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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2831 回例会 平成 31年 2月 15 日（金） 

※例会を始める前に 2 月 13 日に逝去されました遠藤英一会員を偲び、黙祷を捧げたいと

思います。 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  中野 直人 会員 

◇ お客様 

那須ロータリークラブ 尼野 英行 様 

習志野中央ローターアクトクラブ 本宮 秀斗 地区ローターアクト代表エレクト 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 若杉 美言 様 

浦安ロータリークラブ 古志 智宏 地区ローターアクト委員長 

国際医療福祉大学成田国際交流センター長教授医学博士 赤津 晴子 様 

国際医療福祉大学国際交流センター主事 佐野 美智子 様 

国際福祉大学留学生 

Enkhtuya Bat-Enkh (バットインフ）さん  モンゴル 

Khin Chew Chew Naing (チュウチュウ）さん ミャンマー 

Nguyen Do Minh Tam (タム)さん       ベトナム 

Minh Sreypov (パウ)さん          カンボジア 

Steven Valentino Hartono (スティーブンさん） インドネシア 
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◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：雪の降る中、古志地区ローターアクト委員

長、次年度地区ローターアクト代表・本宮秀斗様、そして成田

国際医療福祉大学の皆様、よくいらっしゃいました。当クラブ

でもかつては存在しておりましたローターアクトクラブを何と

か復活させたいというのが念願です。次に、前回、アメリカの

サンディエゴで行われた国際協議会の報告をさせていただきま

したが、その時のマローニー次期 RI会長テーマ発表の動画が手に入りましたので、観てい

ただきたいと思います。今日は、国際医療福祉大学の留学生もいらっしゃいますし、国際

色豊かな例会になることを大変嬉しく、有り難いことだと思っております。 

  

喜久川 登 会員：那須によく行くのですが、今日は那須ロー

タリークラブから知り合いが来ております。御用邸の近所なの

ですが、ホテルの中に恐竜が放し飼いになっています。天皇陛

下と同じ源泉のホテル（ブランベール那須）です。皆様機会が

ありましたら、是非ご利用ください。 

今日は 5カ国のお客様がいらっしゃっています。ようこそいら

っしゃいました。8 年ほど前に、成田ロータリークラブでゲストとしてお呼びした兼高か

おるさんと 3 時間ほど旅行の話をさせていただきました。私は 194 カ国、彼女は 140 カ国

を訪問。話が盛り上がり楽しい時間を過ごしました。ゲストの皆さんを見て、その時のこ

とを思い出しました。 

 

古志 智宏 地区ローターアクト委員長（浦安ロータリーク

ラブ）：本日はお時間をいただきありがとうございます。是

非ローターアクトクラブの創設を、次年度の諸岡ガバナー年

度で達成していただければありがたいなと思いニコニコさせ

ていただきます。 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

みなさんこんにちは。火曜日の「新酒を楽しむ会」では、滝澤

会員のご配慮で大変楽しい会となりました。有難うございまし

た。御礼申し上げます。 

 

 翌日水曜日の夜の突然の訃報でみなさんも驚きのことと存

じますが、遠藤英一会員がご逝去されました。享年 70 歳でし

た（2月 17日誕生日）。遠藤さんは 2013-14年度会長を務められ、今年は会長経験者とし

て S.A.A.をお願いしておりました。ここに謹んで哀悼の意を表しご冥福をお祈り申し上げ

ます。尚、葬儀はナリコーセレモニー寺台ホールにて、通夜 2 月 18 日（月）18:00、告別

式 2月 19日（火）11:00より執り行われます。 

 

 本日の例会は来訪者がたくさんいらっしゃいます。那須ＲＣ尼野英行様、ローターアク
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ト関係で地区ローターアクト委員会委員長古志智宏様、地区ローターアクト代表エレクト

本宮秀斗様、千葉科学大学ローターアクトクラブ若杉美言様、ようこそいらっしゃいまし

た。本宮様には、後ほど卓話をお願いします。 

 

 また、学校法人国際医療福祉大学からは、成田国際交流センター長教授医学博士赤津晴

子先生、主事佐野美智子様、留学生 5 名の皆様です。成田ロータリークラブのレギュラー

ミーティングはいかがでしょうか。赤津先生にはご挨拶をお願いします。これがお互いの

交流のプロローグとなれば幸いです。おみやげありがとうございます。学校のパンフレッ

トは後ほど回覧いたします。 

 

