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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 2634 回例会 平成 26 年 11 月 28 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      小柳 政和 会員 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：１１月２１日の夕刻、日航ホテル成田で『永年勤続

優良従業員表彰式』が行われました。毎年この時期に、成田商工会議所

と成田市観光協会が共催で、市内事業所の勤続５年以上の５年毎の刻み

で優良勤続社員を表彰しているものですが、今年は私の会社から４０年

勤務した社員がこの栄に輝きました。あまつさえ、成田山新勝寺貫首賞

を戴き、被表彰者代表としてご挨拶を申し述べさせていただきました。 

 

神﨑 誠 会員：今、諸岡さんからお話がありました『永年勤続優良従

業員表彰式』で、弊社職員３０年２名、３５年２名、４０年１名、そし

て市長賞をいただきました。 

 

池内 富男 会員：ただいまのお二人のニコニコに対しまして、主催者

である成田商工会議所会頭として御礼申し上げます。総勢 94 名が表彰

されました。 

 

滝澤 尚二 会員：私も主催者である観光協会会長としてニコニコさせ

ていただきます。 

 

石橋 菊太郎 会員：ＮＨＫのＢＳで放送されております『ニッポンぶ

らり鉄道旅』（１２月中の放送）、またテレビ東京で放送されております

『ＤＲＩＶＥ Ａ ＧＯＧＯ』（毎週日曜、夕方６時放送）の取材があ

りました。明治神宮、川崎、成田をドライブで回るという企画で１２月

２８日放送予定だそうです。１月には成田に宣伝効果があるかと思いま

す。それともう一つ、成田の祗園祭で手古舞をやっている飯島さんが特別枠での“妖怪ウ

ォッチ”でＮＨＫ紅白歌合戦に出場するそうです。 

 

小坂 裕巳 会員：遅くなりましたが、11 月に結婚記念日ということ

で綺麗なお花をいただきました。久しぶりに株が上がったような気が致

しました。 
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◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、日に日に朝吐く息が白くなるこの頃です。 

今日は、多くの皆さんから寄せられているロータリー財団への寄

付の流れをお話ししたいと思います。お配りした図をご覧くださ

い。 

皆さんから寄せられた寄付は皆さんの意志により、「年次寄付」

「使途指定寄付」「恒久基金寄付」の 3 種類です。お馴染みのポ

ールハリスフェローの対象になるのは年次寄付と使途指定寄付です。財団から 1000ドルに

対してポールハリスフェロー＋１の認証が送られています。 

ここでお話ししたいのは、この認証と共に付与されている「認証ポイント」についてです。 

認証ポイントは、積極的にお知らせするシステムになっていないため、ご自分がどの位の

ポイントを保有しているのか把握していない方が殆どです。1 ドルに対して 1 ポイントが

付与されており、今現在の成田

ロータリークラブの、クラブと

して 14,000ポイント、個人とし

て 106,000 ポイント、合計で 12

万ポイントを保有しています。

ドルに換算すると 12万ドル、レ

ート 100 円としても 1,200 万円

分のポイントです。 

このポイントは自分以外の人に

譲ることができます、例えば私

の持っているポイントからＡさ

んに 1,000 ポイントを譲ればＡ

さんは 1,000 ドルの寄付をした

のと同じようにポールハリスフ

ェローの認証を得ることができ

ます。 

今、長期計画（ＣＬＰ）委員会

とロータリー財団・米山奨学委

員会で、このポイントの有効活

用を研究しています、近いうち

に皆さんに発表して実行に移し

ていきたいと考えていますので

よろしくお願いします。 

 

 

◇ 委員会報告 

・地区ＲＬＩ委員    諸岡 靖彦 会員 

本日東京台場のホテルで、ＲＬＩ日本支部の会議に参加してまいりました。ＲＬＩは世

界３００以上の地区の共同プロジェクトで、ロータリアンに対して質の高いリーダーシッ
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プ教育を通じてロータリークラブを強化するための、草の根の多地区リーダーシップ開発

