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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 2635 回例会 平成 26 年 12 月 5 日（金） 
◇ 月初めのお願い 

・出席奨励・退会防止委員会  小寺 真澄 会員 

先月の出席率は９０．４％です。出席はロータリーの義務ですのでご協力お願いいたしま
す。また１月３０日の例会終了後に委員会を行います。 
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）   川島 利昭 会員 
座席抽選のご協力ありがとうございます。本日は４５名の出席をいただきました。年末年

始、色々な行事がありますので、是非お楽しみ下さい。 
◇ 点  鐘   松田 泰長 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      喜久川 登 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ    小堀 陽史 様、諸岡 孝昭 様 

米山記念奨学生    ムンクバトさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 誕生日 

深山 一郎 会員 
◇ 結婚祝い 
平野 省二 会員、仲村 盛政 会員 
滝澤 尚二 会員、小泉 英夫 会員 
◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：今年の６月に行われました最終例会から帰宅した

時、ポケットの中にＡＮＡクラウンプラザホテル成田の宿泊ペアチケ
ットが入っておりました。その入手経路はオークションのジャンケン
で勝ったことによるものと翌週の例会で知りました。１１月２２日に
家内と一緒にこれを使わせて頂き、大変素晴らしい部屋に泊めていた
だきました。後藤会員にも細やかなご配慮を頂きましたことを感謝申
し上げニコニコいたします。 
 

佐藤 英雄 会員：今週の月曜日に娘がＪＣを卒業いたしました。
６年前に新勝寺の松岡さんから入会を勧められまして、卒業式にも
松岡さんから贈るメッセージをいただいたそうです。少年の翼やち
びっ子相撲など有意義な時間を過ごせたようです。そして今年も家



2 

内が赤いベストを編んでくれましたので着てきました。多少、まだ愛情が残っているよう

です。 
 
設楽 正行 会員：今日はニコニコする予定ではなかったですが、
沢山の方からケーブルテレビに出ていたと声を掛けて頂きました。
大学の同窓会の幹事長をやっておりますが、それが２８日に無事に
終わりました。２９日は高校の地区の同窓会、１２月３日はＪＣの
ＯＢ会、1週間のうちにかなり飲み、無事に終わりました。 

 

平山 秀樹 会員：二つございます。一つ目は「ロータリーの友」
から会議改善のヒントをもらったことへのにこにこです。弊社の会
議で使うホワイトボードが老朽化しており、かねてよりどうしよう
かと考えておりましたところ、数ヶ月前の「ロータリーの友」に福
島の被災地に電子ホワイトボードを教育のために寄付するという記
事がありました。電子ホワイトボードとはなにか、そこから調べ始
めましたところ、要はよくテレビの天気予報で天気図の上にお日さ

まマークや、台風マークを表示させたりする大型のタッチパネルディスプレイのことでし
た。そうとう便利で、そこそこのコストだとわかり、さっそく発注し、先週納品になり昨
日から稼働始めました。パソコンの画面を写したり、ショット（画面を固定してマーカー
で書き込み）したり、その画面を記録したり、メールしたり、印刷したりと、情報共有が
非常に便利になりました。会議もこれで捗るのではないかと思いました。二つ目です。ま
た親ばかで恐縮ですが、長女が今年の３月に大学を卒業して、４月から住宅関係の会社に

勤めているのですが、お陰様で２級建築士に合格したと嬉しい知ら

せを持ってきてくれました。あまり自慢してしまうと娘に怒られて
しまうのですが、ニコニコさせていただきます。 
 
諸岡 靖彦 会員：設楽先輩が幹事長を務める“成田三田会”の総
会に参加して、母校と社中の有り難さを実感いたしました。 
 
川島 利昭 会員：２つございます。先週、永年勤続ということで
当ホテルの総料理長以下４名が表彰いただきました。そして年末の

内容ということで、おせちを限定個数で販売致しましたところ、嬉
しい事に 11月で完売いたしました。 
 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 
皆さんこんにちは、いよいよ１２月に突入です。 
米山奨学生のムンクバトさん、成田コスモポリタンロータリークラ

ブから諸岡様、小堀様ようこそお越し下さいました。後半はクラブ協

議会と年次総会です、成田ロータリークラブをしっかりとご覧くださ
い。 
さて、７月にスタートし今年度も６ヶ月目を迎えています。本日は

その前半を顧みてのクラブ協議会と次年度編成に対する年次総会で
す。分刻みのスケジュールとなっていますので私の挨拶は成田ロータリークラブの現況を
お話ししたいと思います。 
今年、私はあえて地区内でも「良いクラブ」とされている成田ロータリークラブに「ク

