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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2683 回例会 平成 27 年 12 月 4 日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   川島 利昭 会員リーダー 

先月の出席率は 80.88％でした。80％を超える数字になっております。ありがとうござい

ます。先月、100％出席の会員が多くいらっしゃいました。紹介させていただきます。豊

田会員、大木会員、設楽会員、石橋会員、橘会員、成田会員、矢島会員、神崎会員以下 25

名の方が 100％出席です。この勢いで、皆様多くの出席をいただきたいと思います。 

 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  後藤 敦 会員 

いつも第一例会、抽選のご協力ありがとうございます。このままこの形を続けて行くつも

りですが、若干の手直しも出ておりますので、その上で来年も引き続きご協力よろしくお

願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

  水口 康司 様 

 

◇ 誕生日   

八田光雄会員 Ｓ44.12.1 

【11 月分】 

角田憲司会員 S29.11.21 

 

◇ 結婚記念日 

平野省二会員 S44.12.17 

（欠席）山崎義人会員 S29.12.13 

（欠席）小池正昭会員 H15.12.3 

【11 月分】 

仲村盛政会員 S41.11.3、滝澤尚二会員 S42.11.15 

堀口路加会員 S58.11.19、小坂裕巳会員 H3.11.6 

高橋正会員 H3.11.6、甲田直弘 H16.11.7 

 

 

 



 2 

◇ 報告と御礼 

諸岡 靖彦 会員：一昨日、昨日と 兄・孝昭の通夜、告別式に 

多くの会員の皆様にご会葬いただきました。本当にありがとうご

ざいました。当クラブには ご縁浅からぬ方々が沢山いらっしゃ

います。生前のご厚誼に心より感謝申し上げ、つつがなく終了い

たしましたことをご報告いたします。 

 去る 11 月１４、15 日 地区 RYLA（ロータリー青少年指導者

育成プログラム研修）が行われ、我が社から男女各 1 名の青年社

員が参加しました。初対面の見知らぬ友とチームを組んで歩行ラリーに挑みました。チー

ムワークとリーダーシップの養成プログラムですが、参加してとても良かったという報告

を聞いております。 

12 月 1 日には、松戸西ロータリークラブの例会にお招きいただいて、RLI（ロータリー・

リダーシップ研究会）について卓話をしてまいりました。 

 

◇ ニコニコボックス 

平野 省二 会員：11 月にＲＯＫＵというタウン誌に写真付きで掲

載されました。 

 

仲村 盛政 会員：孫が沢山いるのですが、末っ子の小学校 3 年生

になる孫が少年野球のレギュラーに抜擢されました。背が小さいの

で、孫が打席立つと内野を狭めてくるそうです。しかし、体が小さ

くてもその頭上を越えて場外まで飛ばすようなパワーがあるそうで、

これからが楽しみです。 

 

