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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 264６回例会 平成 27 年 3 月 6 日（金） 
 
◇ 出席奨励・退会防止委員会 小寺 真澄 委員長 

先月の出席率は６４．８５％でした。移動例会中でもビューホテルのフロントに出席表が

出ておりますので、是非メーキャップをお願いいたします。 

◇Ｓ．Ａ．Ａ．   小坂 裕巳 会員 

本日は、月初めとなりますので抽選で席を決めさせていただきました。普段と違う席なの

で、色々な会員の方と懇親を深めていただければと思います。 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ 誕生日 

滝澤尚二会員Ｓ15.3.30 

設楽正行会員Ｓ20.3.21 

石川憲弘会員Ｓ21.3.2 

川島利昭会員Ｓ38.3.20 

高橋正会員Ｓ36.3.31 

【２月分】 

喜久川登会員Ｓ26.2.20 

小坂裕巳会員Ｓ40.2.12 

音花昭二会員Ｓ43.2.25 

【1月分】神﨑 誠会員Ｓ33.1.17 

◇ 結婚記念日 

成田温会員Ｓ55.3.9、石川憲弘会員Ｓ57.3.2 

福田朗会員Ｈ7.3.31 

【２月分】大澤浩一会員Ｓ49.2.11 

 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 
金子公久様、小堀陽史様 

サッカー協会 
伊藤博宣様、早乙女清和様 

米山記念奨学生   
ムンクバトさん 
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◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：米山カウンセラーの堀口です。米山奨学生の

ムンクバト君の奨学期間が今月をもって終了となります。二年間、

カウンセラーとして関わりを持たせていただいたことに、皆様に

御礼を申し上げます。 

二年前、まだ成田ロータリークラブに転籍してきたばかりの私に、

理事会の皆様のご配慮でパストガバナーの平山金吾さんを顧問

につけて下さり、詳しい事情は存じ上げませんが、その後米山奨学生カウンセラーのお話

をいただき、更には一年間の奨学期間の予定がクラブ支援奨学生としてもう一年応援して

いただきました。感謝を申し上げます。 

地区に行きますと、成田ロータリークラブの存在感と影響力がこれ程とは存じ上げません

でしたが、殊に米山記念奨学会の副理事長を務められた平山さんの御存在そして成田ロー

タリークラブの特別寄付の実績は地区でも群を抜いており、ムンクバト君がこうした背景

を持つ成田ロータリークラブの皆様と二年間に渡り親睦・交流の機会をもたせていただい

たことはこれからの人生に大きな意味をもつことと思います。 

ムンクバト君は恐らく２７９０地区米山学友会の次期理事長になると思います。成田ロー

タリークラブの皆様とのつながりは今後も切らずに季節の挨拶、米山月間の世話クラブ訪

問などいろいろつながりを持ってくれるはずです。唯一心配は未だ就職が決まらず４月か

らは特別研究員として大学院に残るとのことですので、彼の就職が早く決まることを祈る

ばかりです。二年間、皆様にあたたかく応援していただいたことに御礼を申し上げ、ニコ

ニコさせていただきます。 

 

渡辺 孝 会員：地区大会に出席できませんでしたが、その席上

で３０年以上例会１００％出席ということで個人表彰されました。

これもひとえに会員皆様のご協力の賜物と思います。またそれ以

上に家族のバックアップがあればこそと家族にも感謝しておりま

す。今後も体力と気力の続く限り継続して参りたいと思っていま

す。それともう一点、高校３年生の孫が大学受験真っ最中です。

先日、早稲田の理工学部生命医科学科に合格いたしました。ＳＴＡＰ細胞論文問題で大き

く注目された理化学研究所の小保方晴子さんが卒業生ということで、非常に人気が高く、

定員３０名のところが１，０００名近い応募者があったそうです。 

 

滝沢 尚二 会員：先日、ＮＨＫに出ました。今、空港会社と国

交省、成田市で訪日外国人を少しでも増やそう、そして、トラン

ジェットの便宜を図ろうということでボランティアを募集し 

３９０人ほどの方が集まりました。日本語だけしか話せないとい

う方は２０名、それ以外の３７０名程は日本語以外の言葉も話せ

るという方たちです。東京からもいらっしゃいました。案内をし

て、お店や外を散策しお寺に行く。これからそういう方たちが増えてくるのかと期待して

います。 
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音花 昭二 会員：春は人事異動の時期でもありますが、この度

