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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2735回例会 平成 29年 2月 3日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励   香取 竜也 リーダー 

先月の出席率は 73.72％でした。2 月は 10 日Ｕ－シティーホテルでのメディア協議会、17

日ひかたや第 2 支店で新酒の会、18 日土曜日が IM 、24 日は振替休会となります。通常

例会は本日だけとなりますので、メイキャップをしていただき出席奨励をお願いします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．  齊藤 三智夫 会員 

女性会員が増え、早速華やかな出迎えができて嬉しく思っています。是非、女性会員に優

しい言葉をかけていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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 

◇ お客様紹介  

成田コスモポリタンロータリークラブ 

     萩原 康宏 様 

◇ 結婚祝い 

豊田盤会員 s41.2.3、矢島紀昭会員 s43.2.6 

◇ 誕生祝い 

豊田盤会員 s12.2.1、小川賢会員 s13.2.15 

佐藤英雄会員 s18.2.12、遠藤英一会員 s24.2.17 

喜久川登会員 s26.2.20、長原正夫会員 s29.2.15 

南日隆男会員 s35.2.28、永井秀和会員 s36.2.22 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員： ピーナッツの形をかたどった真っ赤な化粧箱

の「ぴーなっつ最中」の姉妹品で、同じ形をした黄色い菜の花色

の『千葉めぐり』が、全国観光土産品連盟が主催する第５７回全

国推奨観光土産品審査会で菓子部門の最高賞 厚生労働大臣賞を

受賞します。この商品は箱の中にピーナツ餡の最中とピーナッツ

型のまんじゅうを詰め合わせています。観光土産品の推奨品とし

て、菓子、食品、工芸品、グローバルの４部門ごとに、品質、地域特性、デザインと意匠

性などで評価されます。千葉を超えて、日本中に千葉をアピールしたいと考えています。 
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石橋 菊太郎 会員：孫が 5 人いるのですが、 その中の 3 番目の

孫が都内の私立中学に合格いたしました。2 番目はそこの付属高校

に通っており、4 月からは二人で通います。 

 

諸岡 市郎左衛門 会員：11 時の成田山の豆まきに年男として豆を

まいて参りました。大変天気も恵まれたということもあり、昨年よ

り集まった方は多いのではないかと思いました。大相撲から白鵬と

初場所で横綱になった稀勢の里もいらっしゃっていました。また、

今回、株式会社諸岡市郎左衛門商店の代表取締役となりましたので

併せてご報告いたします。 

 

