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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 2881 回例会 令和 2 年 2 月 28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  矢野 理恵 会員 

◇ お客様紹介 

地区ポリオプラス委員会委員長 朱 孝 様（習志野中央ロータリークラブ）  

日本旅行千葉支店 三角 静那 様 

◇ ニコニコボックス 

近藤 博貴 会員：ロータリーの友の中に「パズルでロータリ

ー」というコーナーがあるのですが、12 月号に応募したところ

モバイルバッテリーが当たりました。自分では全く忘れていま

したが、これもロータリーの友を読んでいると言う証拠なので

しょうか。また、ロータリーの友 3月号 51ページの“声“（12

月号の感想）にも投稿記事が掲載されておりました。～～～～

～～～ 

「友愛の広場」福井西 RC中村敏雄氏の「ロータリーの将来は？」という文章に対しての感

想として 最近の規定審議会での決定には、疑義を感じるものが多くあります。時代の変

化に対応するためとは思いますが、受け入れられないものが多いです。～～～～～～～ 

 

佐藤 英雄 会員：9日の地区大会で大きな出会いがありました。

会場内の案内を渡辺さんと担当しておりましたが、前日ガバナ

ーの奥様達を案内した渡辺さんが長崎の千葉さんと言うガバナ

ーの奥様からガバナー記念ピンバッチをもらったということで

見せていただきました。千葉家の家紋の月と星、ロータリーマ

ークが入っており、とても素敵なバッチでした。陸前高田の千

田さんも千葉氏と大きな関係があるので、このバッチを送った

ら喜ぶだろうと思い、奥様にお願いしましたところ、1週間後に 20個ぐらい送ってきてく

ださいました。もしご希望の方がありましたら私までご連絡ください。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

数日前から例会をやるのかといろんな方に聞かれましたが、昨

日、今日のニュースを見ていると日本も深刻なダメージを受け

ている状態で学校も一斉休校となりました。本日、理事会を開

催し今後の例会について考えたいと思います。 

今日は習志野中央ロータリークラブ朱様、日本旅行の三角様、

ようこそいらっしゃいました。  

恒例の今日は何の日！ですが、今日はビスケットの日です。全国ビ

スケット協会が 1980(昭和 55)年に制定し、翌年から実施しました。1855(安政 2)年のこの日、パン

の製法を学ぶ為に長崎に留学していた水戸藩の柴田方庵が、同藩の萩信之助に、パン・ビ

スケットの製法を書いた「パン・ビスコイト製法書」を送りました。これが、ビスケット
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の製法を記した日本初の文書とされています。また、ビスケットの語原がラテン語で「二

度焼かれた物」という意味の「ビス・コクトゥス（bis coctus）」であることから、「に

(2)どや(8)く」の語呂合せの意味も持たせているそうです。 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団優秀寄付  

ロータリー米山記念奨学会普通寄付優秀クラブ  

エンドポリオ寄付 

 

◇ 委員会報告 

・成田市空港対策協議会    出向者 佐瀬 和年 会員  

昨日 27 日、文化会館小ホールで「空港対策協議会」が行われま

した。当クラブからは、小泉会長、渡辺会員が出席されました。 
心に残った内容をお話しいたしますと、成田空港内の企業で

ANA 成田エアポートサービスと言う会社がありますが、その会

社 1 社が成田市に納める税金は（事業税、市民税等）3 億円にな

ると同時に、毎年 200 人～300 人の雇用が発生する、と聞きま

した。 
また、成田空港が国に納める税金総額は 10 兆 4000 億円にのぼ

ると言っておられました。 
このように、豊かな環境の成田市で事業を展開している私たち

は、現況に感謝しつつ一生懸命事業に励んで行かなければ成ら

ないと想わされました。 
  

・広報・公共イメージ向上委員会 平山 秀樹 会員 

ロータリーの友 58ページに“アジ釣りに挑戦”成田ロータリー

クラブの釣りの企画が写真入りで紹介されています。 

 

・日本旅行    三角 静那 様 

日本旅行千葉支店からまいりました。成田には縁があり、成田出

身成田在住でございます。今、観光業界はかなりの打撃を受けて

おりますが、コロナウィルスに負けず、頑張っていきたいと思っ

ておりますので、皆様、ハワイ大会へのご参加よろしくお願いい

たします。現在 30名弱の参加表明をいただいております。 

 

