国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2725 回例会 平成 28 年 11 月 4 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
角田 幸弘 リーダー
今月、出席率はあまり良くなかったのですが、親睦旅行の最中、新
会員の方が積極的にホテルにハンコを押しにきてくれました。宮崎
会員、香取会員、矢野会員、伊藤隆治会員、芦谷会員、ローソン会
員、ありがとうございます。
今月の出席率は 68.32％でした。今月も出席宜しくお願いします。
・Ｓ．Ａ．Ａ
齊藤 三智夫 会員
私は前期もＳ.Ａ.Ａ.をやらせていただきまして、ようやく一年半経ち
ました。大分月初めのくじ引きがスムーズになったような感じがし
ます。この調子で頑張りたいと思っておりますので、ご協力よろし
くお願いいたします。
◇
◇
◇
◇

点
鐘
国歌斉唱
ロータリーソング
四つのテスト

◇

お客様紹介
ボンベルタ取締役
成田高等学校
成田高等学校 1 年

◇

石川

憲弘

会長

奉仕の理想
大木 健弥

会員

大高
早川
川又

則彦 様
公敏 先生
えみか さん

結婚祝い

澤田喜信会員 S36.11.3、仲村盛政会員 S41.11.3
滝澤尚二会員 S42.11.15、神崎誠会員 S57.11.6
高橋正会員 H3.11.6、堀口路加会員 S58.11.19
甲田直弘会員 H16.11.7
◇ 誕生祝い
矢島紀昭会員 S15.11.17、平野省二会員 S15.11.29
池内富男会員 S20.11.29、角田幸弘会員 S30.11.1
芦谷源一会員 S38.11.12、笠原智会員 S56.11.1
1

【欠席分】
〈誕生日〉
久米剛会員 S37.8.31
甲田直弘会員 S47.8.1
澤田喜信会員 S15.9.27
〈結婚記念日〉
大塚洋会員 S60.10.26
◇

ニコニコボックス
神崎 誠 会員：本日二名の会員を紹介させていただきました。谷
さんは成田唯一の百貨店ボンベルタの社長様として、また土井さん
は中高大学と大の親友なのですが、いよいよ入会されましたのでニ
コニコさせていただきます。

滝澤

尚二

会員：10 月は沖縄親睦旅行だけでずっと欠席してお

りました。11 月 2 日、東京国税局酒類鑑評会において清酒燗酒部
門で入賞し、東京国税局長賞というのを頂きました。

◇ インターアクト国外研修生の挨拶
・成田高等学校 1 年 川又えみか さん
インターアクト国外研修で台湾に行ってきます。台湾のインターア
クター達と交流を深めてきたいと思います。
◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

先日、国際空港をかかえる成田に関係するニュースが報道され
ていました。２０１６年の訪日外国人観光客が（１月～９月）
２，０００万人を上回ったそうです。それでも外国人旅行者が
年８，０００万人以上のフランスなどには遠く及ばないのが現
実です。政府は訪日客を２０２０年までに年間４，０００万人
にしたいとしておりますが、１月～９月の訪日客の７４％が中
国、韓国、台湾、香港のアジア４か国の地域からだったそうで
す。もしアジア経済が急減速したり尖閣諸島、竹島問題等日本との関係が悪化したりすれ
ば、訪日客が減るリスクは否めないと思います。又、外国人の間では富士山、沖縄、京都
などの認知度は高いのですが、鎌倉、奈良、伊勢神宮、知床等を知っている観光客は１割
未満だそうです。政府に任せずに地方の自治体も、もっともっと積極的に外国人旅行者を
誘致してはどうでしょうか。日本ならではの文化や自然は大都市より農村、地方都市に豊
富に残っていると思います。２０１６年２月２３日北総四都市（佐倉、成田、佐原、銚子）
が江戸を感じる北総の街並みという事で、日本遺産に登録されました。そして、この度国
連教育科学文化機関「ユネスコ」の補助機関から、１８都市３３件の祭りで構成する「山・
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鉾・屋台行事」の一括申請として、無形文化財への登録勧告を受けた「佐原の山車行事」
の登録はほぼ確実な状況です。国際空港のお膝元である成田が日本遺産に登録されたこと
で外国人旅行者を呼び込む起爆剤になればよいと思います。先日弊社の取引先があります
世界遺産日光東照宮に挨拶かたがた様子を見に行ってきました。平日でしたが観光客が沢
山いました。目に付いたのが外国人旅行者、外国人修学旅行の学生、そして日本人修学旅
行の学生です。海外の方は私の見たところ７０％はいたかと思います。とても羨ましく思
いました。訪日外国人は増えてもいわゆる爆買はなくなり高級ブランド品などの大量購入
が下火になり７月～９月の一人あたりの消費額は１５万５千円位です。政府の外国人消費
目標額は訪日客数と消費額から逆算すると一人あたり２０万円に増やす必要があるとして
おります。最後に、私事ながらこの業界に生きる当社といたしましても少しでも長く景気
が続くことを望んでおります。
◇ 委員会報告
・国際奉仕
南日 隆男 会員
今年度も引き続き継続して取り組んでおります使用済み切手の収集
ですが、今年度は月初め例会で皆様にお持ちいただき集めるように
しております。9 月、10 月とやってまいりまして大体二千枚以上集
まっております。更に強化するようにとの会長のご指示もありまし
た。量は少なくても結構です。多くの会員の方に参加していただき
たいと思います。月初めに例会場にお持ちいただくようよろしくお
願いいたします。月初めが無理な方は、南日、大塚、事務局へお渡しください。
◇

