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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 2871 回例会 令和元年 12月 13 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  菊地 貴 会員 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：毎日新聞で“ちばの底力”というコーナーがあ

ります。そこに昨日菊屋の記事が写真付きで掲載されております。回

覧しておりますので、ニコニコいたします。 

 

佐藤 英雄 会員：例会場に入る前、S.A.A.の眞々田さんに捉まり「素

敵なベストですね」とお褒めの言葉をいただきました。これは、毎年

女房が手編みで私に作ってくれるんですというお話をしましたら、

「素敵な話ですね、是非ニコニコしてください」とアドバイスを受け

ましたので、ニコニコさせていただきます。 

  

平山 秀樹 会員：12月 11日水曜日、諸岡ガバナーの最後の公式訪

問、館山、館山ベイ、鋸南 3クラブ合同例会に参加させていだきまし

た。諸岡ガバナーのロータリーへの想いのこもった、82 クラブ分練

りに練られたお話を伺い感激いたしました。正直、鋸南に仲間がおり

まして、見舞いがてら行ったのですが、行き帰りの道みち、見渡す限

りブルーシートで臨時対応中の家屋ばかりでした。あるガソリンスタ

ンドでは屋根を飛ばされたのか、廃墟のようになっている中、老夫婦が細々と片付けをし

ていました。そんな大変な状況でも、3 クラブのみなさんが活発に活動されている姿にロ

ータリーの絆を感じました。被災された方々が一日も早く復興されることをお祈りいたし

ます。  

 

小泉 英夫 会長：先日、ロータリーの有志 18 名でゴルフをやりま

した。メンバー、天気、ハンディに恵まれ、ゴルフで初めて優勝いた

しました。 

 

堀口 路加 会員：後日、諸岡ガバナーからもご報告があると思いま

すが、9 月の台風 15 号による南房総を中心とした大きな被害の影響

で延期となっていた勝浦・鴨川・千倉の 3ロータリークラブの訪問が

11月 29日に、館山・館山ベイ・鋸南の 3ロータリークラブの訪問が

12 月 11 日に終わり、これで 7 月 23 日から始まったガバナー公式訪
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問の全日程が終了しました。成田ロータリークラブの多くの会員にも随行していただき記

録を取っていただくなどご協力いただきました。ありがとうございました。お礼とともに

ニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 

ヨーロッパ連合からの離脱の是非が争点になったイギリスの総選

挙が日本時間の午前 7時に締め切られ、ジョンソン首相率いる保

守党が圧倒的勝利となるようです。来年の 1月のＥＵ離脱に道筋

が付けられたことになります。  

日本から初めてりんご（青森産）がインドに輸出されることが決

まりました。 インドへの輸出が解禁されれば、県産リンゴの輸出

量が上積みされ「生産者の所得やモチベーションの向上にもつながるのでは」と期待され

ているそうです。さて、恒例の「今日は何の日？」今日は、正月事始め、スス払い、松迎

え、ビタミンの日。ビタミンの日は、鈴木梅太郎博士が米ぬかの中に脚気（かっけ）を予

防する成分があることを発見、これを「オリザニン」と名付け、1910年（明治 43年）12

月 13日、東京化学会例会で発表したことに由来します。本日は先週に引き続き、クラブ協

議会 partⅡです。委員長の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・奉仕プロジェクト委員会  角田 幸弘 委員長 

22日のいこいの広場周辺のボーイスカウトとの清掃活動および衛生

設備贈呈式には、18名の出席申し込みをいただいております。当日

は 10時集合です。ロータリージャンパーと帽子着用でいらしてくだ

さい。  

 

・成田環境ネットワーク  小宮山 四郎 会員 

成田空港周辺美化活動が来週火曜日 12月 17日に開催されます。既

に 11名の会員の方にエントリーをいただいております。成田国際文

化会館の駐車場で 9時 15分出発式。軍手は各自準備をお願いします。  

またクラブジャンバーの着用もお願いします。雨で中止の場合は、

事務局から皆様へお知らせいたします。 

 

・地区実行委員会  設楽 正行 委員長 

本日、例会終了後地区大会の委員長会議をちどりで行います。 

 

 

