いますので、その時にき

ちっと説明していただけるようなステップを進めて、且つ会員の方々の参加を得て組み立

てができると良いと思います。  

 そこでお願いをしたいのは、かつて当クラブの先達方がＣＬＰを初めて導入したときにた

び重なる討議が行われた努力の足跡、3年の月日を経てクラブの総意として実現したとい

う良き伝統、時間をかけて色んな角度で全会員の意見を聞いて、それを素直に反映させて

たと言うステップを踏んでいただきたいということです。是非時間をかけてでも、特に新

しい会員の方にはＣＬＰとはそもそも何かと言うところから解きほぐしていただき、その

上で戦略計画を立てると言うことが大切なのではないかと思います。例会や委員会で、さ

らにホームミーティングで、様々な機会にいろんな角度から会員の方々に噛んで含めるよ

うにお話しをする。或いは新しい方々が質問しやすいようにいろんな議論が巻き起こるよ

うにして、そういった時間をお取りいただき、ステップを踏んで戦略計画を立ち上げてい

ただきたい。それが他クラブのお手本になるのではないかと思います。 

ＣＬＰの 1つの柱、全員参画の長期戦略もあり会員増強もあり地域社会に対してロータ

リークラブをきちんとした説明もする、そうしたことに全会員の理解をいただくというこ

との中で進めていかなければならない。そして 1つは内向きの会員に対しての働き、もう

一つは外向きの地域社会に対しての働きと 2つありますが、奉仕プロジェクトの中の各委

員会の連絡連係、そしてまた管理部門の中でのそれぞれの関わりがあります。そしてまた

会員に説明する場も委員会レベル 、例会レベルあるいはそれを超えてホームミーティング

のレベル、いろんな場で連携をとっていただき、いろんな役割の方々がそれぞれの役割を

超えた、より 1段高いレベルの目的に沿うような形で協力し合うと言う姿が実現できると

クラブの運営が風通し良く、そしてまた実行段階においては進めやすくなります。 

奉仕活動は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕それぞれがどう

いう意義のもとに活動してゆくのかを、理論と実践を通して一つ一つのプログラムとして

理解することが大切です。例えば青少年部門のインターアクトについて、提唱先でありま

す成田高等学校とさまざまにつながり、インターアクターに例会においでいただく、当ク

ラブのインターアクト委員会がインターアクトクラブの例会に参加する、或いは一緒に奉

仕活動に参加し、一緒に活動する、そしてもう一つは新しい会員の方にそもそもインター

アクトとは何であるのかという部分からきちんとベースを固めておく、そういう活動はこ

れから始まるローターアクトにしろ青少年交換にしろ、米山奨学生の御世話をするにしろ、
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そういった各部門でも今後生じてくる課題だろうと思います。そういう部門についての各

委員会の基礎的なロータリーに対する知識をまずクラブの資産とする、そのための手段方

法として地区委員会にどなたかを差し向け勉強してそれをクラブの中に持ち込む、そうい

うところが基本であると思います。 

是非もう一度基本に立ち返ったところでしっかりクラブの奉仕プロジェクトのベースを

固めていただければ、成田クラブが第 2790地区でのリーディングクラブとしての立場は揺

るぎないものになるであろうと確信いたします。 

 

 

 
 

 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 クラブ 名 

神﨑 誠 会員 10 月 26 日 
RLI 実行委員会 

第 2 回ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

内山 景太 会員 11 月 6 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小寺 眞澄 会員 11 月 9 日 14 グループ 情報研修会 

矢島 紀昭、成田 温、小泉 英夫、石川 憲弘、中野 直人 

成島 陽子、奥山 信行 各会員 
11 月 9 日 海釣り 

小泉 英夫、甲田 直弘、堀口 路加、近藤 博貴、成田 温 

神﨑 誠、小寺 眞澄、笠原 智、石橋 菊太郎 各会員 
11 月 10 日 

地区先達と語る『私のロータリー』

の集い 

長原 正夫 会員 11 月 11 日 ロータリーの友合同会議 

設楽 正行、佐瀬 和年、堀口 路加 各会員 11 月 20 日 地区大会打ち合わせ 

近藤 博貴 会員 11 月 20 日 八街・冨里ロータリークラブ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６２名 ４９名 １３名 ７９．０３％ ６５．５７％ 

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 

 