 

・地区ポリオプラス委員会委員長  朱 孝 様（習志野中央ロータリークラブ） 

ポリオ根絶活動の一環と言うことで、ロータリーカードの活用

と言う点に関して当地区はクラブ単位のカードの普及率はダン

トツ全国 1位です。82クラブ中 30クラブ、先日の地区大会の

時から多くのクラブに加入を予定していただいております。地

区大会の会場費、晩餐会費用をロータリーカードで支払うと

15,000,000円。堀口幹事長のお話によりますと、カードで決済

することにより 0.3%がポリオの根絶活動の支援資金と言うこと

で、カード会社から支払われます。450,000円の貢献です。ハワイ国際大会の参加に当た

りましても申し込みの際にカードでの決済が可能です。具体的な作り方は例会が終わって

個別にお伝えさせていただきたいと思います。 
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◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原香取、多古、富里、2790地区の一部のクラブ 

・週報 白井、佐原香取、佐原ロータリークラブ 

・出欠表（ゴルフ同好会、第 10グループ親睦ゴルフコンペ） 

・地区青少年奉仕委員会より「第 2790地区 被災地復興支援チャ

リティコンサートご協力のお願い」→「チャリティコンサート

中止のお知らせ」 

・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NEWS 2020年 3月号」 

・地区青少年プログラム統括委員会より「RYLAセミナー御礼状」 

・地区研修部門三委員会より「2019-20 諸岡ガバナー年度第 2 回『地区先達と語る「私の

ロータリー」の集い』開催ご案内 

・地区より「次期規程審議会代表議員の決定について」 

・地区よりパストガバナー山中義忠様訃報のお知らせ 

・比国育英会バギオ基金より「バギオだより 2020年 3月号 Vol.77」 

・地区 RLI推進委員会より「RLIパートⅡ開催延期のご案内」 

【連絡】 

・本日例会終了後に第 9回理事会を開催します。（例会場にて） 

 

◇ 卓話 

～～～～自己紹介～～～～ 

山中 寛之／損害保険ジャパン日本興亜（株）成田支社長 

みなさんこんにちは、損保ジャパン日本興亜の山中でござい

ます。本年１月に成田ロータリークラブへ入会させていただ

きまして約２か月、今回お時間を頂戴いたしまして私の自己

紹介と弊社新宿本社にあります美術館のお話をさせていただ

きたいと思います。 

 

まず、自己紹介ですが、 

私は昭和４３年１１月和歌山県和歌山市生まれで、現在５１

歳です。昨年４月に成田支社に着任し、現在成田市上町（諸岡ガバナーの会社のすぐ隣の

アパート）で単身赴任生活をしております。 

妻と大学浪人生の娘と高校２年生の息子の子供２人は神奈川県川崎市の鷺沼というところ

におります。今浪人生の娘の国公立大学受験を終え、結果発表を前にドキドキしていると

ころです。 

 

生まれて地元の高校を卒業するまでは和歌山市の実家で暮らし、大学進学を機に和歌山を

離れ、東京で一人暮らしを始めることとなりました。大学では物理を専攻し結構真面目に

実験と研究の生活をしており、将来はメーカー企業の研究室で基礎研究ができたらいいか

なと漠然と考えておりましたが、お世話になった大学の先輩の影響もあり、就職活動時に

は金融関連を志望するようになり、結果、縁があって平成３年に弊社の旧個社である安田

火災に入社し会社人生活をスタートすることとなりました。 

 

生命保険会社も同様かと思いますが、弊社も全国・海外転勤がある会社で、私も入社直後

配属となった新宿本社⇒岡山⇒和歌山⇒東京⇒福岡⇒茨城つくば⇒青森⇒東京そして千葉

成田と現在までで合計８回の転居を伴う転勤を体験してきました。 

結婚は勤務２場所目の岡山支店で一緒に働いていた職場の社員と職場結婚です。それ以来、
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度重なる転勤で、家内また２人の子供たちには大変な苦労を掛けたと考えています。 