 何か例会場内が華やかで、インターナショナルで、平均年齢がグッと若くなった気がし

ます。この感想を、会長の喜びと受け取って頂き、残りはローターアクトの卓話の時間に

したいと思いますのでこれで終わります。ありがとうございました。 

 

◇ ご挨拶 

国際医療福祉大学成田国際交流センター長教授医学博士 赤津 晴子 様 

国際医療福祉大学医学部センター長を務めさせていただい

ております赤津です。今日は多数でお邪魔させていただきあ

りがとうございます。皆様とこのようにお目にかかれるチャ

ンスをいただき、会長はじめ成田ロータリークラブの皆様に

心より厚く御礼申し上げます。私どもの医学部は 2017 年 4

月に開学したばかりの新設でございます。公津の杜の駅前に

位置しております。全国 81 の医学部の中で、唯一英語で医

学を教えています。一学年 140名、20名が留学生という非常に国際的な医学部です。その

一方で医学部に限らず国際医療福祉大学のミッションといたしまして、社会、地域に開か

れた大学というのがございます。私ども、特に留学生が 6 年間医学を公津の杜で学んでお

りますので、成田の市民の皆様との交流を更に進めることができればと願っております。

今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委嘱状 

石川 憲弘  地区大会記念ゴルフ大会委員会 大会副会長  

石田 洋平  国際大会参加推進委員会 委員  

石橋 菊太郎  理念研究委員会 委員  

遠藤 英一  地区幹事団 地区幹事（会計担当）  

角田 幸弘  フェローシップ・親睦活動委員会 委員  

笠原 智  地区危機管理委員会 委員 理念研究委員会 

香取 竜也  地区幹事団 地区幹事  

神﨑 誠  地区幹事団 地区副幹事長  

菊地 貴  地区幹事団 地区幹事  

甲田 直弘  国際大会参加推進委員会 委員  

小寺 眞澄  ロータリー研修委員会 委員  
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小宮山 四郎  地区大会記念ゴルフ大会委員会 大会会長  

近藤 博貴  地区幹事団 地区幹事（会計担当）  

齊藤 三智夫  地区幹事団 地区幹事 月信委員会 

佐瀬 和年  地区大会委員会 副実行委員長  

設楽 正行  地区大会委員会 実行委員長  

永井 秀和  地区大会記念ゴルフ大会委員会 実行委員長  

中野 直人  国際大会参加推進委員会 委員  

長原 正夫  地区幹事団 地区幹事 月信委員会 

成田 温  地区幹事団 地区副幹事長 月信委員会 

平山 秀樹  地区幹事団 地区幹事 国際大会参加推進委員会 

ポール・ツジ  地区幹事団 地区幹事  

堀口 路加  地区幹事団 地区幹事長  

村嶋 隆美  地区幹事団 地区幹事  

諸岡 靖彦  ｶﾞﾊﾞﾅｰ  地区立法案検討委員会 

諸岡市郎左衛門 グローバル事業補助金委員会 委員長  

矢野 理恵  地区幹事団 地区幹事 会員増強・維持拡大委員会 

ローソン・かおり 成田 地区幹事団 地区幹事（会計担当）  

諸岡 正德  会員増強・維持拡大委員会 委員長  

谷 直知  国際奉仕委員会 委員  

土井 豊彦  ローターアクト委員会 委員  

浅野 正博  RYLA委員会 委員          各会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 医療情報  橘 昌孝 会員 

先週のインフルエンザ患者数は印旛保健所管内で 1,599名から 890名に減っております。

今週は 321名に減っており、これで今年度の医療情報は終了となります。 

 

◇ 委員会報告 

・出席奨励・退会防止  村嶋 隆美 委員長 

本日、退会防止のための意見交換会を行ないます。３回に分けて

行う予定です。第１回目は菊屋さんで 18 時から、第２回目は 22

日Ｕ－シティホテル、第３回目は 3 月 4 日Ｕ－シティホテルとな

っております。 
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・国際奉仕  佐瀬 和年 リーダー 

2月 1日、例会前に国際奉仕委員会を開催しました。各委員会に

とって、国際奉仕とはどうあるべきか、どう考えているのかを

各々発表しあいました。平山幹事より新モンゴル高専 5 年生 20

名が平山建設様の会社訪問にいらした時のお話をいただきまし

た。本年は予算通りにモンゴル高専へ備品の寄付を行うことを、

委員会として決定しました。備品については先方の希望を聞いて

から決定する。そのため平山幹事に連絡を取っていただく事をお願いして了解をいただき

ました。神﨑会長よりモンゴルへの支援も 3 年目を迎え一応節目としてこれまでの活動の

総括をして次年度へ継続するかどうかを検討した方が良いのではというアドバイスを受け

ました。委員会としては小泉会長エレクトの意向を確かめるため、その会議には出席をし

ていただく事にしました。 

 

