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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 2870 回例会 令和元年 12月 6日（金） 
・出席奨励  土井 英二 会員 
11月の出席率は 63.67%でした。 
・S.A.A.  成田 温 会員 
携帯電話はマナーモードか電源を切るようにお願いします。欠席届は必ず事前に事務局ま
でお願いします。12月のスケジュールを申し上げます。 

12/6 臨時総会、理事・役員会 12/1 クラブ協議会・地区大会打ち合わせ  
12/20 忘年夜間家族例会、場所：ANAクラウンプラザホテル 12/22 （日）いこいの広場
清掃活動 ボーイスカウトとの交流会、12/27 休会 
◇ 点  鐘        小泉 英夫 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  矢島 紀昭 会員 
◇ お客様紹介 
かなでの杜 桑野 博之 様 
成田コスモポリタンロータリークラブ  

池田 和彦 様 
◇ 誕生日 

矢野理恵 S46.12.24、長岡明大 S41.1.29 
【11 月】 
池内富男会員 S20.11.29 
【欠席】 
小坂明宮己 S37.12.15 

◇ 結婚記念日 
平野省二 S44.12.17 
ローソンかおり H15.12.31  
【欠席】   
菊地貴 H28.12.24、小池正昭 H15.12.3 
◇ ニコニコボックス 

渡辺 孝 会員：ご存知の方もいらっしゃると思いますが、明治 10

年に創業し今年で 142年の歴史があります。私で 5代目となります商
売を、11月 30日をもちまして諸般の事情によりこのたび廃業するこ
とになりました。長い間皆様にはお世話になり、ありがとうございま
した。この席をお借りして御礼申し上げ、ニコニコさせていただきま
す。 
 
永井 秀和 会員：昨日、成田ハイツリーゴルフ倶楽部で第 10グル
ープの親睦ゴルフコンペが開催されました。非常に良いお天気で、
グリーンが 11フィートを超えており大変難しかったと皆様からお言
葉をいただきました。距離も長く難しくタイトな 1 日となりました
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が、天候に恵まれたことに免じて許していただきたいと思います。 
  

設楽 正行 会員：11月 29日、私が会長を務める大学の同窓会（三
田会）の総会がありまして無事楽しく終了することができました。 
 
諸岡 靖彦 会員：設楽正行三田会会長の下で、副会長を務めてお
ります。私の現在の務めの第一優先は地区ガバナー職でありますが、

各クラブの公式訪問はこれまで 51回の訪問で全 82クラブ中 79クラ
ブの訪問を終了しました。あと 1回、台風 15号で大きな被害を受け
た館山、鋸南、館山ベイの 3 クラブ合同訪問を残すのみとなりまし
た。  
クラブの皆様には、各訪問のつど同行いただきご助力戴きましたこ
と、御礼申し上げます。 
 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 
先日の 4日、アフガニスタンの人道支援と復興に携わっていら
っしゃった中村哲氏が車で移動中に銃撃され死亡。30年以上も
危険な地域で人の幸せや笑顔のために尽くされた中村医師に哀
悼の意を表したいと思います。  

今日は何の日？音の日。日本オーディオ協会が 1994(平成 6)
年に制定。1877年のこの日、エジソンが自ら発明した蓄音機で
音を録音・再生することに成功しました。 

先日親睦旅行で四国へ行って参りましたが、明後日また四国へ行くことになってしまい
ました。金比羅山、阿波踊り会館は同じ。前回と違うのは大塚国際美術館に行くことです。
世界の西洋名画を瀬戸物の板に版画で原寸大に再現してあります。鳴門の渦潮は大鳴門大
橋の上から見ることができるそうで楽しみにしております。  

 
◇ 委員会報告 
・地区国際大会参加推進委員会  平山 秀樹 委員長 
今月号の「月信」の裏表紙の裏ページに堀口幹事長と一緒に国際大
会視察に行った時の写真等が掲載されています。ハワイは、現地で
会った方が「ハワイで悪い人にあったことがない。みんな人生のよ
い時期に来られている。ハワイは幸せの島だ」とおっしゃっていま
した。私にとって初ハワイでしたが、水は清く、海は青く本当にす
ばらしいところでした。 
さて、本日、みなさまのレターケースに地区国際大会ツアーの案内をいれさせていただき
ました。ここに表示されている金額は「ロータリーの友」に載っているツアーに比べて大
変お安くなっています。なおかつ、この金額には前夜祭、千葉ナイトの参加費用、バス料