プログラムです。ＲＬＩはＲＩの正式プログラムではないので、ＲＩの管理下にはありま

せん。この会場で第１,２,３ゾーンのロータリー研究会がこの時期に開催されており、朝

７時から８時という早い時間帯に開催されたものです。ロータリー研究会とは、ガバナー、

パスとガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの研鑽の場として設けられていま

すが、ここ数年はガバナー補佐、パストガバナー補佐の参加も出来るそうです。ＲＬＩは、

日本では１４地区が採り入れて、日本支部を構成しています。現在ＲＬＩの手法が各地区

に普及しつつあり、８０名ほどの関係者が集まって、殊に日本のロータリー運動を積極的

に推進している重量級のロータリー指導者が大勢出席されていました。２０１２－１３年

度国際ロータリー会長を務めた田中作治次氏（埼玉２７７０地区・八潮ＲＣ）が            

ご挨拶で、リーダーシップの大切さについて、それだけ発言されたのが大変印象的でした。

それを皆さんのご参考に供します。 

 

    田中作次氏の 「Leader とは ビジネスにおける 15 項目」 

 

      ① 夢を与え、希望を与えられる人 

      ② 見本を示すことのできる人 

      ③ 信頼、正直、行動する人 

      ④ 他人の長所を見つけることのできる人 

      ⑤ 陰で他人をほめることのできる人 

      ⑥ 自分の主張を明確に他人に示すことができる人 

      ⑦ 計画性のある人 

      ⑧ 他人の喜びを自分の喜びとする 

      ⑨ ボランティア精神の旺盛な人 

      ⑩ 迫力のある人 

      ⑪ 背中を見ても生き生きしている人 

      ⑫ 他人の痛みの分かる人 

      ⑬ 目の輝きが素晴らしい人 

      ⑭ 思いやりのある人 

      ⑮ 気づきの多い人 

 

・ロータリー財団    平野 省二リーダー 

ロータリー財団（マルチプルポールハリスフェロー） 

高橋 晋 会員 

米山記念奨学会 

佐久間 高直 会員 

 

・親睦    吉田 稔 リーダー 

１２月１９日（金）、忘年例会がＡＮＡクラウンプラザホテル成田で

開催されます。点鐘１８時３０分 

オークションはなし、その代りクリスマスプレゼントの抽選会を行い
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ますので、プレゼント提供のご協力を頂ければ助かります。強制ではありません。今後の

予定です。 

１月  ９日（金）、「新年例会」 場所：Ｕーシティホテル 

２月２６日（木）、「新酒を飲む会」 曜日が金曜日から木曜日に変更になりました。 

 

◇ 医療情報   橘 昌孝 会員 

数週間前にインフルエンザのお話をしました。あれから 46人に感染者

が増え、前回報告数のおよそ 3 倍です。そろそろ流行してきておりま

すので、予防のうがい、手洗いをお願いします。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・地区大会開催のご案内 ２０１５年２月２１日（土）、２２日（日） 

          アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

・忘年例会、忘年ゴルフの出欠について 

・永年勤続、優良従業員表彰式へ会長出席のお礼 

  （成田商工会議所池内会頭、成田市観光協会滝澤会長より） 

 

＜連絡＞ 

・１２月ロータリーレート １ドル＝１１２円 

 

 

＜議題＞ 

テーマ「クラブ・メンテナンス」 

 ～ホームミーティング発表～ 

１、６班合同：平成 26 年 11 月 20 日（木） 成田ビューホテル 

出席者(敬称略、順不同)  

１班 音花 昭二(リーダー)、長原 正夫（サブリーダー）、高橋 晋、諸岡 靖彦 

６班 堀口 路加（リーダー）、平山 秀樹（サブリーダー）、設楽 正行、大澤 浩一 

川島 利昭       オブザーバー 神﨑 誠 幹事、黒須事務局 

 