入会式
土井 豊彦（どい とよひこ）会員 有限会社
推薦人 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員
顧 問 設楽 正行 会員
所属委員会

土井商事

代表取締役

クラブ管理運営委員会
クラブ会報 担当
奉仕プロジェクト委員会
国際奉仕 担当

職業分類
土産品販売
祖父がチャーターメンバーということもあり、私はインターアクト、ローターアクト、最
後にロータリークラブにお邪魔することになりました。インターアクトの時、成田高校か
ら第一回目の留学生としてアメリカのイリノイ州セントチャールズハイスクールというと
ころに留学いたしました。そこで一年間学び卒業までできた時代でした。帰ってきてから、
一粒丸の三橋さんに成田にはローターアクトが無いからなんとか作れということで、私が
作り初代会長を務めました。そういう関係もありまして、ロータリーとは非常に関係が深
く、こちらに参加できるのはこの上なく光栄なことです。私にできることがあれば何なり
とやらせて頂きますのでご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
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谷

直知（たに

なおとも）会員 株式会社ボンベルタ

代表取締役社長

推薦人 石川 憲弘 会員、神﨑 誠 会員
顧 問 諸岡 靖彦 会員
所属委員会 クラブ管理運営委員会
プログラム 担当
ロータリー財団・米山記念奨学委員会
米山記念奨学担当
職業分類
百貨店・ショッピングセンター
先月 46 歳になりました。高校二年生の息子と中学二年生の娘がおります。ボンベルタは来
年開業 25 周年を迎えます。元々百貨店ということで成田の地で商売を始めましたが、四年
前の改装で量販店向きに改装した結果、皆様からお叱りとご不満の声を受けたという現状
があります。2018 年度に再活性化を現在予定しており、地域のお客様の声をお伺いしなが
ら本来の期待されている役割としての百貨店、それから 20 世紀の百貨店ではなく 21 世紀
の成田をもっと繁栄させるための色んな機能や新しい売り場、サービスを備えた全く新し
いお店にしようと従業員一同、今、頑張っております。成田の地域の発展のために仕事を
したいと考えまして職業を通じて奉仕する、言葉ではなくて行動しなければいけないとい
うことから本日ロータリークラブに入会させていただくことになりました。55 年の歴史を
持つ成田ロータリークラブに入れることは私にとって非常に光栄なことですし、諸先輩方
が沢山いらっしゃいますので、人生の師であり仕事上の良きアドバイザーになっていただ
けるのかなと思っております。精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪回覧≫
・成田市スポーツフェスティバルより協力のお礼状
≪連絡≫
・11 月のレート 102 円
・11 月 20 日、ボーイスカウト交流会が行われます。
・例会終了後、役員、理事会が行われます。
・現在会員 69 名
◇

ミニ卓話

～～～宇宙旅行、途中経過報告～～～
喜久川
久しぶりに卓話をとの事、小生何を話そうかと色々考えました。
10 年ぶりに再訪しその激変ぶりに浦島太郎の気分を味わった
西アフリカのアンゴラの話か？宇宙の話か？動き始めた不動
産、本業の話か？と深堀会員から宇宙の話とのリクエスト。
小生が 42 歳で夢描いた姿、(全国連加盟国 193 ヶ国+両極点+47
都道府県ロータリーの旅＋宇宙）その中の最終章、宇宙の話を
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登