金等も含まれているので大変お得かと存じます。ご提示するまでに時間がかかってしまっ
たことをお詫び申し上げます。成田のみなさまは、諸岡年度を盛り上げ、ロータリーの国
際的な絆を確認するよい機会になるかと存じます。また、開催地がハワイのホノルルです
ので、日頃ロータリー活動で負担を掛けているご家族への恩返しにもなるのではないでし
ょうか？ご家族の方向けのオプショナルツアーも多数用意しています。 
千葉ナイトの申し込みを兼ねた用紙を回覧しています。お申し込みいただける方は、こち
らにご自身のお名前を書いて千葉ナイト、前夜祭、ツアーの３箇所に〇をつけてください。
もし、ご家族を同行される場合はその方のお名前を次の行に書いて、同様に〇をつけてく
ださい。お申し込みいただいた方の大会への登録は私が責任をもってサポートさせていた
だきます。ぜひともよろしくお願いいたします。 
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・国際奉仕      
１月１７日に予定されている国際医療福祉大学の留学生との交流についての希望を募る

FAXを後ほど配布させていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長  
本日、神﨑誠会員より米山記念奨学に 100,000円の寄付をいただき
ました。 
 
・医療情報      橘 昌孝 会員 
インフルエンザ感染者が 4週間前 15人、その次の週が 32人、先々
週は 41人、先週は 142人と三倍になりました。これからどんどん増
えていきますので、皆さんもうがい、手洗いをしっかりやって調子
の悪い時はマスクをして他の人に移さないように注意してください。  
  

◇ 幹事報告      甲田 直弘 幹事 
【回覧】 
・例会変更 佐原香取ロータリークラブ 
・出欠表（ボーイスカウト交流会、忘年家族例会） 

・RI 日本事務局より「財団室 NEWS 2019 年 12 月号」 

・RI 日本事務局 業務推進・資料室より 2019 年 12 月「疾病予防と
治療月間」のリソースのご案内と最新版出版物注文用紙 

・一般財団法人 比国育英会バギオ基金より「2018 年度事業報告書」 

【連絡】 
・１２月のロータリーレート １ドル＝108 円 

・本日、例会終了後に第 6 回理事会を開催します。 

 

年次総会 

司会／甲田 直弘 幹事 
甲田直弘幹事が司会となり、出席奨励 小宮山四郎リーダーより定足数の確認（出席 会員 
39名、委任状 17、合計 56；会員総数 65 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ましたので、開会が宣言され、小泉会長を議長として議案が審議され
ました。 
RIから前年度の収支の発表を行うと言うことが決まっています。成田クラブでは最終例会の
前のクラブ協議会で行っております。2018～19年度の会計報告を前年度会計の土井会員より
発表していただきます。 
 
・2018-19 年度会計報告   土井 英二 会員 

前年度の繰越金が 3,126,559円、収入の合計は 28,287,664円、支出の合計は 29,876,352円
となり次年度の繰越金は 1,537,871円となりました。 
 
第 1 号議案：次年度副会長決定の件         

会長エレクトの堀口路加会員より、次の通り発表され、承認されました。 
         次年度副会長 小泉英夫会員  
第 2 号議案：次年度幹事決定の件         

会長エレクトの堀口路加会員より、次の通り発表され、承認されました。 
         次年度幹事 諸岡正徳会員  
第 3 号議案：次年度会計決定の件         
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会長エレクトの堀口路加会員より、次の通り発表され、承認されました。 
         次年度会計 石井一成会員 

第 4 号議案：次年度理事決定の件         
会長エレクトの堀口路加会員より、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      菊地 貴 会員         
広報・公共イメージ委員長      平山 秀樹 会員         
クラブ管理運営委員長         永井 秀和 会員         
奉仕プロジェクト委員長        浅野 正博 会員        

   ロータリー財団・米山記念奨学委員長 ローソンかおり会員  
第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件         