平山 秀樹 会員：２点、ニコニコさせていただきます。さきほど

諸岡靖彦会員からもございましたが、成田コモポリタンロータリー

クラブの諸岡孝昭会員のご逝去にあたり、心から哀悼の誠を捧げま

す。仲人をしていただいたご恩、昨年の父の偲ぶ会の代表発起人を

お努めいただいたご恩、多大なご指導ご鞭撻をいただいたご恩があ

り、昨日のご葬儀では出棺まで参列させていただきました。あまり

の悲しみ、喪失に言葉もございません。ご葬儀の最後に挨拶に立た

れた諸岡良和・米屋社長の「父の街づくり、地域貢献への姿を師と

して仰ぎ、これから歯を食いしばってでもがんばります」という力

強い言葉に心打たれました。 

 もう一点、私的なことですがロータリーのお陰で実現できた相続についてニコニコさせ

ていただきます。昨年のちょうど今頃、病床の父が母のいる前で「お前はこの母親を生涯

支えられるか？」と三回私に聞きました。私はもちろんですと答えました。「そうか。相続

は（母を経由した二次相続にせずに）一度でやる道もあるぞ。よく研究してやるように」

と言い残してくれました。遺言があったわけではありませんが、実に良くいろいろなこと

が整理されていました。父の亡くなった翌月の今年１月には分割協議書に母と妹と私の三

人で印鑑をつきました。３月には資産の移転をあらかた終え、１０月末には相続税を全額

払い終わりました。相続税は、父の残してくれたものの中から払い終えることができまし

た。しかも、父が「一度で」と言ったとおり十分に対策ができていたので一次相続で自社

株を含む資産の大半を私が相続できました。宣伝ですが、生前父が平山建設で賃貸マンシ

ョンを３棟建ててくれた相続税の節税効果、資産形成効果は絶大でした。残った現金でゴ

ルフ会員権でも買おうかとも想いました。RLI などロータリー活動を通して、改めて父の



 3 

「私の人生を支えてくれた言葉」の「身銭を切る訓練」と「惜福、分福、殖福」を思い出

しました。お陰様で、ロータリーで「身銭を切る訓練」をさせていただいております。そ

ういえば、会社があって相続もスムーズにいったにもかかわらず一番身近にいる社員に「分

福」してなかったなと思い至り、大きな金額ではありませんが、父の残してくれた資産か

ら社員に「分福」として１１月末になにがしかを配ることができました。これはロータリ

ーの活動において、みなさまに鍛えていただいたからできたことだと感謝しております。

ここまで来られたことに感謝して、ニコニコさせていただきます。 

 

設楽 正行 会員：11 月 27 日、私が幹事長を務めております出身大

学の総会があり、無事に終了いたしました。 

 

遠藤 英一 会員：先週、成田三田会の総会にご招待いただき出席し

て参りました。設楽会員、南日会員、諸岡会員がいらっしゃいました。

来賓は私一人でしたが、私の出身大学の会とはまた違い、非常に楽し

い会でした。 

 

 

◇ 表彰 

マルチプルポールハリスフェロー 

 第 5 回 豊田 磐 会員 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

成田コスモポリタンの諸岡孝昭さんが73歳でご永眠なさい

ました。「元気なお姿のままお亡くなりになられました」謹

んでご冥福をお祈りいたします。 

私達も健康に関心を持って積極的な生活をしなければなり

ません。血圧とか血液の状態が気になる年齢になり、食べ

物、睡眠、スポーツと自分に相応しいあり方を生活のリズ

ムとして取り入れてまいりましょう。 

最近の話ですが「断食」をして、血液の状態を正常な状態

に取り戻す。と言う方法がクローズアップされているようです。私もチャレンジしてみま

した。断食前に血液を採集して、その状態を写真で記録しておき、一泊二日の断食終了後

にまた血液採集をして写真を撮り血液の状態を比較してみると、驚くほどさらさらな血液

状態に治っていました。 

断食中には、水はたくさん飲みましたが人参ジュース一杯だけです。このように現在の我々

は贅沢な食生活から、さまざまな成人病を招いているのです。現代の我々は、摂取する食

事に見合うほど体を動かしていない、労働をしていない「三度三度食事をするほど働いて

いない」と言う事の証明のようです。 

 

◇ 委員会報告 

・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

奉仕プロジェクトを中心とした記念事業としてラテン音楽のコンサ

ートを 6 月 5 日に開催いたします。その打ち合わせを、来週の例会

終了後、行いたいと思いますのでご出席よろしくお願い致します。 

また、成田環境ネットワークより、12 月 15 日（火）第 2 回空港周

辺道路美化運動を実施します。直近でのご連絡となりましたが、ご
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協力の程よろしくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  多古ＲＣ 

・例会変更  白井、八街、多古ロータリークラブ 

・財団室ＮＥＷＳ１２月号 

・日本ボーイスカウト成田第一団より交流会のお知らせ 

・訃報 松戸東ロータリークラブ 石井亮太郎会員ご令室富貴子様 

・成田市国際交流情報誌 NEWSLETTER NO.198 

・比国育英会バギオ基金事業報告書と基金へのご寄附のお願い 

 

  
 

＜上半期総括＞ 

〇 司会／進行  深堀 伸之 幹事 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  遠藤 英一 委員長 

来月、各委員会の予算の執行状況が出ます。それを踏まえた上で委員会を

開催し、数値目標、あるいは提案をしたいと思います。 

 

