国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン

第 2819 回例会 平成 30 年 11 月 2 日（金）
神﨑 誠 会長

◇ 点
鐘
◇ 国歌斉唱
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
小川 賢 会員
◇ 誕生日
矢島紀昭 s15.11.17、平野省二ｓ15.11.29
池内富男ｓ20.11.29（預）、角田幸弘ｓ30.11.1
（欠席）
岸田照泰ｓ29.11.8、笠原智ｓ56.11.1
◇ 結婚記念日
滝澤尚二ｓ42.11.15、小宮山四郎ｓ46.11.14
神﨑誠ｓ57.11.6、甲田直弘 h16.117
桜井誠ｈ16.11.11、
（欠席）
仲村盛政ｓ41.11.3、藤﨑壽路ｓ49.11.23
堀口路加ｓ58.11.19、根本実ｈ10.11.22
◇ お客様
成田コスモポリタンロータリークラブ
金子 公久 様、池田 和彦 様
◇ 出席奨励
村嶋 隆美 リーダー
先月の出席率は 64.86％でした。もう少し数字を上げていかないと
いけないので、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、今日の新入会員卓話、第 3 週の市長の外部卓話とも携帯は
マナーモードでお願いいたします。来週ホームミーティングの発表
となります。各グループのリーダーは事務局へデータの提出をお願
いします。23 日は祝日になりますので、メーキャップ必要ありませ
ん。休会です。
◇ ニコニコボックス
石川 憲弘 会員：10 月 20 日ナリコー寺台ホールにおきまして天台
宗祖師先徳鑚迎大法会・北総教区特別授戒会が行われ、北総地区の代
表檀家 266 名が、天台宗総本山延暦寺、森川天台座主大僧正より圓頓
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戒血脈譜、並びに法名をいただきました。ちなみに私も憲融と言う法名をいただきました。
なお、この授戒会には正徳寺世話人でもあります当クラブの山田会員もお見えになってお
られました。
山田 真幸 会員：名前が出ましたので、私もニコニコさせていただ
きます。私は正徳寺の会計をやっております。その日は忙しくて途中
で抜けたのですが、私も法名をいただきました。

石橋 菊太郎 会員：イギリス人でハリウッドの役者でありますレイ
フ・ファインズが、第 31 回東京国際映画祭のコンペティション部門
に出品されたイギリス映画『ホワイトクロウ』の宣伝に来ておりまし
た。三度目の自身による監督作品です。「007」シリーズ・スペクタ
ーにも出演しておりました。その彼が菊屋に鰻を食べにきてくれまし
た。
設楽 正行 会員：地区大会では、沢山の会員の皆様にご協力いただ
きありがとうございました。
甲田 直弘

会員：今回のホームミーティングでは駅前である当ホテル

を多くのグループにご利用頂きありがとうございました。
菊地 貴 会員：2 つニコニコしたいと思います。先ほど設楽さんか
らもお話がありました 28 日の地区大会ですが、私のような拙い物の
号令で皆さんに蓮台を担いでいただいたりシュプレヒコールをして
いただいたり、誠にありがとうございます。二つ目は、同じく 28 日
にビューホテルにご協力いただき、私の友人がやっておりますプロレ
ス団体の興行を行わせていただきました。その節は、宣伝や協賛など沢山の方にご協力い
ただきありがとうございました。160 人ぐらいのお客様に来ていただき大成功でした。
飯田 正雄 会員：5 月、家を留守にしている間に泥棒に入られました。
1 週間前に佐倉警察署から捕まったと連絡がありました。3 人組の泥
棒だったようです。逮捕されてほっといたしました。先月は 4 日から
10 日までアメリカのボストンに剣道の指導に行っておりました。21
日から 26 日まではハワイで剣道の指導をしてきました。ご報告です。
◇

会長の時間
神﨑 誠 会長
皆様こんにちは。秋晴れの清々しい時期ですね。行楽のシーズン
でもありますので、ご家族でのレジャー、家庭サービスなど大変楽
しまれておられることと存じます。また、各団体の視察研修や懇親
会、親睦ゴルフコンペと外出する機会が多くなっていると思います
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ので、くれぐれも体調管理にはご配慮ください。
成田コスモポリタン RC 金子公久様、池田和彦様、ようこそいらっしゃいました。ごゆ
っくりお過ごしください。
先月 27 日、28 日の両日、橋岡ガバナー年度の地区大会が幕張で盛大に挙行され、成功
裏に終わりました。最初から最後のスーパー懇親会まで参加された皆様は感動されたこと
と思います。特に、28 日朝 6 時から地区大会実行委員の一員として役目を務められた堀口
さん、設楽さん、成田さん、菊地さん、平山さんには、大変ご苦労様でした。
成田 RC としても本会議終了後、クラブと諸岡ガバナーエレクトをご紹介する機会を頂
き、予行練習の甲斐があり、うまく出来たと思います。皆様ご苦労様でした。また、石川
さんにはダルマの差し入れありがとうございました。
本日は久々の新会員卓話で、皆様も楽しみにされていると思いますので、これでご挨拶
を終わります。
◇ 表 彰
≪個人表彰≫
・ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅ―
石橋菊太郎会員、神﨑 誠会員
・米山功労者ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ
設楽正行会員
・ロータリー財団 ポールハリスフェロー
第 6 回 小宮山 四郎 会員、第 1 回