・次年度  堀口 路加 諸岡ガバナー年度地区幹事長 

三大セミナーがいよいよ始まります。明日はＰＥＴＳの 1 回目、

3月 2日は地区チーム研修セミナー、24日は、2回目のＰＥＴＳ

です。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   甲田 直弘 副幹事 

【回覧】 

・週報 多古ロータリークラブ 

・出欠表（不二学園での移動例会） 
・遠藤英一会員訃報 
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」2019.2 月 No.236 
・日本赤十字社 千葉県支部より「赤十字 NOW」2019 冬号 Vol.45 
・成田青年会議所より「新春賀詞交歓会」御礼状 
・第 2790 地区 青少年育成統括委員会 RYLA 委員会より「第４２回 RYLA セミナー」

御礼状 
・ロータリー財団委員会 財団資金・推進管理委員会より「財

団寄付月次レポート１月」 
・地区青少年奉仕委員会より「ロータリーデー・希望の風コ

ンサート」講演会のご案内 
【連絡】 
・例会場におきまして、本日地区より配布されましたバッチ

の落し物がありました。お心当たりの方は事務局までお知ら

せください。 
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◇ 卓話 

2019-20 年度「ロータリーは世界をつなぐ」 

           習志野中央ローターアクトクラブ  

本宮 秀斗 地区ローターアクト代表エレクト 

 本日は卓話の機会を頂きありがとうございます。 

 国際ロータリー第 2790地区ローターアクト代表エレクトの

本宮 秀斗です。 

所属は習志野中央ローターアクトクラブです。どうぞよろし

くお願いいたします。本日は、ローターアクトの日々の活動

を皆さまにご紹介させていただきたく、お時間を頂きました。 

 ざっくりと簡単に今日のアジェンダを作ってきました。 

今日の目標として、第一にローターアクトのことについて知ってもらう。第二に僕たちの

今後の取り組みについてご紹介させていただく、そして第三に僕たちを応援いただくこと

が今日の目標でございます。 

 さて、皆さまローターアクトの現状をご存知でしょうか。 

 以前御クラブでも、ローターアクトを提唱なさっていたとロータリアンの方から教えて

頂きました。しかし、昨今の社会の変化により私たちの環境も大きく変わりました。まず

その話からさせていただければと思います。 

 いまから２年前、千葉のローターアクトは一度崩壊しました。「ローターアクトとは何

なのか。」という問いに漠然とした答えすらも見つからず、実質活動人数は 10名以下、年

次大会すらまともに開けない有様でした。 

 しかし、この二年間、自分たちは活動にもう一度向き合い、たくさんのご支援をいただ

きながら着実に一歩ずつ前に進むことで、今ではオブザーバー含め約 30名で活動できるよ

うになりました。 

 なぜ私たちはクラブを再興できたのか。それは、ロータリーに学ぶことでした。 

 ご覧いただいている写真は、私の所属する習志野中央ローターアクトクラブのスタート

例会の写真です。ロータリアンの皆さまとの親睦を深める機会を自分たちで企画し設ける

ことで、若い私たちは自分の人生をより豊かにするきっかけを得ることができます。 

 またこの写真は、「米山の集い」に参加させていただいた時の写真です。私たちはロー

タリーの活動に積極的に参加することで、地域のことをより理解するとともに、国際的な

友情を育むことができています。 

 私たちローターアクトは、ロータリーの皆さまとより密接な関係を築くことで、活動を

活性化させることに成功したのです。 

  そして僕たちはこれからさらにローターアクトを盛り上げていきたいと思っておりま

す。次に僕たちの目指す今後の取り組みについて聞いてください。 

 私たちは、２年間ローターアクトに真摯に取り組んだ結果、「ローターアクトとは何か。」

という問いにある一つの答えを見つけました。それは「ローターアクトとは、地域のリー

ダーが創った、未来を支える人材を創り続ける、次世代教育の場」であるというものです。 
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 賢人であるロータリアンの皆さまから学んだことで、私たちは人生をより豊かにし、そ