 

赴任地で最も印象に残っているのが、福岡市と青森市です。 

気候や県民性・市民性は大きく異なる２つの街ですが、それぞれの街には全国的にも有名

な祭り、福岡には「博多祇園山笠」、青森には「ねぶた祭」があり、街を挙げて、一体と

なって盛大に行われるこの２つの祭りには大きな印象として残っています。 

まだ、ご覧になられたことの無いみなさんには是非一度ご覧いただければと思います。特

に青森の「ねぶた祭」は気軽に参加することもできますのでお勧めです。 

 

次に、弊社新宿本社にあります美術館のお話をさせていただきます。 

みなさんはゴッホの「ひまわり」という作品をご覧になったことはありますでしょうか？ 

１９８７年に弊社の旧個社である安田火災がロンドンのクリスティーズオークションで５

８億円の金額で競り落とし、それ以来弊社本社ビル４２階にある「東郷青児記念 損保ジ

ャパン日本興亜美術館」で展示しております。 

 

なぜ、今頃そんな昔の話をと思われているかと思いますが、今年の５月２８日に本社ビル

４２階に所在する美術館を本社ビル敷地内に新設の美術館棟へ移転し、美術館名を「SOMPO

美術館」へ変更させていただくことのご案内です。 

多くの人々が行き交う新宿の街に、心豊かで幸せな時間を過ごすことができる SOMPO 美術

館が開館し、同美術館にゴッホの名画「ひまわり」があること。 

「ひまわり」が多くの人々に安らぎや活力を届け、文化・芸術を通して、お客さま一人一

人を応援したいと考えております。 

皆様も新宿に行かれた際には是非「SOMPO 美術館」にお立ち寄りいただければと思います。 

 

最後になりますが、弊社 SOMPO グループは経営理念として「安心・安全・健康のテーマパ

ークの実現」を掲げております。私も成田に着任し、もうすぐ１年が経つところですが、

損害保険を販売していくことだけでなく、この成田で安心・安全・健康のためにお役に立

つべく頑張って参りたいと考えておりますので、どうぞ皆様引き続きよろしくお願いいた

します。 

以上で私の自己紹介卓話を終了させていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

～～～～自己紹介～～～～ 

桑野 博之／（株）かなでの杜 代表取締役 

皆さんこんにちは。 

かなでの杜の桑野です。昨年の 12月から成田ロータリーク

ラブに参加させていただいており、最初は緊張していたので

すが、何度かお酒の場も借りながら自分が出せるようになっ

てきたかなと思っております。 

私は 1979年生まれの 41歳で、生まれは福岡県の博多になり

ます。 

男 3兄弟の真ん中で、父親が無類の野球好きということもあ

り、子供の頃は朝から晩まで野球ばかりしておりました。 

父親が空港関係の仕事をしていたことから何度か転勤により引越しを行いました。 

埼玉に住んでいた頃にはとても野球の強いチームに所属し 5年生からレギュラーだったの

ですが県大会で優勝するほどでした。 

小学 5年生の冬からは富里の十倉に住んでおり中学・高校と富里で過ごしました。 
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私は他の兄弟と違い、身体が小さく痩せていたので野球は中学までで辞めてしまったので