平山

秀樹

会員

◇ 報告
小泉 英夫 会長エレクト
会長エレクトとしての最初の仕事として幹事を決めることになりま
した。甲田会員にお願いしましたところ、快く受けていただきました。
・甲田 直弘 次年度幹事よりご挨拶
正に晴天の霹靂にて大変驚いておりますが、クラブに入会させていた
だいて 8 年目でもあり、御恩返しのつもりで受けさせていただきまし
た。
◇ 委員会報告
・奉仕プロジェクト委員会
甲田 直弘 委員長
来週 9 日(金)の例会終了後、奉仕プロジェクト委員会を開催いたします。内容はボーイス
カウトについてです。青少年奉仕委員会メンバーは義務出席で他のメンバーの方々も出席
して頂きたいと思います。
・広報・公共イメージ委員会
菊地 貴 委員長
ロータリーの友の記事紹介です。今月 11 月 5 日を含む 1 週間は世界
インターアクト週間です。28～29 ページに“ロータリアンに学ぶ奉
仕の心”として特集が組んであります。成田クラブも成田高校インタ
ーアクトクラブとの密な関係があります。この中に面白い記事が載っ
ていますので、一度目を通してください。
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・成田環境ネットワーク
出向者 小宮山 四郎 会員
度々のお願いで恐縮ですが、12 月 10 日（月）第二回空港周辺美化活
動が開催されます。9 時 15 分出発です。できるだけ多くの皆さんの
ご参加をお待ちしております。
・クラブ管理運営委員会
佐瀬 和年 会員
誕生日の記念に写真撮影をしておりますが、集まりが少ないのでもう
一度やり方のご説明をいたします。誕生日にこだわらず、自分の都合
の良い時にお越しください。事前にアップルにご予約していただけれ
ば準備してお待ちいたしております。
◇ 幹事報告
平山 秀樹 幹事
【回覧】
・例会変更
多古ロータリークラブ
・週報
佐原香取ロータリークラブ
・出欠表（職場見学移動例会、ゴルフ同好会）
・「ハンブルク国際大会」および 2790 地区、2580 地区共催「ガバナーズナイト」のお知
らせ
・2019 年国際ロータリー年次大会（ハンブルク大会）参加旅行募集案内
・2018-19 年度「地区大会記念ゴルフ大会」のお知らせ
・比国育英会バギオ基金より「バギオだより」第 69 号
・国際ロータリー日本事務局業務推進・資料室より「ロータリー財団」リソースのご案内
と出版物注文用紙
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」第 233 号
【連絡】
・地区大会では皆さんご協力ありがとうございました。心から御礼申し上げます。
・１１月のロータリーレート １ドル＝１１２円
・本日例会終了後に理事会を開催致します。
・伊藤会員ご尊父逝去に際し、心から哀悼の意を表します。
来週、お香典をと言う方がいらっしゃいましたら、取りまとめてお渡ししたいと思いま
すので、事務局までお願いいたします。
◇

卓話

～～自己紹介～～
株式会社小坂建設工業 代表取締役
過日の地区大会では特別講演・記念講演や記念演奏会など大変
楽しく出席させて頂き、ありがとうございました。
さて、地区大会の時にこの例会時に自己紹介の卓話の要請を受
けました。準備の時間があまりなく資料等も十分にできず、まと
まりのないお話となるかもしれませんがご容赦下さい。
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小坂

明宮己

私の出生地は三重県ですが父の仕事の関係で富里へ引っ越しをしてまいりました。富里
と言っても日吉倉でしたので成田幼稚園、成田小学校、成田付属中学校、成田高等学校に
通いました。高校時代は 3 年間成田インターアクトクラブに所属をしていました。大学時
代には成田ローターアクトクラブに所属をして、そこで家内と出逢い結婚をすることとな
りました。ですので、成田ロータリークラブには昔より大変お世話になっているわけです。
私の会社は酒々井町を所在としている建設会社です。業務内容は建築全般となりますが、
特に戸建の住宅の新築・リフォーム工事や耐震工事をさせて頂いております。
ここで「誰にでもできる、わが家の耐震診断」という国土交通省から出ているパンフレ
ットがありますので試しにやってみましょう。
・
・