発表にあたりロータリークラブ活動の経験の長い会員もいれば、ま

だ入会間もない会員もいらっしゃるので、様々な意見が出されまし

た。その発表の一部をここでご紹介致します。 

 

１．松田会長が今年度、成田ロータリークラブの基本方針で書かれ

ているように、「ロータリーの復活と原点回帰」。 

宇佐見ガバナーも「原点回帰」を言われています。 

松田会長も、ガバナー方針を受けつつ、クラブの進め方、仕組みなどを見直そうとい

う方針。 

クラブ CLPも、始めて 8年経ったので、当初とは違うのでは？ 

 



5 

２．入会当時ＣＬＰがロータリーという感じだった。 

  その状況を受けて、なにがクラブの活動としてできるか考えるのがクラブ・メンテナン

スでは？ 

新しい見直しが必要だと考えていることを尊重して、本年で考えて先へつなげたい。 

 

◎具体的になにを変えたいか？ 

 サッカーは、従来と変えてよかった。 

一方、剣道については、お金を出すだけになっている。 

より具体的に、よりみんなが燃えるものに取り組みたい。 

マンネリはやめる。活性化すべきものは活性化する。 

ロータリーは組織上、どのように変えていけばいいのか？ 

どのようなルールで変えるのか？ 

もっとディスカッションして、理事会等で決めて頂きたい。 

 

３．クラブ・メンテナンスについて、事業の継続という問題がある。 

 原点回帰ということでは、3年単位くらいで見直してもいいかもしれない。  

 組織とはどの組織でもメンテナンスは必要。 

 

４． ＣＬＰ、以前は 18 にも委員会が分かれていた。ロータリーの多様性がある。その中

で、全部満足できる活動にならない。そうした中で、活性化していなかった。 

一時、48人にまで会員も減っていた。それが、この数年で 60人台にまで回復した。 

いろいろな意味で、クラブを元気にする方針があり、大くくりの委員会になったので、

変わった。 

その意味で、ロータリークラブが求めているのは、出席と会費を払うこと。定款は継

続性がある。ロータリーの共同性の中で、（異業種、異世代などと）知り合いになるこ

とで、世の中を見る目などを磨くことで、鍛えあってきた。 

その結果、2790地区に成田ありといわれるようになった。この流れをどう維持するか、

どう変革を続けていくかが大切。基本は多様性、共同性をいかに持ち続けるかという問

いが、松田会長のクラブ・メンテナンスではないか？ 

一人一人がクラブをどう考えていくかが大切。ＣＬＰの中で、会員一人一人のニーズを

理事会が取り上げて、考えていく、解決していくことが大切 

 

≪その他の意見≫ 

・例会では、美味しい食事が食べられるように、和洋中をローテーションしています。 

新しいメニューを試食していただいて、みなさんに色々と意見を聞きながら、 美味しい食

事を提供していきたい。なるべく柔らかい食材を選んで出しています。 

・夜間例会を定例化してほしいという声が「若手」にある。 

・ロータリークラブの宣伝などはもっとあってもいいかもしれない。 

・他のクラブと比べると堅苦しいという印象が成田ロータリークラブにはある。 

 

 

２班：平成 26 年 11 月 17 日（月） 菊屋 

出席者(敬称略、順不同)  

諸岡 正徳(リーダー)、齊藤 三智夫（サブリーダー）、小泉 英夫、日暮 俊久、

山田 真幸 
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①夜間例会を 2 ヶ月に 1 回位の割合で開催してみてはどうか? 

②近隣 RC との交流を深める為に、祇園際の例会を近隣クラブ

からも 2 名ずつ(会長/幹事クラス)お呼びしてみてはどうか? 

③事業を継続することは重要ではあるが、多くなりすぎてはい

ないか?見直しを行うことも必要ではないだろうか? 

④上記③と相反する部分もあるが、いろいろな事業や会議を設

定し、各個人が自由に参加出来るような、選択可能な運営形態も取り入れてみては

どうか? 