留任ということで内示を頂きました。成田支社３年目を担当しま

す。ロータリアンとしてこれからも精進して参りますので、引き

続きのご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

 

石橋 菊太郎 会員：昨日の朝、ＮＨＫの“あさイチ”で成田の

魅力全般にわたって放送しておりました。ゆめ牧場の穴掘り大会、

印旛沼の雑魚、お不動様、成田のお土産、民放では考えられませ

んが 1 時間半の枠ほどんどが成田の紹介でした。これからの成田

に向け大変嬉しいことでした。メディア協議会に新聞社が来てお

りますが、是非テレビ局なども入ったらいいのではないかと思います。もうひとつ、クラ

ブ奉仕委員会の委員のみなさんと陸前高田へ行ってきました。詳しい内容は委員会の委員

長さんからお話があると思いますが、その時、前日一ノ関に泊まりまして、よく使ってい

る京焼がありました。思いもかけず、京焼の水指 陶楽さんの作品が手に入りましたので

ニコニコいたします。 

 

国土交通省観光庁は、２０２０年に訪日外国人旅行者数２，０００万人に向けて、「観

光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４」（平成２６年６月１７日決定）

に基づき、トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ予定であったもの（国

際線通過旅客）についても、入国旅客への移行を図り、我が国の良さに触れてもらうこ

とで、訪日外国人旅行者の増加、更には、空港周辺地域の活性化や次の訪日につなげる

べく、平成２６年９月に「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」を設置し、具体的

項目について、検討を進めておりました。その成果の一つとして、本年３月 1 日より、

「Narita Transit Program」を開始することとなりました。 

〇「Narita Transit Program」とは 

 成田空港周辺において、日本の自然や文化等を体験できる魅力的な以下の５つのモデ

ルコース（ボランティア同行型３コース：セルフツアー型２コース）を設定し、提供す

る。 

【ボランティア同行型（全行程において、ボランティアガイドが同行）】 

 [1]成田市：成田山新勝寺と成田山表参道で日本文化体験 

 [2]芝山町：航空科学の歴史発見と航空機操縦体験 

 [3]多古町：日本人のふるさとの原風景“里山体験” 

【セルフツアー型（ボランティアガイドは同行しないが、参加特典などを付与）】 

 [4]イオンモール成田：イオンモール成田でショッピング&わくわくの「WA」体験 

 [5]酒々井プレミアム・アウトレット：ショッピングバスツアー 

【受付時間】9:00～12:00 

【受付場所】成田国際空港第１ターミナル／第２ターミナル 到着ロビー内トランジッ

トプログラム受付カウンター 
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平山 秀樹 会員：本日は、昨年１２月２７日に父、平山金吾会

