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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 2869 回例会 令和元年 11月 29 日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 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  関 恒明 会員 

◇ ニコニコボックス 

平山 秀樹 会員：本日、皆さんのポストに弊社の卓上カレンダーを

入れさせていただきました。成田コスモポリタンロータリークラブ会

員で成田信用金庫にお勤めの丸さんの成田周辺の写真で作成してお

ります。もう少し時間がかかりますが、チャーリィ古庄さんの壁掛け

カレンダーも送らせていただきます。それと遅くなってしまいました

が、11月号に台湾のゲイリー・ファンさんとの出会いについた書い

た記事を掲載頂いておりました。合わせてニコニコさせていただきます。  

 

喜久川 登 会員：今回、ロータリーの親睦旅行を延泊しメイキャ

ップに行ってきました。そこで生まれて初めてタダで宿泊してきま

した。サービスを沢山受ける事はありますが、完全にタダは初めて

でした。あと一県で日本全国メイキャップの旅 47都道府県が終わり

です。先が見えてきたのでニコニコいたします。  

  

立石 真辞 会員：昨今、百貨店やスーパーは厳しい状況が続いて

おります。私が着任した時、ボンベルタもテナントが 10区画位空い

ていました。しかし夏までに旅行代理店やレストラン、9月には画

廊、11月には 1階に 130坪のホームファッションのお店が入り一息

つくことができました。12月には屋上にフットサルコートができま

す。元 Jリーガーの船山祐二氏がやっている少年サッカーチームが

入ってくれます。お店が充実してきて大変うれしく思います。 

 

角田 幸弘 会員：昨日、下総みどり学園の４年生４６人を対象に

した「鉄道体験教室」を成田ゆめ牧場にて開催しました。これは、

私が小御門小学校の校医だったことから始めたもので、その後４校

併合してみどり学園になり、今回で１０年目になります。今年は成

田の歴史の勉強に力を入れているとのことで、修復した１００年前

の木造客車の中で、そのころ成田にあった成田軽便鉄道について勉

強したり、蒸気機関車と電車の違いについて知識を深めてもらいました。成田軽便鉄道の

線路は今のイオンの前の４車線道路です。その後、改軌されてお花見の季節には上野発三

里塚行のパーラーが付いた直通列車が走りましたが、そのころの線路は国際文化会館の前

の道で遠藤家の向かいの焼き鳥屋が線路あとです。鉄道遺産としては、石川会員の以前の

お店の前にコンクリートの橋脚の台が現存しています。成田の歴史を勉強した後は、蒸気
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機関車で一周したり軌道自転車で追いかけっこしたりしました。事故もなく終わりました

のでニコニコします。 

 

長原 正夫 会員：先ほど会長からお褒めの言葉をいただき恐縮で

す。実は私の祖先が徳島で、長原と言う地名があり、長原性も沢山

あります。会館ではインストラクターの方が非常に丁寧に教えてく

れて上手に踊ることができました。ありがとうございます。 

 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 

11月 22日から 24日まで四国の三県を廻って参りました。参

加者は元遠藤会員の奥様京子さんを入れ 19名。三日間成田は

雨だったようですが、向こうは天候に恵まれ非常に良い旅行

となりました。初日は高松空港に着いてホテルニューアワジ

へ宿泊。お風呂も沢山あり非常に良いホテルでした。2日目は

船の上から瀬戸内海の鳴門のうず潮を見学しました。阿波踊

り会館では阿波踊りを体験。長原さんが 1番上手に踊ってい

ました。その後の金毘羅山では、甲田幹事と齊藤会員の若手二人が 1368段の階段を制覇し

ました！宴会ではみんなで輪になり阿波踊りを踊りました。踊り倒した親睦旅行でした。 

恒例の「今日は何の日？」本日はいい肉の日。選定したのは宮城県のより良き宮崎牛作り

対策協議会です。元々は味と品の良さで知られる宮崎牛をアピールする目的で作られまし

た。また 1987年、大韓航空機がミャンマー上空で爆破された日です。そして 1973年、熊

本の大洋デパートが火災、デパート火災史上最悪の惨事となりました。先日の首里城の火

災は、明日で 1ヵ月になります。有識者会議を設立、正殿内の電気系統のショートが原因

と判明しました。旅行から無事に全員そろって帰ってきました。皆様のご協力、ありがと

うございました。  

 