その為には補助金を下げて、最低参加人数を 10 人とする等の工夫も必要 

⑤ホ－ムミ－ティングの内容をどうやって次年度に反映させるのか? 

次年度ではなく、当該年度にどうやって反映させるかを模索したほうがよいのでは

ないか?その為には、もっと前半にホ－ムミ－ティングを開催し、後半での反映の

形は取れないのだろうか? 

 

３班：平成 26 年 11 月 20 日（月） 鳥丈 

出席者(敬称略、順不同)  

松村 里美（リーダー)、深堀 伸之（サブリーダー）、遠藤 英一、石指 雅啓 

 

今後のロータリーについて 大きく 2 点。 

 

①   ロータリーで大切にすべきことは、人と人との触れ合い、す

なわち「親睦」であるということから 

・さらに懇親を深める意味でも、夜間例会を増やしてもよいので

はないか。新会員の立場からしても、それぞれの職業を通じて培

った皆さまのお考えや行動に触れ、広く学べる環境が整っている

ことが、成田ロータリークラブの良いところと感じる。職種は違

えど、さらに自身の成長に役立てる貴重な場であると考える。 

・加えて、会員卓話以外に、会員の人となりを知るということで、例えば、週報に、趣味

や健康法・私の拘りといったテーマで「紹介コーナー」を設けるのも一案か。 

 

②   地域貢献について 

・地元への貢献という意味でも清掃活動やサッカー大会など(議論の余地もあるが)の継続

実施することが大切。過日の新会員研修セミナーを受けテーマである職業奉仕についても

意見交換を実施。職業奉仕とは職業に基づく奉仕であり、企業の利益を追求し社会や働く

社員にどう還元していくか?を追求するもの。根本は、社員・家族が幸せになるよう社員を

大切にするということ。自分たちが、心の豊かさ、気持ちの余裕を得てはじめて心身とも

に「地域貢献」というものに向き合えるのではないか。 

 

ホームミーティングでの多数意見については、理事会で検討いただき、今後に活かせるか

否か、あるいは、継続検討かをフィードバックいただけると良い。 

 

ホームミーティングはじめ、こうしたざっくばらんに語り合える機会の創出・場の設定に

感謝いたします。今後も定期的に開催していただきたいと思いました。ありがとうござい

ました。 
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４班：平成 26 年 11 月 20 日（木） Ｕ－シティホテル 

出席者(敬称略、順不同)  

本宮 昌則(リーダー)、矢島 紀昭（サブリーダー）、藤﨑 壽路、小川 賢 

浅野 正博   オブザーバー 松田 泰長 会長 

 

・年々経験を重ねることで、参加する事はとても楽しくなってきている。 

・例会では、親睦を図ることと奉仕の理念を重点的にしていきたい。 

・４つのテストは人生の指針となるもの 

・改善した方がいいのではと思う点 

①卓話の時間は３０分とされているが、実際には卓話に移るまで

に時間を取られしまうことがあり、３０分の卓話をすると定刻を

過ぎてしまう。 

→卓話をお願いされている方は３０分の内容を用意しているので、

きちんとその時間を取ってあげてほしい。 

●この点については、以前にも指摘されており、年々改善されて

きている。プログラム委員会の方でもシナリオを作るなどするこ

とで改善してきた為である。しかしながら、月初めの例会は、やらなくてはいけないこと

が多いので、卓話を入れるのであれば短いものにした方が良い。通常の場合でも、話し手

に持ち時間はどれぐらいほしいのかを事前に打ち合わせするなどして調整をしたほうが良

い。短くなってしまった場合のために、ミニ卓話を用意しておくのも一つの手。 

 