・クラブ研修委員会   松田 泰長 委員長 

研修は第 1 回目を終了しております。会場設営の関係上、各グループに分かれて行うこと

はできませんでした。本年度中にあと 2 回開催したいと思っております。 

 

・指名委員会    松田 泰長 委員長 

先週委員会を開催し、無事に年次総会での発表の準備を終えております。 

 

・内規規定委員会   設楽 正行 委員長 

 年当初の年次総会でも申し上げましたが、本年度３月頃、３年ごとの手

続要覧の改定があります。当委員会の歴代委員長は大変優秀でありまして、

定款、細則の変更は適宜適切にその都度行われています。私も改定される

手続要覧と照らし合わせ、会員の皆様にお知らせすると同時にクラブ細則

の変更を行いたいと思います。 

 この改定はその時代時代にあったロータリー運動をするためのＲⅠの決定事項であり、

我々のクラブに取り入れるべき物であります。ただ、日本語訳の関係で甚だ難解の部分も

ありますので注意しつつ変更してまいります。そして次年度のクラブ活動計画書にはぜひ

とも載せていくことといたします 

 

・会員増強・退会防止委員会  平山 秀樹 委員長 

まずは、会員推薦のカードを寄せていただいたことに感謝もうしあげま

す。まだ集計ができていませんが、この名寄せを行い、リストを作成し、

今後の活動に生かして参ります。口頭でもかなりのご助言をいただいて

はおります。なお、まだ思いつく会員候補者がいればぜひ委員会にお寄

せください。 

 

 

ク ラ ブ 協 議 会 
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・クラブ広報委員会   甲田 直弘 委員長 

今年度の目標として、 

〇メディア協議会、年３回の実施 

〇ロータリーの友 紹介 

〇スマホ専用ホームページ作成 

・メディア協議会 

６月中に１年間のスケジュールを決定、後日、各メディアへ深堀幹事、高橋サブリーダー

に同行していただき年間スケジュールをお届け。結果、新規メディアとして共同通信社様

のご出席を頂くことができました。今後の予定として１月と５月に実施予定です 

・ロータリーの友紹介 

諸岡リーダーに先頭に立っていただき、各メンバーの予定や例会スケジュールが多忙の中

調整してやっていただいております。 

・スマホ専用ホームページ作成 

見積もりなどは取り寄せ済み。少々高額な出費になると思われる為、今後の予算残高をみ

て考えていきたいと思います。 

 

・クラブ管理運営委員会   吉田 稔 委員長 

本年度は、原則として委員会メンバーが特定されていますが、クラブ

管理運営委員会においては、昨年同様日常運営については、弾力的に

対応して各委員が横断的に対応できるようにしています。 

各委員会ともに、ベテランメンバーも多く助かっております。 

・プログラム 

大ベテランの橘会員、諸岡サブリーダーのもと、輪番制の司会、特別月間に関連した委員

会卓話の導入等で活性化を図っております。 

・クラブ会報 

角田リーダー、本宮サブリーダーのもと、輪番制のカメラマンをはじめ、例会を再現した

密度の濃い会報を毎週お届けしております。 

今後も、極力卓話をはじめ、ニコニコ、委員会報告等の原稿をデータにて提供いただける

ようにお願いします。 

・親睦 

こちらも、大ベテラン滝澤リーダーをはじめ、飯田サブリーダーとの連携により運営され

ております。 

昨年度より、イベント数を整理いたしましたが忘年会、新年会、新酒を楽しむ会と年末年

始は、目白押しですので楽しみにしてください。 

 

・ＲＦ 

小宮山リーダー、矢島サブリーダーのもと、ゴルフをはじめ釣り、更に、囲碁においては

全国大会出場を目標に動いております。 

以上、概ね計画通りに各委員会が機能しております。 

 

・奉仕プロジェクト委員会   神﨑 誠 委員長 

社会奉仕活動では成田ロータリークラブ創立５５周年記念事業の

ひとつとして、「東日本大震災復興支援、世代を繋いで蘇れ高田松原 

チャリティーコンサート」を企画立案中で、来年６月５日（日）成田

国際文化会館で日本大学の学生さんのラテン音楽演奏により行いま

す。今現在は社会奉仕委員会で詰めておりますが、今後は会員皆様の
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ご協力をお願いする次第です。 