ラブメンテナンス」として全てのものにゼロベースから見直してくださいとお願いしてき

ました。それは、ロータリー理念を理解し奉仕活動と親睦のバランス、そしてなによりク
ラブ運営が確立している我クラブだからできる見直しです。 
先月行われたホームミーティングでは多くの意見が出されました。そして本日のクラブ
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協議会では各委員長から上半期の活動に対する発表があります。それを元に各委員会、理

事役員会で精査を行い次なる方向性としていきたいと考えています。 
会長として、前半を顧みたとき全てのものが想定していたように過ぎてきています。祭

りを見よう会から始まった親睦活動には多くの参加をいただいて来ました。そして委員会
活動は適時に開催されていることと、特に長期計画（ＣＬＰ）委員会では先を見据えた議
論が行われています。また全てが予算を意識しその範囲内にあることは特記することと感
謝しております。ありがとうございました。 
 

◇ バッチの授与 

マルチプルポールハリスフェロー４回目 
平野 省二 会員 

 
◇ 奨学金の授与  ムンクバトさん 

先々週、卓話をさせていただきました。また週報にも詳しい情報
や資料をつけてわかりやすくしていただきありがとうございました。
いい機会、そして勉強になりました。１０月には他のロータリーク

ラブへ卓話に行ってきました。富津シティＲＣと茂原ＲＣ、今年度
の奨学金を貰っている奨学生を代表して皆さんにお礼を言ってきま
した。簡単ですが、報告させていただきました。 
 

◇ 委員会報告 

・雑誌・広報・ホームページ  矢島 紀昭 リーダー 
ロータリーの友月号からの記事紹介です。４２ページ、ロータリー

の友編集長の二神さんが書かれた記事。ロータリークラブの現状に
ついて『小さくなったクラブの規模』 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第二次世界大戦中、国際ロータリーからの脱会を余儀なくされた

日本のロータリーが１９４９年に復帰して以来、日本のロータリー
クラブ数、そしてロータリアンの数は、どんどん増えていきました。 
「日本のクラブがなくなることはない、日本の会員数が減ることは決してない」。日本の

ロータリアンは信じて疑うことがなかったのですが、その会員数が前月より減ったのが１

９９６年１２月末のことです。それからしばらくの間、会員数は減るもののクラブの数は
増え続けていました。現存のクラブの会員増強が伸び悩んでいる状況を、新しいクラブを
つくって会員を勧誘すれば改善できる。そんな思いがあったのでしょうか。 
今年７月末現在の日本のロータリアン数は、８万７，９７２人、この人数は、いつ頃の

数と同じなのでしょうか、１９８３年７月末が８万８，４１０人で、現在に近い数字です。
今から３０年も前のことですが、ロータリー歴の長い会員の皆様は、その頃のことをご記
憶のことと思います。そして「日本のロータリアンたちは、ロータリーの可能性、ロータ

リーの発展を信じて、もっともっと元気がよかった」。そのようにお考えの方も多い事でし
ょう。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
会員数変動の詳細は、掲載されていますので是非お読みください。 

 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・成田ＣＲＣ １２月例会 

・多古ＲＣ  １２月例会 
・佐原ＲＣ  12/11忘年夜間例会に変更、週報１０月１１月分 
・成田市国際交流協会 NEWSLETTER１２月号 
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・2013-14年度「ロータリーの友事務所」事業報告 

・忘年例会出欠確認 
 

  
 
＜上半期総括＞ 

〇 司会／進行  神﨑 誠 幹事 
・長期計画（ＣＬＰ）委員会  小宮山 四郎 委員長 

当委員会は、８年前に導入した（ＣＬＰ）委員会の立ち上げメ
ンバーと現役員を含む１１名で構成され、今年度、松田会長の提
唱されるクラブメンテナンスを前提として長期計画、具体的な中
期計画（プロジェクト）を理事会へ提出し、審議決定の道筋へ繋
ぐため、基本的に毎月一回（第３例会後）開催し、上半期、計６
回開催しました。 
協議の内容としては、会員基盤、組織基盤、財政基盤及び奉仕

プロジェクト（継続事業）の在り方について、クラブ基金の育て

方、委員会活動の進め方、会員基盤の強化等、議論を重ね、特に上半期は、 
１．クラブ基金と一般会計の取り扱いについて、クラブ基金は必要であり、内規委員会で
基金の取り扱いについて検討して当委員会に差し戻し再度検討をする 
２．次年度の活動計画が年内までに出来ていると、ロータリー財団の未来の夢計画、      
財団の補助金を利用した奉仕プロジェクトの計画、また中、長期の計画が立てやすくなり、
早期の委員会構成の作成を次年度に要請する。また、継続事業については次年度に向けて
スリム化出来るよう、検討・審議を重ねる。 