②出席率の向上について 

最近は、会員増強委員会の頑張りもあり、新しい会員がどんどん入会してきてくれている。

しかしながら、なかなか出席率を見てみると厳しい数字となってしまっている。一会員の

中にはサラリーマン会員（企業からの出向）の方が３割ぐらいいるので、どうしても出入

りが多くなってしまう。また、働き方も以前とは違いが出てきているので、毎週金曜日の

１２時半に例会出席をするのは難しいのではないか。現在の会員は多様化してきているの

で、例会日程の変更なども含め柔軟な対応の仕方を図ってはどうか。 

●これについては委員会などを多く開くことでメーキャップをすることができるようにし

てあげるのが良いと思う。『できる時に』『できることをやる』あまり重く考えることは

ない。職場にも『毎週金曜日はロータリーデー』という事を理解してもらうことも大切。

No2．No3 を育てることで、企業のスキルアップを図ることもトップにとって大事なこと。 

 

③卓話の内容について 

成田ロータリークラブでは、会員が行う内部卓話と外部から有識者を招いての外部卓話が

あるが、これだけ多くの異業種のトップが会員となってくださっているので、内部卓話を

充実していった方が良いのではないか。 

→外部の有識者からお話を聞くことを否定はしないが、それと同じぐらい会員には様々な

業種のトップがいる。内部卓話の充実は、会員の相互理解にもなるので、有意義な親睦の

機会でもある。 

 

以上を持って第 4 グループのホームミーティングは、第一部をまず終了とした。ここから

は席を移し、食事をしながらの第 2 部の開催となった。第 2 部では、藤﨑会員から「戦争

と飢餓」のお話があり、都市化からくる民の不満と戦争と食料のお話を拝聴することがで

きた。その他にもざっくばらんにロータリークラブの在り方や友の大切さなどを先輩方か

ら聞くことが出来、大変有意義なホームミーティングであった。 
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５班：平成 26 年 11 月 12 日（水） 五味酉 

出席者(敬称略、順不同)  

吉田 稔(リーダー)、福田 朗（サブリーダー）、喜久川 登、鈴木 信行 

大木 健弥、秋葉 博行       オブザーバー 神﨑 誠 幹事 

 

神崎幹事のオブザーバー参加もいただき、膝を交え焼き鳥とお酒を

いただきながら、意見交換をいたしました。なんとも、気さくなお

店でした。 

 

大きなテーマは、「ロータリーのあり方」ということですが、この大

意のもとで各自が日頃感じていることや今後の方向性等について

「クラブ・メンテナンス」を念頭に意見交換をいたしました。 

 

≪内容≫ 

今後のロータリー活動といっても、大ベテランもいらっしゃれば私のような２年生もおり

個人的にはテーマも難しい反面、きょうの発表にむけて概要を取りまとめるのに苦労しま

した。５月のホームミーティングから半年過ぎましたが、基本は変わっていないという感

があります。そんな中、各事項について、活発な持論展開があり、きょうの発表では大き

く２つに分類しました。 

 

① 新規提案事項 

・優先テーブルの設置 

ニコニコ、委員会報告等で登壇するまでの時間を短縮するため、および発表者を明確に

するため、当日の例会において登壇予定者のテーブルを前方に確保する。 

・第５週例会の弾力運用 

休会または、夜間例会等にあてる。 

・成田ロータリークラブ大使の任命 

当クラブへの貢献者に対して、表彰するとともに広報や普及活動を推進する。 

 

② 特色強化 

５０年以上の伝統を有する地元の先駆けロータリークラブとして他クラブの見本となる

べく特色を今後も継続していくべきであり、楽しみや気楽さだけを求めず、さすがは、

新勝寺や国際空港の地元ロータリークラブであるというファーストクラブの姿を目指そ

う。 

・参道界隈、国際空港ならではの活動。 

・分区ナンバーワン宣言。 

・ロータリー教育の拡充。 

・よい伝統の継承と時代に即した柔軟な対応。 

 