国際奉仕活動では、米山奨学生だったシルネン校長のモンゴル高専を支援することにな

り、佐瀬会長、平山会員、堀口会員が１１月６日から９日までモンゴルへ視察に行ってき

ており、例会等でお知らせしたとおりです。どう支援していくか、下期には具体的なこと

が決まりますが、クラブとして行動することとなる予定です。 

青少年奉仕では、８月に例年どおり中学剣道大会が無事終了しました。また、成田高校

のインターアクトクラブとの交流、例会出席をし、ポリオ撲滅のエコキャップ運動への支

援継続や、今後の募金活動に成田ロータリークラブも参加することなどを打合せ中です。

またＲＹＬＡには、横田会員、米屋㈱様社員の参加もありました。 

上期としては以上のような状況ですが、奉仕プロジェクト委員会としての行事、活動が今

後に実行されますので、会員各位のご協力をお願いします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会   遠藤 英一 委員長 

皆様のご協力のお蔭で寄付は集まっておりますが、問題はポイントの使い方です。先週

のアンケートを検討し、なるべくポイントを有効に使えるような方策を考えて行きたいと

思っています。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   後藤 敦 会員 

半年が終わり、随分慣れてきました。改めて先輩のメンバーに支えられ、

やらせていただとていると実感しております。またこの場をお借りして、

成田ビューホテルさん、川島会員に臨機応変に対応していただいている

ことに感謝申し上げます。 

 

・会計     小坂 裕巳 会員 

予算の方は、皆さんのご協力で概ね予定通り進捗しております。引き続

きしっかり管理をしていきたいと思っております。ただ、ニコニコの収

入がもう少し進むと予定通りです。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

  
 

 

深堀幹事が司会となり、平山秀樹出席奨励・退会防止委員長より定足数の確認（出席会

員 46、委任状 10、合計 56；会員総数６２の１／３を超える）があり、年次総会が成立

することの報告があり、開会が宣言され、佐瀬会長が議長席に着き、議案が審議されまし

た。 

 

第 1 号議案：次年度副会長決定の件 

会長エレクトの石川憲弘会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度副会長・成田温会員 

第 2 号議案：次年度幹事決定の件 

会長エレクトの石川憲弘会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度幹事 吉田稔会員 

 

第 3 号議案：次年度会計決定の件 

会長エレクトの石川憲弘会員より、次の通り発表され、承認されました。

次年度会計 高橋 正会員 

年 次 総 会 



 7 

第 4 号議案：次年度理事決定の件 

会長エレクトの石川憲弘会員より、次の通り発表され、承認されました。 

会員増強・退会防止委員長    高橋 晋 会員 

       クラブ広報委員長    長原 正夫 会員 

クラブ管理運営委員長    矢島 紀昭 会員 

       奉仕プロジェクト委員長   小宮山 四郎 会員 

ロータリー財団・米山記念奨学委員長  神﨑 誠 会員 

第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

会長エレクトの石川憲弘会員より、次の通り発表され、承認されました。  

 齊藤 三智夫 会員 

第 6 号議案：２０１７－１８年度会長候補決定の件 

指名委員会 松田泰長委員長より、神﨑 誠会員を指名。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

 