◇ 委嘱状授与 

2016-2017 年度国際ロータリー第 2790 地区 

RLI 実行委員会委員 

諸岡 靖彦 会員、松田 泰長 会員 

佐瀬 和年 会員、佐藤 英雄 会員 

神﨑 誠 会員、齊藤 三智夫 会員 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

先月３０日には成田商工会議所主催の新春賀詞交換

会が東武ホテルで開かれ成田市の経済団体約２００人

が参加しました。私も成田ロータリークラブの一人とし

て参加してきましたが、当クラブの会員も沢山の方々が

見えておりました。池内会頭挨拶では「成田空港がある

北総地域は県内有数の恵まれた地域。空港周辺都市で広

域経済圏をつくれば更なる成長が得られる」と周辺市町

との連携の重要性を強調しました。また、アメリカから

の日本増便計画も予想され、成田の第３滑走路建設は極めて重要と語りました。来賓とし

て出席した林幹雄衆議院議員は「成田空港の機能強化も動きだし、今年は道路の年。未開

通の圏央道大栄～横芝間が開通すれば成田の環境は極めてよくなる」と語り、早期開通に

期待を寄せていました。翌３１日には、成田国際空港会社が計画する成田空港の離脱誘導

路や駐機場整備に伴う空港敷地面積の拡張について地元関係者の意見を聴くため、国土交

通省は芝山町町内で公聴会を開きました。相川芝山町長ら４人の公述人は全員賛成し、約

４０分で公聴会は終了したそうです。空港会社は年間発着枠３０万回に向け、Ｂ滑走路南

側に誘導路や駐機場を新たに整備し、１時間当たりの発着回数を６８回から７２回へ拡大

する計画を進めており、芝山相川町長は「人口減や少子高齢化が進む日本ではアジア需要

の取り込みが不可欠。空港活性化は最善の道」と拡張計画の必要性を強調しました。公聴

会では行政機関を中心に約８０人が傍聴したそうです。 

当クラブでは、次週２月１０日の例会に成田国際空港会社様より「成田空港の更なる

機能強化」「第３滑走路の現状」などについて卓話をいただき、其のあとの懇親会の中で成

田記者クラブの皆様、会議所空港委員会の皆様、当クラブの意見を質疑応答のかたちで進
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めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

◇ 入会式 

永井 秀和（ながい ひでかず）会員 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 総支配人 

推薦人 高橋 晋 会員、神﨑 誠 会員 

顧 問 小宮山 四郎 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会  

          ＲＦ 担当 

      ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

    ロータリー財団 担当 

職業分類  ゴルフ場 

皆さん、はじめまして。ゴルフ倶楽部成田ハイツリーの永井と申します。先ほどバッチを

受け取りまして、非常に光栄に思うと同時にバッチの重みを感じております。簡単にご紹

介させていただきます。私の実家は長野で、妻を始め子供たちは学校が終わったらすぐ長

野に帰ってしまい、私は単身赴任で成田におります。私どものゴルフ倶楽部成田ハイツリ

ーはちょっと運営形態が変わっております。平成 13 年にゴルフ場が倒産しまして、その後

会員と債権者と合同で運営をしておりました。それでは中々会員の気持ちが通らないとい

うことで、会員自ら出資を募って債権者からゴルフ場を買い取ったという歴史がございま

す。それが成功したのが平成 18 年の秋です。会員組合というものを組織しまして、会員組

合が株式会社ゴルフ倶楽部の株を100%持ち、会員の代表であります理事が運営方針や様々

な細かいことまで協議して決めております。会員による会員のためのゴルフ場として今日

までやってきております。私 5 年経ちますが、5 年間会員様からの予約を断ったことが 1

回もございません。それもこれも細かい仕組みの中で、経験値の中でやはり会員がいつで

もプレイできるのが会員制のゴルフ場である 、と言うことで私どもの会員が常々思ってい

ることであります。逆に私たちはそこに甘えるわけではありませんが、例えば今やってい

る建物修繕工事も会員の負担で行っております。そんなゴルフ場であります、ぜひ近いう

ちに足を運んでいただければ幸いでございます。今日から皆さんの仲間に入れていただい

てうれしく思います。今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・米山記念奨学    堀口 路加 リーダー 

諸岡靖彦会員より 10 万円の寄付を頂きました。 

 

・国際奉仕   南日 隆男 リーダー 

ジョイセフに使用済み切手を送る活動実績についての報告です。

8 月から 1 月収集分で 7,500 枚となり、今日会長にお渡しさせて

いただきました。下半期で倍の 1 万 5,000 枚を目指しております。

引き続きご協力よろしくお願いします。 
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・広報・公共イメージ向上委員会  菊地 貴 リーダー 

ロータリーの友記事紹介です。後ろから 26 ページに成田クラブの 9

月 17 日の活動記事が載っております。「かしの木園に家電を贈呈」、

移動例会でかしの木園をお邪魔したときの様子です。クラブの活動

がより一層わかるかなと思います。 

 

・第 1 グループホームミーティング 佐瀬 和年 リーダー 

今月 8 日の水曜日にＵ－シティーホテルで行います。受付 6 時、開

始 6 時半、ミーティング終了後に会食をいたしますので、終わりは

9 時 15 分から 30 分ぐらいになるかと思います。関係者はお間違え

のないようにお越し下さい。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 八街、白井、印西ロータリークラブ 