まとめ 

結論をもとめる H/M ではないし短時間の議論なので限界を感じた。 

全体的な所感としては、各会員ともに成田ロータリークラブへの深い愛情を感じた。 

今後も、ホームミーティングをとおして、日頃のガス抜きが出来たので充実したロータリ

ーライフを送れることとおもう。 

あわせてロータリアン同士の友情を再確認した。 
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７，８班合同：平成 26 年 11 月 17 日（月） Ｕ－シティホテル 

出席者(敬称略、順不同) 

７班 小寺 真澄(リーダー)、佐久間 高直（サブリーダー）、近藤 博貴、佐瀬 和年 

菊地 貴      

８班 小柳 政和（リーダー）、甲田 直弘、渡辺 孝、小宮山 四郎、仲村 盛政 

   後藤 敦       オブザーバー 松田 泰長 会長 

 

【７班】 

課 題：１．奉仕活動について 

・継続的な奉仕活動が多く、新たな奉仕活動が始められない。 

    ・各々の奉仕活動の成果を見直す必要がある。 

     ・宇佐見ガバナーが述べたように奉仕活動は、期限を決めて行う必要がある。 

     参考意見 以前高校生に奨学金を贈る奉仕活動を止めるのに大変苦労された。 

   ２．例会について 

    ・親睦会の開催が多くなり通常例会を削っているのでは。 

    ・夜間例会の開催を積極的に取入れてほしい。 

    ・通常例会の中に、このようなホームミーティング形式、

または、クラブ研修セミナーで行われたＲＬＩ方式の

研修を各テーブルで、行っても良いのでは。 

   ３．収支金について 

    ・慣例になっている賛助金等を見直す必要があるのでは。 

    ・各登録料は、会員全員分を支払うが出席者数と開きがある。 

 

【８班】 

・継続する奉仕活動が多くなっており、新たな活動に取り組みにく

い現状がある。以前、ガバナーに相談した際には「全ての取り組み

には期限を設定する必要がある。」とのアドバイスをいただいた。 

・奉仕活動はいいが、その成果が見えにくい一面がある。 

・過去のしがらみを切るには、抵抗がすごい。 

・親睦活動が少し多いのではないか。本来の例会に支障が来るよう

では困る。 

・私の会長の年度で、一度すべての奉仕活動を見直したいと思います。 

・月に 1 回、夜に例会を持ってくるのも検討しても良いのではないか。アルコールはださ

ない。 

・以前、第五金曜日のある月は夜間例会を導入したことがある。 

・ロータリークラブの取り組みを一度リセットする時期だと思う。 

継続するにせよ、新規に取り組むにせよ、コスト管理をしっかりとしないと 

あとで予算が足りない等々の問題に発展するので会計の意見も十分反映してほしい。 

・会費、登録料の仕組みを再度見直す必要がある。 

・クラブ活動計画書には、新入会員歓迎会をやること、親睦会を年 4 回以上やること、 

研修会を年 2 回以上やることと記載されている。個人的には、研修会をもっと増やすべき

だと考える。 

・平山会員～小寺会員のお蔭で、会員の増強と若返りが進んでいることを大変ありがたく

思う。 

・そもそもロータリーの仕組みがまだ良く理解できていない。 

・利用銀行は年度ごとに統一しないと会計が大変になる。 
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９班：平成 26 年 11 月 17 日（月） 金時 

出席者(敬称略、順不同)  

角田 憲司(リーダー)、成田 温（サブリーダー）、平野 省二、橘 昌孝 

小坂 裕巳、高橋 正      オブザーバー 神﨑 誠 幹事 

 

１．ＣＬＰ委員会について 

・ＣＬＰ導入でクラブの活性化を目指したが、導入より時間が経って

おり、現状はマンネリ化しているので変えていく必要がある。 

・従来のＣＬＰはあまり活動していなかったが、今年度は毎月委員会

を開催していて活性化しているのでは。 

・ＣＬＰには、全会員がクラブのプロジェクトや業務に積極的に関与

させる目的もあるが、出席の少ない会員がいる。参加を促すための声

掛けが必要。 

 