◇ 委員会報告 

・広報、公共イメージ向上委員会  平山 秀樹 サブリーダー 

12月のロータリーの友 25ページに中学校剣道大会の記事が掲載さ

れています。また、3ページに『アロハ、ロータリー！』というこ

とでマーク・ダニエル・マローニーRI会長によるハワイ大会の話が

掲載されております。12月 15日までが割引の登録料です。参加を

考えている方はよろしくお願いいたします。地区の国際大会推進委

員会からも 12月の初めにはツアーのチラシと国際大会千葉ナイト

の書式も配らせていただきますので、ぜひ奮ってご参加いただければと思います。  

  

◇ 幹事報告     甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・出欠表（ボーイスカウト交流会） 

・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「風の便り 

Vol.5 No.4」 

・日本赤十字社千葉県支部より「令和元年台風第 15号にかかる日

本赤十字社千葉県支部の対応について」 

・ロータリーの友 事業報告 
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成田 RC 戦略計画（テーブルディスカッション発表） 

〇Ａテーブル 
発表者 永井 秀和 会員  

戦略計画について、まずは目標のスパンを 3年か 5年か、大目標
を掲げ手前に通過目標を設定するやり方がある。 
目指すメンバー数など 60周年は通過点としその先で目標を設定
する。 
一方、地区内のクラブではメンバー数は固定し、入会待ち状態を
維持しているクラブがある。その方がステイタスが上がり、出席
率も良くなる。 
他県には皆勤 95回のクラブもある。 
 
全員野球が大切 

担当だけがやっていれば良いというのは良くない。 
入会者をもっと吟味することが必要ではないか。 
ただ入っていれば良いのではなく義務と責任を持ってもらいたい、Ｓ．Ａ．Ａ．は厳しく
言うべき、推薦人はしっかり面倒を見る必要がある。 

 
出席率が落ち込んでいる。 
仕事で出席が出来ない。 
どうやって出席させるか、例会の回数は適当か 
 
コスモポリタン RCでは、夜間例会は 1.5回/月 出席率は良い。 
成田も出席率を上げる為に夜間例会を増やした経緯があり実績も上がった。 
 

アルコールありだけでなく+αの要素が必要。 
他地区では駅の近くで例会を開催しているクラブもある。 
とにかく新しい取組みをすることが必要。 
 
サテライトクラブ、ローターアクトの活用も検討したらどうか 
 
新しいことを取り入れ、時代に合わせることは必要であるが、伝統を守ることなどバラン
スを取ることが大切である。 
 
例会での食事も幅を持たせる。 豪華なときもあれば弁当の日もあり委員会活動も一歩、
二歩踏み出すことも必要、型通りではつまらない。 
委員会では横のつながりが出来る。 

 
一業種一社であれば職業分類の見直しも検討する必要がある。 
 
〇Ｂテーブル 

発表者 平山 秀樹 会員  
★顧問 
 役割 新会員 1年未満のフォロー（1年限り）をする 
【課題】 
 ●顧問をやる上での研修。 
 ●役割の理解 
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 ●顧問は、原則会長経験者。しかし、今年度は経験若い人が任命されている。なぜ？ 
   →会員増強委員会で話し合いし、最終的に理事会で決定するのが流れ。しかし、顧

問当事者には現状が知らされていない。顧問教育というシステムがない。 
 
★クラブ内委員会 
【課題】 
 一年で変わるので、前年度の引継ぎ等出来ていない。 
例えば、二年任期で、一年ごとに半分入れ替わるなど、継続的活動が出来るような人事配
置をしてはどうか？はめ込み人事になっている気がする。 
青少年委員会は、年度変わってすぐにやることが多く、引継ぎがないと何やっていいか分
からない。 
 
★例会について 
 ●会員卓話のドタキャンが最近多くみられる 

 ●転勤等が同時期に多数移動があり、委員会活動が滞った。役職任命時に、転勤メンバ
ーと非転勤メンバーのバランスが必要では？ 
 ●例会出席率が低下。出席しなくて良い風土ではなく、メイキャップしないといけない
風土にしていく必要があるのでは？ロータリークラブの軽視化？が見られる。 
 ●出席出来ないこと前提での入会について考える必要があるのでは？ 