会長エレクトの堀口路加会員より、次の通り発表され、承認されました。 
        成島 陽子 会員  
第 6 号議案：2022－2023年度会長候補決定の件        

指名委員会神﨑誠委員長より、2022－2023年度会長として平山秀樹会員が

指名され、承認されました。 
第 7 号議案：2020－21年度予算の件        

別紙参照 
 
◇ クラブ協議会 〈上半期総括〉 

・戦略計画委員会  成田 温 委員長 
7月 19日に、第 1回戦略計画委員会を開催いたしました。 

委員 9名、及び地区委員会出向者 8名が出席し、戦略計画立案
ガイドに基づき、クラブの現状と課題が話し合われ、その後、
各自書面にて意見を提出いたしました。意見の総数は 100を超
えるものでした。 
徴収した意見をまとめて、第 2 回戦略計画委員会が 8 月 23

日の例会後に開催いたしました。ここでは提出された意見の共
有化をするとともに、再度、会員全員の意見徴集を実施することになりました。 
再度の意見徴集後の 9月 27日、例会後に第 3回戦略計画委員会を開催し、戦略計画（案）

を作成し、10月 18日のクラブ研修会の時間を借りて、テーブルディスカッションを行い、
例会出席者全員で戦略計画（案）を話し合っていただきました。その発表は例会スケジュ
ールの都合により 11月 29日の例会時に行われました。 
その後の予定としては、発表された意見を戦略計画委員会にて調整後、成田クラブ戦略

計画最終（案）を作成いたします。年内は皆様お忙しいことと思いますので、年明けにな
ると思います、さらに理事会にて承認後、クラブ協議会を開催して承認されれば、正式な
成田クラブ戦略計画となり、次年度からの活動計画書に記載されることになります。 
 今後の課題もまだまだありますが、少しずつ改善していきたいと思います。 
 

・クラブ研修委員会  神﨑 誠 委員長 
研修委員会では、新会員入会時のオリエンテーションや 2 回の研
修会をベースに、ロータリー知識の向上と実践を図るために活動
しております。 
1 回目の研修会では、成田ロータリークラブの長期計画を参考に
今後の戦略計画を策定すべく、戦略計画委員会と例会内で会員の
意見を聴取、発表、情報共有をしました。ロータリーへの関心が
深まったと思います。 
 また、第 10 グループロータリー情報研修会では、10/29（火）寒郡ガバナー補佐主催に
よる「クラブの活性化」をテーマに会員増強などパネルディスカッションが行われ、入会
から現在の状況まで再認識することが出来ました。今後は 2 回目の研修会を 5 月に開催予
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定です。 
・指名委員会   神﨑 誠 委員長 

指名委員会は 2022-23 年度会長として平山秀樹会員を指名します。
経営者として優れ、2018-19 年度幹事の経験もあり、各委員会活
動など成田ロータリークラブヘの貢献度も大きく、11/29（金）の
指名委員会で決定、当人も承諾しており、指名いたします。 
成田ロータリークラブ細則には、会長エレクト、ノミニー決定と
ありますが、慣例によりデジグネイトまでとなります。 
 
・内規規定（危機管理）委員会 設楽 正行 委員長 
内規規定委員会は３年ごとに行われるＲⅠの定款変更に伴うクラ
ブ細則の変更を行い、それが会員に正しく理解されることを主体
に活動しています。昨年度が改定の年に当たり、年度前の本年４
月クラブ活動計画書に載せることができました。  

 その後、戦略計画委員会の活動に沿って細則の一部変更を行う
予定でしたが、それよりも活動計画書の長期計画の部分の変更が
大切であります。これは十数年前に策定したものであり、時代の
変化に合わせて改革しなければなりません。成田委員長の最終案を期待いたします。  
また、危機管理委員会の活動は上期さしたる状況は無く、皆様の理性的な行動に支えられ

ています事に感謝いたします。下期もよろしくお願いいたします。 
 
・クラブ管理運営委員会  矢野 理恵 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に進行しているため、行事内容がかなりタイ
トに遂行しております。 
 青少年奉仕がトップバッターで始まり、剣道大会・地区ゴルフ・