・医療情報  橘 昌孝 会員 

今年最後の医療情報です。先週 124名、今週 248名、やはり感染者

数が多くなってきました。うがい、手洗いをしっかりしてください。

また高齢者の方は、予防接種をし、重症化を回避するようにしまし

ょう。 
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◇ 入会式 

・桑野 博之 （くわの ひろゆき） 会員 

株式会社 かなでの杜 代表取締役 

推薦者 菊地 貴会員、ローソンかおり 会員 

顧問 平野 省二 会員 

委員会 会員増強・維持拡大、社会奉仕 

職業分類 老人介護施設 

弊社は主に介護事業を営んでおりまして、現在デイサービスを 5か所。菊地さんの会社の

1階をお借りして、本社機能とケアマネージャーのプラン作成、介護用品のレンタル、販

売などを行っております。ローソンさんには弊社の経理業務を担当していただいておりま

す。このたびは名誉ある成田ロータリークラブに入会させていただきどうもありがとうご

ざいました。今後はロータリークラブの会員として恥じないように、皆様と協力しながら

励んで参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告     甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・週報 佐原香取、旭ロータリークラブ 

・出欠表（忘年例会、新年例会） 

・ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所より年末年始休業の

お知らせ 

・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.5」 

・第１地域ロータリー公共イメージコーディネーターより「コーディネーターニュース

2020 年 1 月号」 

・国際大会申込書 

・国際大会登録案内 

クラブ協議会 partⅡ 

司会進行／甲田 直弘 幹事 

〇会員増強・維持拡大委員会 

小寺 眞澄 委員長 

委員会の上期活動報告をいたします。まず、小泉会長のターゲット

である「元気はつらつ 楽しいクラブに」を実践するにあたり委員

会を月初め例会前と定め本日までに５回開催しております。委員会

内容は、主要部分を週報に掲載しておりますのでご確認願います。 

会員増強においては、本年度６４名の会員数でスタートして、今

現在６５名。 

そして、本日の理事会に２名の入会候補者を審議していただく予定となっており、その

他３名の入会意思がある方がおられますので、順次手続きを進めてまいります。 

また、小泉会長から預かりました名簿をもとにクラブの職業分類表空白欄を埋めるべき

会員候補者名簿の作成を行いより一層の増強を図ります。 

維持拡大においては、現会員にアンケート調査のご協力を賜りその結果（非公開）をも

とに打合せを行いました。ロータリー活動を楽しむためには会員各位が、本年度所属した
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委員会でどのような奉仕活動を行うかを理解し、その活動で自分の役割を認識してもらう

事が必要であると打合せし、令和元年７月２６日の例会時に「成田ロータリークラブ内に

おける私の役割」を議題にテーブルディスカションを行い会員各位にクラブ内での役割に

ついて、再認識していただきたいと思います。 

最後に奉仕の歯車を広げる（会員増強・維持拡大）ためにも会員皆様のご協力が必要で

す。宜しくお願い致します。 

 

〇広報・公共イメージ向上委員会 

石橋 菊太郎 委員長 

上半期の活動といたしましては、 

・メディア交流会での意見交換 

（成田がオリンピック、パラリンピックへどう関わっていくかについ

て、市から話を聞く）、（成田クラブの奉仕活動情報提供） 

5つのメディアに参加いただき、大盛況 

・ロータリーの友の記事紹介 

月初めの記事紹介 

・プログラム委員会との連動 

・委員会の充実 

11月 10日に千葉スカイウインドウズ東天紅でおこなわれました『地区先達と語る「私の

ロータリー」の集い』には、成田クラブより多数参加していただきました。ありがとうご

ざいます。 

下半期は、ホームページに関し予算 15万を充ててありますので、少し話を進められたらと

思っております。上半期と同じく若い委員の方を中心に、活動していきたいと思いますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

〇奉仕プロジェクト委員会 

角田 幸弘 委員長 

小泉年度も半分が終了しようとしています。 ガバナー年度と同時進行

のため下期は予定の変更もあります。 剣道大会では地区の補助金を活

用するための申請を昨年度末から準備。 無事に補助金をいただけるこ

とになり、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ただきました。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



 5 

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。  

社会奉仕では、12月 22日に「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

団との地域清掃活動および交流会をおこないます。 

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。下期では、この

国際医療福祉大学の留学生の来日に合わせ、1月 17日の例会に呼んで、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。現在 5名の会員からお声かけ

いただいております。2名ずつ 10名の留学生を各会員が 3時間ほどですが交流してもらう

予定です。  

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。また、成田高校とのパイプを太くするような取り組みについても考え