すが、高校では一応運動部に入ろうかなと見学していたところ、ラグビー部がたいして練

習もせずに遊んでばかりだったので、これは楽そうだなと思いラグビー部に所属していま

した。 

ラグビー部に所属はしていたのですが練習にはあまり参加せずにアルバイトばかりしてい

ました。しかし、3年生になった時に新しく 1年生で入ってきたマネージャーに一目惚れ

をし、真面目にラグビーに取り組みました。ですのでラグビーを真面目にやったのは半年

程度だったのですが、昨年のラグビーが盛り上がった際には、他の人に知ったかぶりをし

ておりました。ちなみに一目ぼれをしたマネージャーが私の妻でございます。 

勉強が嫌いでしたので大学に行くことは考えておらず、就職をしたかったのですが学校を

さぼってアルバイトばかりしていたので、高校から就職先を紹介してもらうことができま

せんでした。そこで親のコネを使い、ＪＡＬと ROYALが共同出資して三里塚に新しく設立

されていた機内食の会社に入社致しました。そこで 3年ほど機内に食事などを搭載する仕

事をしていたのですが、TVで介護保険が始まり新たに企業が自由に介護業界に参加するよ

うになるという報道を見て介護業界に転職しようと思いました。 

しかし当時はなかなか男性が介護の仕事に就くことができず苦労したのですが成田病院の

看護助手として就職することができました。そこで介護の基礎を学び 2年ほど勤めていま

したが、介護保険が始まる際に介護の資格を取っていたニチイ学館から働きませんか？と

声をかけて頂きニチイ学館に転職致しました。そこでは成田や柏にて 5年ほど管理職をし

ていたのですが、ニチイ学館の支社にいた元上司からレオパレス 21が介護業界の事業を始

めるから一緒に転職しないかと声を掛けられて転職をいたしました。 

レオパレスでは 6年ほど勤務し主に新規施設の開所などの業務を行っていましたが、自分

のやりたい介護が出来る会社を作りたいという気持ちから 2011年 12月に会社を設立し独

立致しました。 

翌年の 3月に美郷台に 1号店のデイサービス「かなでの杜美郷台」を開所し、1年後の 6

月には 2号店のデイサービスを加良部にさらに 2年後には稲毛に３号店をオープン致しま

した。3年前からは稲垣テントの菊地さんのところの 1階のテナントを借り、本社の他に

ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業とベッドや車いすのレンタルや販売を行った

り、介護リフォームを行う事業所を４号店としてオープン致しました。 

その後も、世田谷・若葉区桜木にもデイサービスをオープンし現在は 6か所にて営業して

おります。 

また、先月からは飯田町の米屋さんのビルの 1階のテナントを借り、新たにデイサービス

をオープンするために内装工事を行っております。4月から営業予定ですので、オープン

した際には初めてニコニコボックスにてご報告をさせて頂きたいと思っております。 

もし周りの方などで介護の事などでお困りにことがあればいつでもご相談いただければと

思います。 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 

 

第 9回理事・役員会 

1. 3、4月の例会及び事業、行事計画の確認 

3 月 6 日（金）  休会  第七条 第一節 (ｄ)による 
13 日（金）  休会  第七条 第一節 (ｄ)による 
20 日（金）  休会（祝日） 春分の日 
27 日（金） ◎ 通常例会 社会奉仕委員会 

第 10回理事・役員会 
4 月 3 日（金）  通常例会 （変更可能性あり） 

10 日（金） ☆ 二クラブ合同花見例会  
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17 日（金）  通常例会 クラブ管理運営委員会 
24 日（金）  通常例会 （変更可能性あり） 

◎…理事会開催  ☆…移動例会 

承認 

2.  3月 18日（水）成田市国際交流協会 第３回理事会および懇親会   

石川会員  会費 5,000円  

承認 

3.  RLI パートⅡ開催延期について 3月 15日（日）→ 4月 4日（土） 

了承 

4.  4月 29日（水）地区研修協議会 会場：アパホテル＆リゾート幕張 

了承 

5.  事務局 PC買い換えおよびデータ復旧費用 119,900円 

承認 

6.  成田市市民憲章推進協議会委員の推薦について 現委員：石川会員 

任期：令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

石川会員の継続 

承認 

7.  赤い羽根募金について 

年一回 であることを確認して振り込む  １万円 

承認 

8.  その他  

 ・諸岡ガバナーより地区大会の映像をケーブルテレビ経由で DVDにして会員に渡したいとの申し出が

あったとのこと。  

  会員数分焼きまわし 料金未定  

 承認 

・ホームミーティングについて  

 活動計画書の中では３月～４月の間で実施予定でしたが、この状況では実施は不可能なため延期場合

によっては中止いたします。（状況をみて）  
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 クラブ 名 

矢野 理恵 会員 2 月 23 日 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ 

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、石橋菊太郎、矢野理恵、角田幸弘、齊藤三智夫、設楽正行 

渡邊 孝、諸岡 靖彦 各会員 

2 月 28 日 第 9 回理事・役員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７名 ６５名 ３１名 ３４名 ４７．６９％ ６６．６７％ 

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 

 