 ●自クラブ６０％出席が前提であるが、全く出席出来ない人は、メイキャップしてもら
う。メイキャップの方法を教えたらどうか？ 
 
〇Ｃグループ 

発表者  神﨑 誠 会員  
Cテーブルでは、大部分は了承されましたが、以下の 3点につい
て修正したほうが良いという意見でした。 

1. ビジョンの「クラブの歴史と伝統を尊び」の部分で具体的な
ことを、50年史などを参考に例示すべきとの意見。 
2. 特別委員会、戦略計画委員会の計画の PDCA による見直し、
修正は年度 2日以上が良いとの意見。 
3. 広報・公共イメージで向上 
「イベント時のマスコミへの働きかけ」に例会も含めたほうが良いという意見。 
その他は原案どおりです。 
 
〇Ｅテーブル 

発表者  奥山 信行 会員 
クラブの歴史と伝統を尊び、変えてはいけないものは堅持し、
新しいが良いことは取り入れ、会員のコミュニケーションを大

切にし、地域社会に愛されるクラブ作りを目指す。 
1、 各種委員会活動などについて、成田 RC の現状と他クラ

ブの状況の共有 
① 成田 RCの現状 

・新人会員が溶け込めない雰囲気がまだ強い。 
・委員会はやっているが、新人をうまく巻き込めていな
い。 
などの課題点が出た。 

② 他クラブの取り組み 
・柏 RCでは、例会時皆で握手をする。コミュニケーションがすばらしかった。 
社会奉仕も 6割ぐらいの参加率であった。 
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・浦安ベイ RC では、テーブルの上にはがき、コインの箱があり、取組みが面白か
った。 

・船橋東 RC では、10～12 名ぐらいの少数クラブではあるが、ほぼベテランで結束
が強く、奉仕もよくやっていた。 
※出席率が高いクラブは、戦略計画もあり、活発なクラブである印象が大きかった。 
RIでは、昔からの決め事（例会を毎週やらなくてよいなど）を崩していく流れも生
まれてきている。新しい発想や他クラブの取り組みを参考にして、会員が参加した
いと思わせる仕組み作りを行うことが重要であるとの考えに至った。 

2、 会員増強・維持拡大 
① 課題 

・若い人を多くすると忙しいため、出席率が下がる。 
・RCは会社ではなく集団であるため、奉仕心の賛同を得るのが難しい。 
・例会がマンネリ化している。 

② 解決策 

・出席の方法を変えてみる。（スマホで、ライブで見られるようにしているクラブ
もある。）出席しなければダメ、ではなく、出席出来なくても、繋がっていられる
ようにするなど。 
・例会で研修の要素をもっと取り入れてみる。 
・面白い卓話を増やす。 

3、 奉仕プロジェクト 
・成田 RCでは、現在剣道大会ぐらいしかないので、他を増やすべきでは？ 
地元からの掘り起しで、RC の人脈を生かして PTA や空港関係などを通じて考える。
RC全体で意見を出して方向性を決めてみてはどうか。 
児童養護施設で卓話を実施するのも職業奉仕に繋がるし、子供食堂の応援などもよ
い。奉仕活動を増やし、達成感が増えていけば、この活動も盛り上がるはず。 

【まとめ】 

そもそも、このようなディスカッションを開催することで、会員が考える機会を増やして
いくことこそが大事である。今から、新しいが良いことを考え増やし、確実に取り込んで
いくサイクルを構築していければ、60周年を迎える頃には、戦略計画ビジョンにより近づ
くことが出来るはずである、との結論に至りました。 
 
◇ 新会員卓話 

～～ 自己紹介 ～～ 

内山 景太 ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 総支配人 
成田ロータリークラブに入会して 2ヶ月経ちます。12月で
60歳です。 
東京目黒区で生まれ、高校までは東京、大学は埼玉。父親の