≪連絡≫ 

・2月のレート 116円 

・例会終了後、ちどりで役員、理事会が行われます。 

・ホームミーティング発表日は 3 月 31 日です。ミーティングの日程が決まり次第、幹事

に報告をお願い致します。また、移動例会が続きます。2、3 月は間違いのないように、各

自で確認をお願い致します。 

・現在会員 72 名 

 

◇ 卓話 

―自己紹介― 

宮﨑 修一 会員 

当社は今年で創業 69 年になります。会社を設立いたしま

して 45 年になります。私で 3 代目でございますが、現在後

継者もでき、お蔭さまで仕事も順調にきております。私が生

まれ育ったところは成田市三里塚の御料牧場の近くです。自

然豊かな所で、現在の御料牧場記念館の前に牧場の正門があ

りました。三里塚小学校の横には馬房がありその周辺には馬

をトレーニングする馬場がありましたが、その中をずっと入

っていきますと牛舎豚舎鶏舎羊舎の各部門があり、広大な土地にそういう部門が分かれて

おりました。そこで放牧飼育という方法で家畜を育ててまいりましたが、春には親戚身内

皆集まって花見をしたものでございます。牧草地周辺では四季折々色んな花が咲きとても

きれいな牧草地でした。 

私は高校を卒業いたしまして、川崎市の消防局に入所いたしました。そこで臨港消防署

に配属になり第 6 期のレスキュー隊に任命され、そこに５年ほどおりました。諸事情があ

り宮崎畜産株式会社に入社いたしました 。 
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現在私は全三里塚商和会と言う商店街の会長をしており 10 年目になりますが、商店街に

携わりいろいろ感じることがあります。脱会者が最近増えており、そこに歯止めをかけよ

うと一生懸命努力しております。脱会理由は経営者の高齢化、後継者がいない、今の時代

についていけないなど。商店街を活性化させようと思い、春にジンギスカン料理、暮れに

は福引抽選会をやります。福引抽選会では現金が当たると言うことでなかなかの人気です。

朝 8 時頃から皆さん並んで、10 時開始まで待っているような状態です。これにならいうち

の商店街としても年に 4、5 回イベントをしたいなと思っております。それには予算、人員、

開催場所に苦慮しているところであります。 

話は変わりますが、去年の 7 月頃から商工会議所の中で有志に集まってもらい 12 月半

ばにジンギスカン研究会（仮称）を発足しました。三里塚、遠山地区はジンギスカン発祥

の地ということで、今一度いきさつを申し上げます。 

明治八年に大久保利通の命により下総御料牧場に日本初の羊牧場が開設されました。そ

れに伴い、近隣の農家も羊を飼育するようになり、ジンギスカン料理という食文化が根付

いて参りましたが、何故羊牧場が開設されたか。昔の軍隊の外套などを作るためです。以

前は外国から羊毛を輸入して作っていましたが、コスト的に合わないということだったよ

うです。明治大正昭和と約 96 年間続きました御料牧場が、空港開設で閉鎖となり近隣に数

多くありましたジンギスカン料理店も今現在 2 件となりました。遠山地区の発展、活性化

の為にも皆さんに御協力していただきジンギスカン料理を広めたいと思っておりますので、

是非、宜しくお願いします。 

  