して、僕の後輩に自分がしていただいたことを返していく。 

 具体的には、ローターアクトを卒業した人材が、将来、経済性を伴ったプロジェクトを

通して、地域社会が抱える課題を解決し、再びロータリーファミリーとしてともに地域を

支え、僕たちの次世代を支える一翼になれればなと思っております。 

  僕たちは、これからも全力で走り続けます。 

 ぜひみなさんの手で、僕たちのことを育ててください。僕たちに興味を持ってください。

僕たちのことを応援してください。 

 今日僕が話せなかった僕たちの魅力はもっともっとたくさんあります。 

 今度４月 13日（土）に、僕たちローターアクトの年次大会がございます。ぜひ見に来て

ください。よろしくお願いします。 

 最後に、少しだけ、僕の夢の話をさせてください。 

僕には夢があります。僕は千葉県を最強の国にしたいです。世界中の誰もが千葉のことを

知っているようなそんな県にしたい。そのために、ローターアクトで様々なことにチャレ

ンジしたいと思っています。 

 まだまだ、至らぬところが多々ございますが、ぜひ今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

菊地 貴 会員 2 月 13 日 佐倉中央ロータリークラブ 
香取 竜也、笠原 智、伊藤 隆治、眞々田 美智 
永井 秀和、田渕 公敏、松本 大樹、小泉 英夫 
設楽 正行、高橋 晋、村嶋 隆美 各会員 

2 月 15 日 第 1 回 
退会防止のための意見交換会 

諸岡 市郎左衛門 会員 2 月 15 日 第 8 回 
地区ロータリー財団委員会 

小岩井 学、土井 豊彦、桜井 誠、成島 陽子、根本 実 
中野 直人、長岡 明大、喜久川 登、諸岡 靖彦 
村嶋 隆美 各会員 

2 月 22 日 第 2 回 
退会防止のための意見交換会 

諸岡 正徳、矢野 理恵 各会員 2 月 23 日 地区第 1 回管理運営統括委員会 
  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ３４ ３３ ５０.７５％ ６６．１８％ 

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 
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2019-20 諸岡ガバナー年度クラブ内役割分担構成表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※役割分担構成表は、以前皆様に配布済みですが、各行事によりご協力いただくメンバーが分かれております。案内

もご協力頂くメンバーにＦＡＸ送信しておりますので、ご理解・御協力、宜しくお願い致します。また、地区より男

性にはネクタイ、女性にはスカーフを頂いておりますので、事務局より随時配布中です。（地区大会の時に着用予定） 
 

◉リーダー、◇サブリーダー
大会本部 会計委員会 総務委員会 会場設営・式典委員会 受付・登録委員会 懇親委員会 交通・誘導委員会 記録・広報委員会

渡辺　孝 ◉近藤博貴 ◉石橋菊太郎 ◉小寺真澄 ◉松田泰長 ◉諸岡正徳 ◉土井豊彦 ◉佐瀬和年
設楽正行   ローソン・かおり 　設楽正行 ◇菊地　貴   小宮山四郎 　大木健弥 　伊藤英徳   日暮俊久
佐瀬和年 　高橋　晋    滝澤尚二 　佐久間高直 　藤崎壽路 　伊藤隆治   橘　昌孝
池内富男 　成田　温    石川憲弘 　佐藤英雄 　飯田正雄 　土井英二   小川　賢
近藤博貴 　神崎　誠 　 山田真幸 　湯川芳朗 　平野省二 　永井秀和   池内富雄
神﨑　誠 　平山秀樹 　 矢島紀昭 　岸田照泰 　喜久川　登   桜井　誠 　眞々田美智子
平山秀樹 　長原正夫 　 仲村盛政 　ポール ツジ 　角田幸弘 　小岩井　学 　浅野正博
諸岡市郎左衛門   本宮昌則 　 平山秀樹   石田洋平 　甲田直弘 　田渕公敏 　田渕公敏
 　浅野正博    甲田直弘   中野直人 　香取竜也 　清水　暁 　角田幸弘
 　齋藤三智夫    小池正昭 　矢野理恵 　小岩井　学 　第10グループRC各１ 　本宮昌則