転勤などで大学3年生から一人暮らしをし今に至っておりま
す。大学を卒業し、ヒルトンインターナショナルに入社しま
した。勤務先は新宿に新しくできたヒルトンホテル。しばら
くし新浦安にディズニーランドができると言う事で、ヒルト
ンでもホテルを建設することになり、浦安ヒルトンに転勤と
なりました。日本には、ヒルトンは東京、大阪、名古屋、新浦安がありました。今後は国
内にもっとセールスをしていくということで、組織変更をしていました。時代は 80 年代、
ホテルが脚光を浴び始めた時代です。90年代はバブル全盛期、バブル崩壊後は売り上げが
下がっていきました。ディズニーランドは、当初、団体客が非常に多かったのですが、個
人客へと変化していきました。オリエンタルランドは 50年前にできた会社で、浦安の埋立
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地をどうするか。当初、東京から近いところにホテルを建てて誰が泊まるのかと心配する
声も多数ありましたが、とてもたくさんの方が宿泊し今でも浦安のホテルは増え続けてい

る現状です。 アジアから世界から、まだまだ今後も多くの方がディズニーランドへ来るの
ではないかと思います。浦安に 5年ほど勤め、その後インドネシアへ転勤の話をいただき
ました。海外にも興味があったものですから、すぐにお受けしました。ちょうど 30歳の時
です。45歳までアジアを担当しておりました。インドネシアに 8年、その間にシンガポー
ル 2年、その後上海に 3年、台湾に 3年、通算で 15年ほどです。 45歳の時に日本に帰国。 
営業をやったりオペレーションをやったり色々な経験しました。 ヒルトンホテルを出るき
っかけになったのは、 三井不動産のホテルマネージメント（ガーデンホテルを全国で展開
されています）、ここの新規の開発を 5年間ほどお手伝いいたしました。その後、沖縄で
5年ほど、沖縄ハーバービューホテルで 3年ほど勤務し、このたび成田へ異動になりまし
た。  
ホテルと言うのは、私が生まれてから高度成長を経て、80年代から 2020年代まで色んな
場面で色んなところで皆さんのお役に立っていると思います。そして昨今では、色んな方

がホテル業をやっていらっしゃいます。以前は航空会社や鉄道会社がチェーン展開してホ
テルを建てるのが普通でしたが、今は全く関係ない会社がホテルを経営しております。ホ
テル業のあり方がずいぶん変わってきて、皆さんのライフスタイルに合ったホテルが多く
なっていると思います。シティーホテル、エアポートホテル、リゾートホテルなど。色ん
なタイプのホテルが出てきている中で、衣食住の中で寝ると言う人生の中で一番大事な部

分を提供するホテルというのは、とても面白いビジネスであると思います。金額的に色ん
な状況下において上がったり下がったり、同じホテルであっても季節であったり経済の状
況下によって大きく変動していくと言うのも 1つ否めないところではないかという風に考
えております。  
成田は来年のオリンピックに向けて、アメリカの航空会社が成田からすべて羽田へシフト
そうするという話があり、そうなると 520,000人以上の方が成田から羽田へ行ってしまい
ます。そうなると成田全体のホテルへの影響もかなり大きくなってくると思います。 オリ

ンピックは来年ですが 1ヵ月位の期間しかありません。 来年はいろんな状況が予測され、
海外からお客様が増えると言う予測もある反面、台風の影響、災害の影響など地域的には
難しいと言われているところもあります。 沢山のホテルがいろんなところで開発され、カ
ジノ関係でもホテルが開発され益々の躍進が考えられる反面、お客様がいなくなったらど
うなるのか、インバウンドの旅行者が減ってしまったらなど。そういう他方のことも考慮
しなければいけないというのも私自身感じております。中々10年先 20年先というのが見
込めない中、大きく発展することもありますが過疎してしまう地域のホテルの事も考えな
ければいけないと危惧しております。しかし、来年のオリンピックに向けて、またオリン
ピック後の落ち込みがないように、ぜひ皆様のご協力をいただき成田を盛り上げ、成田空
港とともに発展できればと考える次第です。今後ともよろしくお願いします。 
 
◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 11 月 25 日 松山北ロータリークラブ 

齊藤 三智夫、堀口 路加 各会員 11 月 29 日 勝浦・鴨川・千倉ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６１名 ３１名 ３０名 ５０．８２％ ５０．８２％ 

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 

 