情報研修会など大きな行事を行いつつ、グラブ例会も順調に進ん
でおります。永井リーダーと樋口サブリーダーの連携の良さが結
果として表れていることと思います。 
年度初めに予定のなかった親睦旅行も先日無事に終了しました。こちらも土井リーダーと
神﨑サブリーダーとの事前打合せが念入りにできたことにより、会長発案の四国旅行を実
施。2 泊 3 日踊り続けた旅行だったのではないかと思います。さらに金毘羅山に登り、心
身ともに気力・体力を全力で使い、夜の宴会は達成感に満ちたひと時だったと思います。
この成果として、会食後の夜の宴会がなく、奥様方から“夜の 9時に主人が部屋にいる？！
前代未聞よ！！”とお褒めの言葉を頂き、健康的かつ健全な旅行となったことを嬉しく思
います。 
 矢島リーダーが盛り上げてくださっている RF同好会。“釣りイベント”も大好評で、成
島会員が女性会員初参加しアジ 38匹釣り、盛り上がりに花を添えてくださいました。次は、

ゴルフを企画しているとのこと。多くの企画を通じて、親睦の柱の一つとなって欲しいと
思います。 
 まだ対応が出来ていないことがクラブ会報です。佐瀬リーダーには、大変申し訳なく負
担を大きくかけております。例会中の写真撮影担当が、一部の人が毎回担当する状況にな
っております。委員会メンバーの参加を促す必要があるのですが、まだ実行できていない
ので、下期の課題として取り組みたいと思います。 
 下期は、地区大会がすぐに控えており、クラブ例会も地区大会へシフトします。その後、
IMや国際大会と大きな行事があります。これらの行事と同時並行でクラブ運営も抜かりな
く行っていきたいと思います。 4委員会力を合わせて、下期も取り組みたいと思います。 
 
◇ 点  鐘         小泉 英夫 会長 
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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 

承認 
2. 会員候補者について 
 ・損害保険ジャパン日本興亜株式会社 千葉支店 成田支社 支社長 山中寛之様 

推薦者 平山会員、小寺会員 
 ・株式会社かなでの杜 代表取締役 桑野博之様 
  推薦者 菊地会員、ローソン会員 

承認 
3. 今後の当日キャンセル料徴収について 
  案内を出す際、「キャンセル料は前日まで。当日キャンセルは全額徴収」記載 

承認 
4. 日本赤十字社千葉県支部 赤十字活動資金協力の件 昨年度 1 万円 

   1 万円 
承認 

5. 空港対策協議会「反省忘年懇親会（12/20）」佐瀬会員が出席予定 会費 7,000 円 
承認 

6. 2 月 7 日（金）理事会開催日 変更について 
 1 月 31 日（金）に変更 

承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

神﨑 誠 会員 12 月 1 日 
RLI 実行委員会  
第 3 回ブラッシュアップセミナー 

堀口 路加、齊藤 三智夫 各会員 12 月 5 日 第 9 回月信委員会 

小泉 英夫、堀口 路加、長原 正夫、甲田 直弘 
長岡 明大、眞々田 美智子、神﨑 誠、小寺 眞澄 
石橋 菊太郎、矢野 理恵、角田 幸弘、設楽 正行 
佐瀬 和年、諸岡 正徳、諸岡 靖彦 各会員 

12 月 6 日 第 6 回理事・役員会 

 

12月 6 日(金) 
クラブ協議会 5 年次総会 
第 6回理事役員会 

13日(金) クラブ協議会 6 地区打ち合わせ（設楽会員） 

20日(金) 忘年例会（夜間移動家族例会）   会場：ANA クラウンプラザホテル 

22日(日) いこいの広場清掃活動（ボーイスカウトとの交流会） 

27日(金) 休会     対象：年末 

1月 3日(金)  休会     対象：年始 

10日(金) 
新年会 （夜間移動例会） 会場：成田 U-シティホテル 点鐘：18：30 
第７回理事役員会 17：00～ 

17日(金) 国際医療福祉大学留学生との交流 

24日(金) 地区大会打ち合わせ 

31日(金) 地区大会打ち合わせ 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６２名 ３９名 ２３名 ６２．９％ ５５．７４％ 

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 

 