点数で評価が出ますのでその結果によっては
専門家に見て頂いた方が安心かと思います。
先程私の建設会社の話をさせて頂きました
が、今年の 4 月より新しい事業をはじめまし
た。たまたま三里塚に古くより営業をしてい
る大竹屋旅館を買い取ることとなり名前や建
物はそのままで営業をしております。まった
くの畑違いの仕事なので毎日戸惑いながらで
す。
父も成田ロータリークラブにお世話になっ
ていましたし、インターアクトやローターア
クトに所属しており何かとご縁があるクラブ
に入会できました。これからよろしくお願い
申し上げます。
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◇

卓話

～～私の新しい仕事～～
株式会社 ブレイン・サプライ
取締役 矢野 理恵
新会員ではありませんが、最近屋号が変更になりました矢
野でございます。この機会に新しい仕事についてご紹介させ
ていただきたいと思います。現在株式会社ブレイン・サプラ
イの経営コンサルタントの取締役をやっております。今どう
いうことをやっているかといいますと、もう一つ母体の分家
の方に社労士法人があるのですが、現在経営者の方からいろ
んなお悩みを聞いております。今私が職場で一番接している
事はハラスメント問題です。どのように対応したらいいか。また二番目に多いのは働き方
改革についてです。どうやってパートさんの給料を維持したらいいのか、来年から有給 5
日を確実に取らせなければならないがどういう風に処理していったらいいのか。あとは福
利厚生制度などいろいろな問題を抱えております。その中で皆さんに知っておいていただ
きたいことを一部資料提供させていただきたいと思います。
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◇

点

鐘

神﨑

誠

会長
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＜ご連絡＞
中野 直人会員（ＪＡＬ）のアドレスが変更になりました。12/10 まで新旧アド
レス受信可能です。
新アドレス

nakano.t6e6@jal.com

第 5 回理事会

11 月 2 日(金) 会員卓話、第 5 回理事・役員会
9 日(金) ホームミーティング発表 一人 3 分
16 日(金)
17 日(土)
23 日(金)
30 日(金)
12 月 1 日(土)

外部卓話 卓話者：成田市長
成田コスモポリタンロータリークラブ 25 周年記念例会
休会（祝日）
移動例会 東京ガス
社会奉仕活動（広場利用者への衛生設備支援）

7 日(金) クラブ協議会、年次総会、理事会
14 日(水) 通常例会 会員卓話
21 日(金) 忘年例会 ANA クラウンプラザホテル成田
28 日(金) 休会
※ボーイスカウトとの交流会 12 月 23 日（日）予定
1.地区大会バス会計報告
バス代として 91,620 円（その他かかったイベント費用はガバナーエレクト事務所費用で清算予定）
承認
2.旅行同好会
福井への旅行同好会を 15 名ほど先着順で募集 補助金：50,000 円
承認
3.伊藤隆治会員ご尊父葬儀
クラブより 1 万円、会員からの香典は事務局で取りまとめて後日お渡しする
承認

出

席

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

４１

２８

５９．４２％

６２．３２％

ＭＡＫＥ

ＵＰ

ＣＡＲＤ

氏
名
小宮山 四郎、近藤 博貴、喜久川 登、村嶋 隆美、小寺 眞澄
佐久間 高直、大橋 創一、矢野 理恵 各会員
神﨑 誠、石川 憲弘、諸岡 市郎左衛門、浅野 正博、矢野 理恵 各会員
諸岡 市郎左衛門 会員
諸岡 靖彦、堀口 路加、設楽 正行、成田 温、菊地 貴、平山 秀樹
諸岡 正徳 各会員
近藤 博貴、橘 昌孝、石橋 菊太郎、松田 泰長、小泉 英夫
本宮 昌則、ポール・ツジ、齊藤 三智夫、神﨑 誠、平山 秀樹 各会員
神﨑 誠、小泉 英夫、高橋 晋、平山 秀樹、香取 竜也、成田 温
村嶋 隆美、菊地 貴、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 市郎左衛門
飯田 正雄、設楽 正行、大橋 創一 各会員

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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月

日

ク ラ ブ 名

10 月 20 日 印旛沼ｸﾘｰﾝﾊｲｷﾝｸﾞ
10 月 20 日 第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
10 月 27 日 グローバル事業補助金委員会
10 月 27 日 地区大会１日目晩餐会
11 月 1 日

第 7 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

11 月 2 日

第 5 回理事・役員会

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