３．ロータリー財団寄付への個人、クラブが持っている認証ポイントの意義と仕組みをク
ラブ会員に正確に伝え、３年未満の新会員、企業会員にも在籍中にもっと関心を持っても
らえるよう、ロータリー財団委員会とも協議しながら取り扱いについて協議中であり、こ
の問題については下期に向けクラブあげての協議が必要となります。 
 

・クラブ研修委員会   遠藤 英一 委員長 

去る１１月１４日、米屋観光センターにおいて、新会員歓迎会の
前段の１７時より本年度１回目のクラブ研修会を開催しました。

今回は参加者を５～７人のグループに分け、それぞれのグループ
でＲＬＩ修了者にＤＬ（ディスカッションリーダー）としてグル
ープ内のディスカッションを先導するお手伝いをいただき、「私の
職業奉仕」のテーマで会員同士自由にお話をいただきました。 
 当日の総参加人数はＤＬ役を含めて２６人であり、そのうち入会３年以内の会員は１２人
でした。どのグループもほぼ１時間にわたり活発な意見交換を行ったようであり、当日の
配布したアンケート用紙もほぼ全員から回収することができました。そのほとんどが好意

的な回答であり、今後、このアンケートに現れた様々な意見、感想などを参考にして、さ
らに多くの会員が参加しやすい研修会の開催を心がけてゆきたいと思っております。 
 

・内規規定委員会   角田 憲司 委員長 

現在、２つの審議要望事項が出ております。 
１つ目は副会長職についてであり、当クラブの細則では会長ノミ
ニーが就くことになっていますが、９月の宇佐見ガバナー公式訪
問時に「会長不在の議事運営に当たる副会長は会長職経験者でな

いと務まらない。直前会長が望ましい」とのご示唆を受けたこと
を踏まえて変更する件です。 
２つ目は成田ロータリークラブ基金についてであり、実態に合わせて細則と内規を変更す

ク ラ ブ 協 議 会 
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る件です。 

１２月１２日に内規規定委員会を開催し、その後理事会等の審議ステップを踏んで皆様に
お諮りいたします。 
 

・会計     小柳 政和 会員 

５ヶ月経過した時点では、概ね予算通りとなっております。１２月
終わりました時点で、再度まとめる予定です。 
 

・会員増強・退会防止委員会  小寺 真澄 委員長 

２０１４－２０１５年度の会員増強・退会防止委員会は、クラブ
中期計画である「純増２名」を目標に会員拡大活動や職業分類の見
直しなどを行っておりますが、本年度は、６６名の会員でスタート
し今現在、４名の退会者、４名の入会、６６名の会員数となってお
ります。 
会員増強においては、成果ある奉仕活動や成田クラブをさらに効

果的に運営するためにできるだけ豊富な専門知識を備えられるよ

う職業分類において空席となっている部門の新規加入者４、５名の候補者名を挙げ適時接
触し、また、希望者には、例会等に招き成田クラブとロータリーを紹介し、さらに興味を
抱くよう試みます。 
退会防止においては、例会出席を重視し、長期例会欠席者への対応について以下のこと

を行っております。 
１ 声掛けを心掛ける。 

対象会員の会社訪問等を行う。（その担当者の選任） 

２ 大切な活動に参加要請し貢献してもらう。 
  卓話等の依頼を行う。（関係者との協議が必要） 

 後半も上記のことを中心に活動してまいります。各会員の方にもご協力お願い致します。 
 

・クラブ広報委員会   堀口 路加 委員長 

１．毎月第一例会において矢島紀昭リーダーによるロータリーの友
の記事紹介をいただいていますが、記事の選択と紹介も簡潔でこれ
までになく印象に残るものと考えています。 

２．７月２９日（火）と１０月２１日（火）にメディア協議会を開
催。成田空港第３滑走路の動向や、国家戦略特区医療学園都市構想
と深い関わりのある医学部設置の可能性について理解を深めること
ができたと考えています。第３回は２月１７日（火）、第４回は４月
１４日（火）に予定しています。 
３．８月１日（金）に２７９０地区広報委員会主催の広報公共イメージセミナーに出席。
ロータリーロゴマークの変更の説明を受け、松田会長の強い願いによりガバナー訪問に合