ております。下期についても会員ならびに委員のご協力をよろしくお願いします。  

 

〇ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

齊藤 三智夫 委員長 

今年度上半期におかれます「ロータリー財団・米山記念奨学委員会」

の活動報告をさせていただきます。 

先ず、ロータリー財団への寄付についてのご報告です。年度当初、

予算書に目標として設定いたしました「13 名×110,000」ですが、

現在 12 名分（重複されている会員がいるため）恒久基金 1 名、年

次基金寄付 8名、ポリオプラス 3名となっております。11月末現在、

成田ＲＣでは会員数平均一人当たり 106.06 ドルとなっております。

日本全国の会員数1人あたりの平均が46.71ドルですのでご参考までにご報告いたします。 

米山記念奨学会への特別寄付につきましては年度当初「10 名×100,000」と目標設定いた

しました。既に 14 名の会員の方からご寄附いただき、分割での寄付をご希望されました会

員の方を順次登録している状況です。 

ロータリー財団・米山記念奨学会へご寄附いただきました会員の皆様へ、改めまして感謝

申し上げます。入会して日が浅いので「何のために寄付をするのか？」また、「今まで寄

付に興味が無かった」など、寄付へのスタートラインが曖昧に感じている方がおられまし

たら、私までお問い合わせ下さい。出来る限りのご協力をさせていただきます。 

 委員会活動では８月２３日の例会に於きまして、第 2790 地区ロータリー平和フェロー

シップ委員会より松戸ＲＣ所属 佐川清委員長を卓話にお招きしてロータリー平和フェロ

ーとはどのような活動をしているのか、解り易くレクチャーしていただきました。 

8 月 31 日には小泉会長とクラブ米山委員長セミナーに、翌 9 月 1 日には小泉会長、甲田幹

事とロータリー財団セミナーに参加いたしました。上半期の活動をへて、来年 2 月 2 日に

は「2019－20 年度 補助金管理セミナー」に出席する予定でおります。 

あらためまして、皆様へロータリー財団・米山記念奨学会へのご理解とご協力お願い致

します。以上をもちまして「ロータリー財団・米山記念奨学委員会」の上半期報告と致し

ます。 
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〇Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 

 眞々田 美智子 会員 

最初は緊張して例会入り口に立っておりましたが、今では笑顔で皆

様をお迎えする事に重点を置き活動することが出来るようになりま

した。S.A.A.の集合時間は 11時 45分です。ビューホテルさんには

会場設営、いつも感謝しております。S.A.A.の活動としては、毎月

の予定、報告を皆様に伝えることにしています。月初の座席のくじ

引きは引き続き継続していきます。昔、アイデア賞をいただきまし

たＢＢフラワーの件ですが、新しく入会されました会員の方はわか

らないと思いますので、説明いたします。例会を早退される方（細則 5条 2節により例会

時間の 60％以上出席）は、事務局で 300 円のボールペンの購入をお願いします。皆さん、

約束を守って下さい。またロータリーバッチは必ず付けて下さい。1月からもう少し厳し

くしようかと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

〇会計   

長岡 明大 会員 

別紙参照  

収入については、49.8％の進捗率、順調に推移しております。今後、

新会員も見込めております。支出に関しては、42.7%の進捗率。今後は

予算を気にしながら積極的な委員会活動をよろしくお願いいたします。  

 

〇幹事 

甲田 直弘 幹事 

今年度、クラブ運営を円滑に進めるため小泉会長と一緒に駆け足で進

んでまいりました。 

心なしか例年より一週間が経つのが早い感覚に戸惑いながら折り返し

地点を迎えることができましたのは、偏に今年度理事・役員の皆様の

お力とクラブ会員の皆様の温かいお心遣いのお陰でございます。 

上期例会での不手際等、全て幹事であります私の力不足に寄るところが多々ございました

が、残る半年間全力で職務に励む所存でございますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 
◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小川 賢 会員 12 月 4 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 正徳、矢野 理恵 各会員 12 月 5 日 地区管理運営委員会 

堀口 路加、平山 秀樹 各会員 12 月 11 日 館山、館山ﾍﾞｲ、鋸南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小寺 眞澄 会員 12 月 18 日 地区研修三委員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６名 ６２名 ４４名 １８名 ７０．９７％ ６６．１３％ 

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 

 