      ≪ロータリー財団に関してのアンケート結果報告≫ 

 １１月２７日の例会での話合いの結果、その概略を報告します。主な意見の要約はゴシック体で表示

しました。 

① ロータリー財団委員会の主な活動は寄付金募集が中心ですが、このことについてなにかご意見はあ

りませんか？ 

 ・地区ロータリー財団委員会の組織、活動の範囲がよく理解できていない。・会員への周知が必要である。 

② 当クラブが「未来の夢計画寄付金」の新地区補助金を利用して活動できる奉仕事業はないでしょう

か？ ただし、クラブで行なうロータリー財団委員会関係の奉仕事業として考えてください。 

  ・長期計画委員会でクラブとしての計画を立てていく必要がある。東日本大震災の復興支援、新モンゴル

高専の支援、チャリティー音楽会の企画などの提案があった。 

③ 2 年前に新地区補助金の奉仕事業を地区に申請しても、それを採用するかどうかの決定権は地区に

あり、クラブの意向が通らない場合もあります。このことについてどう考えますか？ 

 ・新地区補助金の選考基準が明確でない。新地区補助金の実施要項をよく検討、理解して申請する必要が

あるのではないか。 

・地区は提案されたクラブの計画について各クラブから意見を聴取し、検討するシステムを作るべきである。 

  ・クラブ独自のプロジェクトを行なうため、ポイントを利用して成田クラブの基金を積み立て、活動資金を作っ

ていく、このことはすでに昨年度の理事会で決定している。 

④ ロータリー財団に寄付をする際、ポイントを利用することについてどう考えますか？ポイントを利

用して寄付をされる意向がありますか？ 

  ・ポイントを利用して寄付してもよいという意向が見受けられた。また、積極的にポイント利用を進めるべき

であるという意見もあり、ポイント利用について更に説明し、理解してもらう必要がある。 

  ・クラブの基金を積立てることはよいが、基金の目標額、この方法をいつまで実施する計画か、そのことは

決定しているのか。 

  ・退会した会員が持っているポイントを利用するため、ポイントをもらっておく必要がある。 

⑤ ロータリー財団への寄付は、米山記念奨学会に比べてこのところ毎年寄付額が少ないと思いますが、

その理由は何でしょうか？ 

 ・ロータリー財団への寄付は、米山記念奨学会のように具体的な事業目的が明確でなく、使途がわかりにく

いのが原因と思う。 

  ・為替レートが変動することにより、寄付金額が一定でないことにも関係する。 

⑥ その他のご意見がありましたら提案してください。 

・特にこれというご意見はなかった。 
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※平山秀樹会員よりニューモラル NO.555「温かさを見いだす」を全会員分いただきまし

た。 

 
第 6 回理事・役員会 

 

１．１２、１月の例会及び事業、行事計画の確認 

１２月の予定  

４日 (金) 年次総会 第 6 回理事・役員会 

１１日 (金) 通常例会 テーブルディスカッション 「疾病予防と治療月間」 

１８日 (金) 忘年夜間例会 ビューホテル 点鐘１８：３０ 

オークション 会費：６，０００円 家族５，０００円 

２５日 (金) 休会 定款第 6条第 1節により休会 

１月の予定  

１日 (金) 休会 定款第 6条第 1節により休会 

８日 (金) 新年夜間例会 第７回理事・役員会 １７：００～ 

場所 U－シティホテル 点鐘１８：３０ 

 １５日 (金) 通常例会 テーブルディスカッション 「職業奉仕月間」 

 ２２日 (金) 通常例会  

 ２９日 (金) 通常例会  

承認 

２．地区大会 2月 6日（土）、7日（日）の件 

２６名参加予定、バス乗車予定１７名（成田ＣＲＣと共同、折半） 

地区委員長でパーティー参加者登録料はクラブで負担                         承認 

３．成田市福祉協議会特別会員の件 

一口 5,000円×２＝10,000円                                    承認 

４．第 2回メディア協議会の件 

 1月 19日（火）18:30～ Ｕ－シティホテル 講師 成田商工会議所                   承認 

５．ホームミーティングの件 

  1月実施、2月発表 班分けは会長・幹事一任 

                         承認 

                                
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小川 賢、渡辺 孝 各会員 11 月 25日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

橘 昌孝、諸岡靖彦、浅野正博、南日隆男、大塚 洋 

各会員 
12 月 4日 プログラム委員会 

佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、深堀 伸之 

松田 泰長、小坂 裕巳、平山 秀樹、吉田 稔、遠藤 英一 

甲田 直弘、後藤 敦 各会員 

12 月 4日 第 6回理事・役員会 

石橋 菊太郎、松田泰長、諸岡靖彦、神﨑 誠 

齊藤三智夫 各会員 
12 月 5日 地区 RLI パートⅢ 

佐瀬 和年、堀口 路加、平山 秀樹 各会員 12 月 7日 千葉ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４７ １５ ７５．８１％ - 

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 

 