会員

させていただきます。
先日、日本人宇宙飛行士大西さんがロシアのソユーズ宇宙船で 4 ヵ月ぶりに地球に帰還し
ました。パラシュートが開いて大平原に着陸し皆に抱き抱えられて移動する映像がとても
印象に残っています。
大西さんは日本人で宇宙飛行経験者 11 人目、小生が 2005 年に申し込み入金したヴァージ
ン社の宇宙飛行、参考までに各テーブルに 3 年前、雑誌にクラブツーリズムより頼まれて
匿名で掲載された記事のコピーを置かせもらいました。話が出た年、順調であれば日本人
6 人が同時に「スペースワン」に乗り込んで地球外に出る日本人‘11 番目，に成る予定、
皆でワクワクしたものでした。小生日本人で申し込み 8 番目が今では 3 番目、5 名は殆ん
ど身体の健康の件で脱落、12 年間長～いです！民間の力で、無重力と大気摩擦熱 3000℃
と 6G の衝撃の宇宙の地、宇宙の旅って本当に大変だなーと。昨年貨物補給宇宙船が 3 度
連続して失敗し、4 度目、日本国の無人補給機「こうのとり」6 号機で、予備の食糧に手を
つけていた国際宇宙ステーションへやっと食料他を届けました。当方も生身の人間、気長
に安全が確保された機体が完成す
る迄、宇宙に行ける健康と体力保持
に自身を律して頑張ります★この
時代にこの地に生まれた事、環境、
健康、大いなる運、周りの人、不動
明王、妻に感謝★皆さんの美食付き
の飲み会に、これからも私が欠礼す
ることをご理解お願いします。後 4
年で満願か、美酒はその後にとって
おきます、その時、お付き合いを。

◇

点

鐘

石川

憲弘

会長

※先週配布いたしました会員名簿の修正をお願い致します。
自宅電話変更 高根 完 会員 修正前 04-7174-4496→修正後 043-237-0768
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第 6 回役員・理事会
１．１１、１２月の例会及び事業、行事計画の確認
11 月の予定
４日 (金)
月初例会
第 6 回役員・理事会 入会式予定
成田高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ国外研修挨拶
１１日 (金)
通常例会
経済と地域社会の発展月間（１０月）
卓話：小川 賢 会員
１８日 (金)
移動例会
卓話：全日空株式会社 山本様
２５日 (金)
通常例会
疾病予防と治療月間（１２月）
卓話：藤﨑 壽路 会員
12 月の予定
２日 (金)
移動例会
情報研修会 ラディソンホテル
９日 (金)
通常例会
クラブ協議会-6
年次総会
第 7 回役員・理事会
１６日 (金)
夜間移動例会 忘年例会 ＡＮＡホテル
空港周辺美化活動
２３日 (金)
休会
定款第 8 条第 1 節
３０日 (金)
休会
定款第 8 条第 1 節
11 月 20 日（日）ボーイスカウト交流会
11 月 24 日（木）ゴルフコンペ（分区）
承認
２．成田山開基 1080 年祭に伴う信援の件
次年度予算にて審議
承認
３．５５周年記念コンサート剰余金の処理の件
残金 12,880 円は陸前高田ＲＣから卓話へ来られた時の費用に充てる
承認
４．陸前高田 RC への対応の件
来年 1 月に卓話で来られた時の費用に、
クラブから 5 万円+55 周年記念コンサートの余剰金を充てる。
今後の進め方は、委員会で検討
承認
５．新入会員候補の件
諸岡市郎左衛門商店
諸岡 市郎左衛門 氏（もろおか いちろうざえもん）
㈱エムケイハウジング
眞々田 美智子 氏（ままだ みちこ）
承認
６．分区ゴルフコンペについて
１１月２４日（木）習志野カントリー
幹事：印西ロータリークラブ
個人エントリー費 ３，０００円 クラブ負担金 ３０，０００円
個人エントリー費 3,000 円×7 名＝21,000 クラブ負担金 30,000 円 合計 51,000 円
承認
７．その他
・在籍会員数報告（６９名）
・１１月のレート
１０２円／ドル
出 席 表
会員数

出席義務者数

出席数

６９
６８
４７
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ
氏
名
石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、神﨑 誠
松田 泰長、高橋 正、高橋 晋、齊藤 三智夫
佐瀬 和年、諸岡 靖彦 各会員

欠席数

出席率

前回補正

２１

６９．１２％

-

月

日

ク ラ ブ 名

11 月 4 日 第 6 回役員・理事会
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

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

6