わせてクラブ旗を新しいロゴマークに作り変えることができました。次年度以降在庫がな
くなった段階で名刺も新しいものに切り替えていくことになります。 
４．委員会はメディア協議会開催の準備にもあてる関係で６月２０日、８月 ２９日に開催。
今後は１月２３日、３月に開催予定ですが、会員向けの広報活動の必要性について委員会
委員よりご意見をいただき、例会において聞きなれないロータリー用語が出てきた場合は
週報に脚注を載せるようにしております。 
 今後はホームページの内容について検討をすること、会員名簿の訂正とホームページ掲
載については随時行っていくことを考えています。 

 
・クラブ管理運営委員会   石橋 菊太郎 委員長 

今のところ、順調に運営されております。 
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プログラムにおいては、司会担当が突然欠席し、松村リーダーが急

遽ピンチヒッターという場面も何度か見受けられはしたものの、年
間の担当者が決まっており、順調に消化しております。更に、週報
委員会は、成田リーダーの元、やはり年間計画がなされており、ス
ケジュール通りの消化です。親睦の吉田リーダー、本当にご苦労様
です。今月の忘年例会で大きな山は越えられるかと思っております
が、祭り、屋形船、月見、親睦旅行、短事業で全部処理できる形をとってきておりますし、
受益者負担ということも考えておりましたが、吉田リーダーの手腕で 1 円もメンバーから

の持ち出しなく順調です。ＲＦについては、主にゴルフ、釣り（悪天候、参加者少数のた
め中止）、囲碁将棋。それぞれの委員会は、今のところ順調に進んでおります。 
 
・奉仕プロジェクト委員会   設楽 正行 委員長 

奉仕プロジェクト委員会には４つの小委員会があります。 
まず職業奉仕。職業を通じて会員個々の職業の倫理意識の向上を目
指しつつ、地域の人々との共存、絆を強めて行きたいという思いで
出発しましたが、私としては、職業奉仕が他の団体にないロータリ

ー特有のものであるならば、会員一人一人、全員が職業奉仕につい
ては語られるように、そんな形にできたらいいなと常々思っており
ました。１０月のロータリーの友に職業奉仕について詳しく書いて
ありました。職業奉仕については色んな登山口があり、それぞれの
考え方があります。詳しく書いてありますので、是非それを読んでいただければと思いま
す。 
そして、そう言ったことを確立するためにクロスプロモーションの形の中でＲＬＩ方式

によって職業奉仕についてみなさんと話し合いを行いました。もうちょっと煮詰めて、そ
れこそ皆さん方一人一人が自分の口で語れるような形を、今後もっと専門的にやっていけ
ればと思っております。 
次に社会奉仕。空港周辺美化運動、印旛沼クリーン作戦、更には剣道大会、継続事業と

してはサッカー大会、その時はご支援お願いいたします。社会奉仕、国際奉仕も同じです
が、財団の費用（地区補助金）などを使って活動できないかと考えております。東北の震
災から５年目。佐藤リーダーが真剣に検討中です。震災の復興に我々の力を何らかの形で
出したい。３月の地区補助金の申請に間に合うように進行中であります。もうしばらくし

たら皆様にご報告、ご協力をお願いするような状況になると思います。 
最後に青少年奉仕。インターアクトともっと親しくなろうという事で、今年の総会には

何年かぶりに大勢のメンバーでお伺いしたということで、インターアクトのテコ入れも一
生懸命皆さんと共にやりたいなと思っております。ライラも成田で行われ、これも無事に
終わり皆様方のご協力に感謝申し上げるところでございます。 
 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会   長原 正夫 委員長 

 ロータリー財団・米山記念奨学会の委員会を９月１９日、成田ビ
ューホテルにて行いました。 

・ロータリー財団リーダー：平野省二会員 ・サブリーダー：佐藤
英雄会員 

・米山記念奨学会リーダー：本宮昌則会員 ・サブリーダー：山田
真幸会員 

のもと、今期のロータリー財団及び米山記念奨学会の寄付目標を決
め、会員各位の皆様にご協力をお願いしてきました。 

 

１．成田ロータリークラブでは、従来からロータリー財団の寄付は１千ドルを１０名、米
山記念奨学会の特別寄付は１０万円を１０名の目標で、一括または分割にての寄付をお願
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いしてきました。 

２．米山記念奨学会より寄付された奨学生との交流について等など。 

今年度、上半期のロータリー財団寄付が１１名、米山記念奨学会への寄付が１７名、合
わせて２８名のご寄付を一括及び分割にて頂いております。 

皆様のご協力により当初の目標をクリアしております。 

今後とも、皆様のご支援・ご協力をお願い致します。 

 