２．奉仕プロジェクト委員会について 

・奉仕プロジェクトの対象が多いと、各イベントへの参加者が少なくなる。 

・各奉仕業務を奉仕プロジェクト委員会にまとめたのは、間違いだったのでは。現状では、

自ら積極的に参加する姿勢が見られない会員が多い。 

 

３．ロータリー財団について 

・ロータリー財団関係も、年初の作業が多いだけで、その後の一括・分割の集金は事務局

が行っているなど、現状の業務に比して人数が多いのでは。 

・ロータリー財団について勉強していない会員が散見される。皆で学んでいくことが大切

である。特に、新入会員やサラリーマン会員の意識が薄いので、ロータリーの趣旨を理解

させていくことがベターである。 

・本来は、ロータリー財団委員会が内容・情報を発信すべきである。理解させずに、寄付

活動を進める事には無理がある。 

・新入会員に対して、ロータリー財団の内容を短期で理解させるよりも、２、３年かけた

ほうが、理解が深まるのでは。ロータリー財団の趣旨についての説明あり。 

・夢の事業計画について卓話で説明があり、理解が深まったことがあった。 

・ロータリー財団の補助金を使って歌のリレーを申請する話題があった。 

 

４．会員増強・退会防止委員会について 

・会員獲得活動はよくやっているが、退会防止には工夫が必要。 

・クラブに出てこない人がいるが、もっと出席を促すべきでは。 

・出席奨励委員会でも出席の少ない人に連絡対応しているが、仕事や家庭などの事情で止

む負えない人もいる。最終的には、会員個々の自助努力による。 

・顧問とコミュニケーションをとることは新入会員にとって有益であるので、顧問制度を

もっと活用する必要がある。顧問は、入会４，５年目の会員でも良いのでは。 

 

５．行事（行事企画）について 

・映画の会をやったことがあり、その時は地区補助金から一部お金が出た。 

よい企画だった。 

・以前は、ロータリーを積極的に広報していく動きがあった。 

・成田ロータリークラブは長期的なものが無い。 

剣道やサッカーなど単発的なものはある。冠大会はロータリーではダメ。 



11 

・以前、東北復興のために行った映画の自主上映企画を行うことにより、ロータリーの理

解が深まったことがある。懇親会だけでなく、自分たちで企画していく全員参加のイベン

トも必要である。 

・１年ごとにテーマを決めて、例会以外にも自分たちで企画していく全員参加型の企画も

必要。 

・３．１１を忘れないテーマが続いているので、これに付随したテーマでやれれば良いの

では。 

・以前に歌をテーマにする企画があったが、これは難しい。 

素人では出来ないのでＣＡＴＶなどと共同で企画する必要があり費用がかかる。 

財団の夢計画などからの補助がないと困難。 

・ポリオなどは、負担が少なく取り組みやすい。 

・計画を奉仕プロジェクトで決める前に、全員のアイデアを出させることが必要では。 

・奉仕については全員参加であるので可能である。 

・全員でやると、討論でぐちゃぐちゃになるかもしれないが、決まればまとまっていくボ

トムアップ型の方法が良いのでは。 

・企画を全員でやるのは難しいので、一部の人（５，６人程度）でやっていくのが良い。 

 

６．その他クラブ運営全般について 

・各委員会では、自分の所属している委員会の参加については委員長やサブリーダーで決

めていることが多く、メンバーの意見が反映し難い。 

・クラブ委員会は、自分が希望していないのにメンバーに名前が入っていることがあり、

会員の意向を確認して決定していない。 

・各委員会は人数が多すぎるのではないか。 

・ホームページは以前と比べて良くなっている。 

・委員会活動が多くなると出席率が低くなる心配がある。 

・成田ロータリークラブの活動を他クラブと比較した場合は、良くやっている。他クラブ

からは羨望のまとであり、ＣＬＰは今年から推進している他クラブもある。 

・各委員会などでは、何か必要にせまられて勉強することが多い。 

・委員長が全てを決めていることが多いので、各委員の意見が反映していない。 

発言の機会が無い場合があるので、全員参加型でやるほうが良い。 

・例会では各自が意見を出すのは難しいので、小委員会で意見の集約をするのが良い。 

・新しいものをやるときは、無くすものも必要である。忙しい人もいるので全てをやるこ

とは困難であるので、優先順位は必要。 

・５，６程度の委員会に分けて決定していくのが良いのでは。 

 