　村嶋隆美 　 笠原　智 　谷　直知 　ポール ツジ 　
　諸岡市郎左衛門　 根本　実 　眞々田美智子 　田渕公敏

   加瀬敏雄 　松本大樹 　長岡明大
　　 　成島陽子 　高根　完
　 　小坂明宮己
　　 　 　

責任担当
総務委員会 会場設営・式典委員会 受付・登録委員会 懇親委員会 交通・誘導委員会 記録・広報委員会 会計委員会
　◉成田　温 ◉小寺真澄 ◉松田泰長 ◉諸岡正徳 ◉土井豊彦 ◉佐瀬和年 ◉近藤博貴
　　神﨑　誠 ◇菊地　貴 　佐久間高直 　角田幸弘 　伊藤英徳   橘　昌孝 　遠藤英一
　　平山秀樹    石川憲弘 　ポール ツジ 　甲田直弘 　伊藤隆治   小川　賢   ローソン・かおり
　　長原正夫 　 矢島紀昭   石田洋平 　香取竜也 　土井英二 　眞々田美智子
    本宮昌則 　 平山秀樹   中野直人 　小岩井　学 　永井秀和 　浅野正博
　　浅野正博    甲田直弘 　矢野理恵 　ポール ツジ   桜井　誠 　田渕公敏
　　齋藤三智夫 　 笠原　智 　谷　直知 　田渕公敏 　小岩井　学 　角田幸弘
　　村嶋隆美    根本　実 　眞々田美智子 　長岡明大 　田渕公敏 　本宮昌則
　　諸岡市郎左衛門   加瀬敏雄 　松本大樹 　高根　完 　清水　暁
　 　 　成島陽子 　 小坂明宮己 　

 

責任担当 神﨑　誠 　
総務委員会 会場設営・式典委員会 受付・登録委員会 懇親委員会 交通・誘導委員会 記録・広報委員会 会計委員会
　◉成田　温 ◉小寺真澄 ◉松田泰長 ◉諸岡正徳 ◉土井豊彦 ◉佐瀬和年 ◉近藤博貴
　平山秀樹 ◇菊地　貴 　佐久間高直 　角田幸弘 　伊藤英徳   橘　昌孝 　遠藤英一
　長原正夫    石川憲弘 　ポール ツジ 　甲田直弘 　伊藤隆治   小川　賢   ローソン・かおり
  本宮昌則 　 矢島紀昭   石田洋平 　香取竜也 　土井英二 　眞々田美智子
　浅野正博 　 平山秀樹   中野直人 　小岩井　学 　永井秀和 　浅野正博
　齋藤三智夫    甲田直弘 　矢野理恵 　ポール ツジ   桜井　誠 　田渕公敏
　村嶋隆美 　 笠原　智 　谷　直知 　田渕公敏 　小岩井　学 　角田幸弘
　諸岡市郎左衛門    根本　実 　眞々田美智子 　長岡明大 　田渕公敏 　本宮昌則
　    加瀬敏雄 　松本大樹 　高根　完 　清水　暁

　 　成島陽子 　 小坂明宮己 　
　 　  

責任担当 平山秀樹
総務委員会 会場設営・式典委員会 受付・登録委員会 懇親委員会 交通・誘導委員会 記録・広報委員会 会計委員会
◉石橋菊太郎 ◉小寺真澄 ◉松田泰長 ◉諸岡正徳 ◉土井豊彦 ◉佐瀬和年 ◉近藤博貴
　設楽正行 ◇菊地　貴   小宮山四郎 　大木健弥 　伊藤英徳   日暮俊久 　遠藤英一
　高橋　晋    滝澤尚二 　佐久間高直 　藤崎壽路 　伊藤隆治   橘　昌孝   ローソン・かおり
　成田　温    石川憲弘 　佐藤英雄 　飯田正雄 　土井英二   小川　賢
　神﨑　誠 　 山田真幸 　湯川芳朗 　平野省二 　永井秀和   池内富雄
　長原正夫 　 矢島紀昭 　岸田照泰 　喜久川　登   桜井　誠 　眞々田美智子
  本宮昌則 　 仲村盛政 　ポール ツジ 　角田幸弘 　小岩井　学 　浅野正博
　浅野正博 　 平山秀樹   石田洋平 　甲田直弘 　田渕公敏 　田渕公敏
　齋藤三智夫    甲田直弘   中野直人 　香取竜也 　清水　暁 　角田幸弘
　村嶋隆美    小池正昭 　矢野理恵 　小岩井　学 　第10グループRC各１ 　本宮昌則
　諸岡市郎左衛門 　 笠原　智 　谷　直知 　ポール ツジ 　

   根本　実 　眞々田美智子 　田渕公敏
   加瀬敏雄 　松本大樹 　長岡明大
　 　成島陽子 　高根　完

 　小坂明宮己
　

地区研修協議会　　2019年4月20日  アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

会長エレクト研修　　2019年2月16日&2019年3月24日  成田ビューホテル

地区チーム研修セミナー　　2019年3月2日  成田ビューホテル
成田　温・堀口路加