また本日、ご出席して頂いています米山記念奨学生、内モンゴル自治区の孟克巴図（ム

ンクバト）奨学生（千葉大学大学院博士課程）を来年３月までの受け入れで、残り４カ月
となりました。ムンクバトさんは、卒業後も日本の企業へ就職希望しており、是非日本の
企業で活躍して頂きたいと思います。 

残りの下半期も、ロータリー財団・米山記念奨学会へのご協力をお願い致します。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   後藤 敦 会員 

適切な運営が出来ている、今後とも皆様のご協力、よろしくお願いい
たします。 

 

  
 

 

神﨑幹事が司会となり、小寺真澄出席奨励・退会防止委員長より定足数の確認（出席会
員 44、委任状 12、合計 56；会員総数６６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、松田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 

会長エレクトの佐瀬和年会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度副会長・石川憲弘会員 

第 2 号議案：次年度幹事決定の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度幹事 深堀伸之会員 

 

第 3 号議案：次年度会計決定の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員より、次の通り発表され、承認されました。
次年度会計 小坂裕巳会員 

第 4 号議案：次年度理事決定の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員より、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    平山 秀樹 会員 

       クラブ広報委員長    甲田 直弘 会員 

クラブ管理運営委員長    吉田  稔 会員 

       奉仕プロジェクト委員長   神﨑  誠 会員 

ロータリー財団・米山記念奨学委員長  遠藤 英一 会員 

第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員より、次の通り発表され、承認されました。  

 後藤 敦 会員 

第 6 号議案：２０１７－１８年度会長候補決定の件 

指名委員会 遠藤英一委員長より、成田 温会員を指名。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

年 次 総 会 
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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  

５日 (金) 月初め例会、年次総会 第６回理事・役員会  

１２日 (金) 通常例会 卓話 堀口 路加 会員  

１９日 (金) 忘年家族例会 ＡＮＡホテル 点鐘１８：３０ 

２６日 (金) 休会 定款第 6 条第 1 節（ｃ）により休会 

１月の予定  

２日 (金) 休会 定款第 6 条第 1 節（ｃ）により休会 

９日 (金) 新年会 成田Ｕ-シティホテル 第 7回理事・役員会 17:00～ 

１６日 (金) 通常例会 第 7 回長期計画（ＣＬＰ）委員会 

２３日 (金) 通常例会 例会終了後、クラブ広報委員会 

３０日 (金) 通常例会 例会終了後、会員増強・退会防止委員会 

２．規定審議会 3 件について 

①木更津東ＲＣ  ガバナーノミニー選出の規定改正  × 

②千葉ＲＣ    その１ 新ロゴの自国語表記を検討要望   〇 

③千葉ＲＣ    その 2 新ロゴ＋旧来マークの使用を認める検討要望  〇               承認 

                                      

３．地区大会について 

２０１５年２月２２日（日） アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

登録開始 08:30 点鐘 09:30 （登録料：会員、事務局員無料） 

ＷＥＢによる申込み期間  

11/21（金）～12/26（金）    ＦＡＸで全会員へ案内送付                      承認 

４．クラブ奉仕ＰＪ委員長会議 

 2015 年 1 月 23日（金） ホテルポートプラザちば 登録開始 12:30 開会 13:00 閉会 16:00 設楽委員長出席 承認                            

５．次期地区委員会委員長並びに委員ご推薦のお願い 

 米山記念奨学委員会委員長 堀口路加会員                               承認 

６．ボーイスカウト成田第一団との交流会 

 12/23（火、祝日）09:00～14:00 成田市津富浦 

 500円以内のプレゼント交換有   ＦＡＸで全会員へ案内送付（プレゼントは事務局で準備）        承認 

７．平成２６年度（第６４回）「ＮＨＫ歳末たすけあい」へのご協力のお願い 

例年通り行わない                                           承認 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 11 月 28日 地区ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（ＲＬＩ） 

松田 泰長、佐瀬 和年、遠藤 英一、神﨑 誠、石川 憲弘 

小柳 政和、小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加、深堀 伸之、

佐久間 高直、吉田 稔、設楽 正行 各会員 

12 月 5日 第 6回理事・役員会 

堀口 路加 会員 12 月 6日 
2790地区米山学友会 

理事会・忘年会 

堀口 路加 会員 12 月 9日 
富里ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ米山記念奨学生 

卓話訪問 

堀口 路加 会員 12 月 11日 2790地区米山記念奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４４ ２１ ６７．６９％ 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 

 