１０班：平成 26 年 11 月 27 日（月） 菊屋 

出席者(敬称略、順不同)  

佐藤 英雄(リーダー)、角田 幸弘（サブリーダー）、石橋 菊太郎、石川 憲弘 

横田 匡彦、八田 光雄、鈴木 敏道 

 

今回初めてホームミーティングに参加させて頂き、諸先輩方のロー

タリー、ロータリアンとしての考え方をお聞きできたことは非常に

勉強になり、合わせて、少人数での集まりなので、例会では知りえ

ない諸先輩方のプライベート、人間性を知ることができ、私にとっ

てとても有意義なミーティングでした。 
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ミーティングの概要は、菊屋さんの美味しい料理・お酒を頂きながら、フランクな雰囲気

の中、各会員からの下記課題提起が有り、意見を交換。 

 

・ロータリーの親睦とは、 

→個々の会員にて受け止め方が異なるが、・仕事抜き・利害抜き・上下抜きの関係なので

心の付合いのできる点が最大のメリット。 

 一方で、ロータリーの格式が、親睦のイメージを固くしている。 

・例会出席の考え方、 

 →自分の仕事を精一杯することで社会奉仕を行っているので、欠席は止むを得ない。 

  一方で、例会に参加し他会員の話を聞くことも重要 

・ロータリーのメリット、 

 →毎週会うことで異業種に対する見識・理解を深める 

  家族と一緒に参加できる 

・成田ロータリークラブの課題 

 →畏まった硬い雰囲気が例会から足を遠のけるきらいがあるので、もっとフランクリー

であって良いのでは 

・お辞儀について 

 →会長ではなく、国旗に 

 

横田会員より「65 才に成った際、成田ロータリークラブへの恩返しとして、同い年の角田

会員を幹事とし是非会長に就任させて頂きたい。」との宣言がござましたのでご報告させ

て頂きます。 

 

佐藤リーダーより、「本日のホームミーティングは、課題を議論し合うだけでなく、人間

的な面も垣間見られ、本当の親睦の会であった。」とのお言葉を頂き終了。 

 

◇ 卓話 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

吉田 稔、福田 朗、喜久川 登、鈴木 信行、大木 健弥 
秋葉 博行、神﨑 誠 各会員 

11 月 12日 ５班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

諸岡 正徳、齊藤 三智夫、小泉 英夫、日暮 俊久 山田 真幸 各会員 11 月 17日 ２班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

角田 憲司、成田 温、平野 省二、橘 昌孝、小坂 裕巳 
高橋 正、神﨑 誠 各会員 

11 月 17日 ９班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

音花 昭二、長原 正夫、高橋 晋、諸岡 靖彦、堀口 路加 
平山 秀樹、設楽 正行、大澤 浩一、川島 利昭、神﨑 誠 各会員 

11 月 20日 １、６班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

松村 里美、深堀 伸之、遠藤 英一、石指 雅啓 各会員 11 月 20日 ３班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

本宮 昌則、矢島 紀昭、藤﨑 壽路、小川 賢、浅野 正博、松田 泰長 
各会員 

11 月 20日 ４班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

渡辺 孝 会員 11 月 26日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

佐藤 英雄、角田 幸弘、石橋 菊太郎、石川 憲弘 
横田 匡彦、八田 光雄、鈴木 敏道 各会員 

11 月 27日 １０班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

堀口 路加 会員 12 月 2日 
2015－16 年度米山記念
奨学委員長セミナー 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４３ ２２ ６６．１５％ 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 

 