員が物故して以来成田ロータリークラブのみなさまから多大なご

協力をいただいたことを真摯に感謝しニコニコさせていただきま

す。既に多数のニコニコで 1 時近くなっておりますが、この度は

このまま例会終了予定時間まで話せてしまうほどたくさんのご恩

をいただきました。１２月末の平山家としての通夜葬儀、２月 

２８日の平山建設主催の「平山金吾を偲ぶ会」のいずれも、みなさまからのご協力、ご支

援なくしては開催できませんでした。ちなみに、偲ぶ会の２月２８日は、本来金吾の８０

回目の誕生日となるべき日でありました。 

松田会長には偲ぶ会の発起人を御務めいただきました。直前にお願いすることになってし

まった献杯の御発声も二つ返事でご快諾いただきました。会長のお名前で心のこもった弔

電もいただきました。滝澤会員にも発起人になっていただき、文集にも大変熱いお言葉を

いただきました。豊田会員には、文集でも、ごあいさつでも金吾との思い出を語っていた

だきました。池内会員にも商工会議所会頭として発起人を御務めいただきました。 

深堀会員の成田ケーブルテレビ様には、金吾の生涯のビデオを作っていただきました。短

期間であれだけ感動的なビデオの作成は並々ならぬ社員の方のご苦労がありました。佐瀬

会員のアップル社さんには、金吾の生前の写真ボードを作っていただきました。大変好評

で会がはけてからもご覧になっている方がいらしたほどです。 

深山会員の成南協心社さんには、通夜葬儀から偲ぶ会までのすべてを取り仕切っていただ

きました。佐久間会員には葬儀の時、あふれるほどの生花をお出しいただきました。石橋

会員の菊屋さんからはおいしいお弁当をお届けいただきました。 

ことに、岸田会員が寺務長を務められる成田山新勝寺様におかれては、並々ならぬご協力、

お気づかいを賜りました。 

参列してくださった方々、お一人お一人のお蔭であり、お一人欠けてもこのような会には

なりませんでした。多くの方から、もっともっと金吾と話したかったと言っていただきま

した。亡くなっても思いを寄せていただき、金吾は本当に幸せです。ありがとうございま

した。 

成田ロータリークラブ、２７９０地区内のロータリークラブのみなさまはもちろん、全国

各地からロータリアンのみなさまが駆けつけてくださり、このたびほどロータリーの友愛

の深さ、暖かさ、大切さを感じたことはございません。ありがとうございました。主催者

として、遺族として、息子として感謝に堪えません。 

まして、成田ロータリークラブで金吾の「石碑」を建てていただけることにつきましては、

感謝のしようもないほど感激しております。 

会を執り行うにあたり、さまざまな至らない点、ご迷惑、ご不快な思いをおかけしてしま

った点があったかと思います。すべては施主、主催者であります私の責任です。お詫びも

うしあげます。 

なお、私どもの気配りが足りないため、幾人かの方に、「偲ぶ会」の文集がお手元に届いて

いないかと思います。事務局の黒須さんに何冊かお渡ししました。部数が足りず現在増刷

しております。よろしければお持ちください。供養と思ってお読みいただければ、これに

勝る喜びはございません。 
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小柳 政和 会員：２０１０年、夏の甲子園で成田高校がベスト４

になったのが記憶に新しいところですが、その時のキャプテンで３

番を打ってファーストを守っていたのが金子君と言うんですが、大

学を卒業して私共の千葉興業銀行に入社いたしました。配属が成田

支店。来週、挨拶に来てくれるらしいのですが、採用が決まった時

点でずっと逆指名をかけていたのですが、見事念願かない成田にゆかりのある子を採用す

ることができ嬉しく思っております。皆様のところに金子だと言って銀行から参りまして

金融商品の営業に伺った際には、多大なるお取り引きをいただけると信じておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

大澤 浩一 会員：小柳さんがお話になったので母校の校長として

ニコニコいたします。昨日高校の６７回目の卒業式を無事に終える

事ができました。平山さんの２番目のお子さんは３ヶ年皆勤と言う

ことで表彰されました。皆勤は３年間、遅刻、欠席、早退がない。

精勤は３年間で遅刻、欠席、早退が３回以内。３２４名中１７０名

くらい、５４％が精勤、皆勤でした。自分の学校の生徒ながら多いなあと感心しました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 皆さんこんにちは。今日は二十四節気の啓蟄です、一雨毎