◇ ミニ卓話 

喜久川 登 会員 

少しお時間があるようですので、宮﨑会員と同級生の私か

らもお話させていただきます。 

私は二十代の頃から花粉症に苦しんでおり 40 年になりま

す。6 年前、還暦を迎え花粉症を楽しい季節にしようと実践、

今年で 6 年目です。2 月の 20 日から 4 月の 20 日までの二ヶ

月間、花粉のピークです。二十代の時、そこら中の病院に行

きましたが、誰一人病院のお医者さんは花粉症というのを認

知してくれませんでした。5、6 年苦しんだ時、イオンの近くの成田歯科診療所の同級生の

お母さんから紹介されたのが柏の耳鼻咽喉科です。ここの先生が花粉症だと教えてくれま

した。30 年前のことです。それまでは、疲れている、風邪だなどと薬を頂いて治療に通っ

ておりました。ある先生などは、運動不足だと言い、当時ゴルフをやっていたので、3 月、

4 月の一番良い季節、良し！と思い一生懸命ゴルフをやったら、次の日には高熱が出て発

作がでるという事を繰り返しておりました。やっと認知されてからは、花粉症をどのよう

に克服したらいいだろうと考えるようになりました。パーフェクトに逃げるには、非常に

簡単、飛ばないところへ行く！これしかありません。 

花粉の時期の二ヶ月前から、今年はこうしよう、ああしようと考えてウキウキしていま

す。成田空港から三時間飛べば、空気が綺麗で清々しく感じ、身体には何も起きません。

今回は 5,800 円ほどで奄美大島へ行きました。株もやっておりますので、食事、宿泊に関

する株主優待などをフル活用しております。7 年ほど皆勤でしたが、今は 60 パーセントほ
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どの出席で勘弁していただいております。 

また、還暦から“47 都道府県探訪の旅”を始めました。現在 30 県ほど終わりました。

その土地のロータリー事務所へ事前に FAX しておき、例会にお邪魔致します。そうします

と、事前に私のことをホームページで調べていらっしゃる方などもいて、他地区のロータ

リーの方といろんな交流ができます。全然知らないところへ行っても、ロータリーでの繋

がりが持てます。皆さんも、機会があったら違う世界を見てみてください。きっと楽しい

人生を歩むことができるのではないかと思います。 

 
第 9 回役員・理事会 

 

１．２、３月の例会及び事業、行事計画の確認 

2 月の予定  

３日 (金) 月初例会 第 9 回役員・理事会 

１０日 (金) 夜間移動例会 
 

場所：Ｕ-シティホテル 
メディア協議会 

 １７日 (金) 新酒を楽しむ会 
（長命泉） 

場所：ひかたや第二支店 

１８ (土) ＩＭ 日航ホテル 

 ２４日 (金) 休会 ＩＭ振替休会 

3 月の予定  

３日 (金) 通常例会 第 10 回役員・理事会 

１０日 (金) 移動例会 月桂樹・米屋観光センター 

 １７日 (金) 通常例会  

 ２４日 (金) 移動例会 迎賓館見学 

３１日 (金) 通常例会 ホームミーティング発表 

 4 月 16 日（日）印西ＲＣ50 周年 
                                          承認 

２．諸岡ガバナー年度体制（案）の件 
 今年度中に、次年度の会長・幹事でたたき台を作る                   承認 

３．ホームミーティングの件 
クラブより各班に 3 万円の補助 発表は 3 月 31 日                   承認 

４．米山記念奨学生世話クラブ変更の件   
2 月より市川南ロータリークラブへ移籍                        承認 

５．次年度米山記念奨学生の受け入れ可否の件 
 次年度は受け入れない                                承認 
６．インターアクト合同会議の件 
 欠席                                        承認 
７．今年度クラブ・個人表彰の件 
 クラブ奉仕 近藤博貴会員、会員増強・出席奨励 髙橋 晋会員 
奉仕プロジェクト 小宮山四郎会員                          承認 

８．銚子ロータリ－クラブ 60 周年記念式典の件 
 会長、幹事                                     承認 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、神﨑 誠 
高橋 晋、齊藤 三智夫、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
渡辺 孝、近藤 博貴 各会員 

2月 3日 第 9回役員・理事会 

成田 温、遠藤 英一、諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 2月 4日 区ロータリー財団補助金管理セミナー 
松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 2月 5日 次年度地区ガバナー補佐、委員長合同会議 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ５０ ２０ ７１．４３％ ７５．６％ 

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 

 