に温かくなり虫が冬眠からさめるとされています。今朝会社

の日当たりの良いところで、ふきのとうが頭を出していまし

た。 

成田コスモポリタンロータリークラブから小堀様、金子様、

成田サッカー協会から早乙女様、伊藤様ようこそいらっしゃ

いました。ごゆっくりお過ごし下さい。 

そして、ムンクバト君ようこそいらっしゃいました、米山奨学生としてのバト君を世話

クラブとして１年の延長を加え２年間の支援をしてきました。ふり返ってみるとあっと云

う間に過ぎた２年間でしたが、バト君は大きく成長してくれました。このロータリー米山

奨学会は、外国人留学生に対し奨学金を支給し留学の目的を支援することと、もう一つ一

番大切なのは、ロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与することを目的としていま

す。バト君は大きく成長してくれましたのでこの様なお話ができます。日本中の一部のロ

ータリアンから、支援対象奨学生の国籍を問題視する発言が出ています、しかし先程お話

しした、ロータリーの理想の観点から見れば、政治的、思想的に日本と問題がある国籍保

有の奨学生にこそ、もっと支援を行い両国の橋渡しに育ってもらうことが大切な基本とす

るところです。 

そして報告として、昨夜５回目となる会長幹事会が白井で行われました。その席上で、

成田コスモポリタンロータリークラブの青木貞雄ガバナー補佐から、ガバナーノミニー就

任挨拶がありました。２０１６－１７年、当クラブでは石川会長年度にあたります。幹事

長は藤崎さん、副幹事長は林さん宮田さんの就任で、近々各クラブへご挨拶に伺うとのお

話でした。 
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◇ サッカー協会 

伊藤博宣様／早乙女清和様 

本日はお招きいただきありがとうございました。この度は、

格別なるご厚情をいただきこれからサッカー協会の中で大切

に使わせていただきたいと思います。また今回、ロータリー

クラブ杯争奪大会は５年生が中心となっております。６年生

はほとんど活動しておりませんので、５年生が来年に向けて

一生懸命がんばってくれると思いますので、応援よろしくお

願いいたします。 

 
◇ 奨学金の授与   

2013年度ロータリー米山記念奨学生 

2014年度クラブ支援ロータリー米山記念奨学生 

ボルジギン・ムンクバト 

成田ロータリークラブの皆さんへ 

 

 これまで二年間ありがとうございました。 

「二年」と軽々しく言いますけれども、振り返ってみ

ますと、この壇上には２４回も上がり奨学金をいただき

ました。それが私の７００日余りの留学生生活、研究生

活の支えになっていたことになります。お蔭様で、その

証に博士論文を完成し、念願の学位を得る予定でありま

す。成田ロータリークラブの皆さんには心から深くお礼

を申し上げます。二年間、三年度にわたり、小宮山会長、

遠藤会長と松田会長には大変お世話になりました。有意

義な時間を過ごすことができました。私は日本に来て１３年になりますが、「大相撲観戦」、

「成田祇園祭」、「ゆめ牧場月見例会」、「屋形船例会」などは初めての体験でした。２７９

０地区で成田ロータリークラブに奨学生として配属され、たくさんのイベントに参加し、

日本の文化を肌で感じる貴重な機会を得ることができてとても満足しております。いつも

私を成田駅とビューホテル間の送り迎え、親睦会の計画と案内、週報の編集と転送などを

してくださり、ありがとうございました。また、ロータリー財団・米山記念奨学生担当の

先生がたには大変お世話になりました。ありがとうございました。 

さらに、故平山金吾先生には、なんと言えばいいのか、お礼の言葉が見つかりません。

先生が生前に「日本とモンゴルの架け橋なってください」と言ってくださったその言葉を

胸に日々邁進してまいりたいと思います。皆さんどうか見守ってください。 

 そしてなんといっても、カウンセラーの堀口先生には大変お世話になりました。私に優

しく接してくださり、感謝しております。堀口先生から私は博士論文作成にあたりたくさ

んのご助言をいただきました。また先生は自分の保育園を見学させ、保育園の発表会や運

動会に誘ってくださり有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうござい

ました。これからもご指導、そしてお付き合いをさせてください。 

私の奨学生としての期間は今月で終わりますが、これかも成田ロータリークラブの皆さ

んと交流を深め、皆さんからのご助言とご指導を受けながら、お付き合いをさせていただ
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きたいと思います。次年度の佐瀬会長にお願いします、是非懇親会などに誘ってください。

さらに成田ロータリークラブの６０周年記念祝賀に大きな成果をお土産に参加することを

約束したいです。どうかよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

深山 一郎 会員（米山功労者） 

成田 温 会員 

（ロータリー財団第４回マルチプル／ポリオプラス） 

 
・クラブ広報   堀口 路加 委員長 

３月１３日例会終了後、委員会を開催いたします。 

議題は４月のメディア協議会についてです。 

 

・親睦    吉田 稔 リーダー 

４月８日（水）、２クラブ合同花見例会を米屋観光センターで開催い

たします。同日、ゴルフコンペを開催。 

 

・クラブ研修セミナー  遠藤 英一 委員長 

１３日、例会の中で第２回クラブ研修セミナーを行います。 

ＡＮＡの鈴木支店長にお話をお伺いする予定です。 

終了時間は１時４５分の予定。 

 
・奉仕プロジェクト委員会 設楽 正行 委員長 

先日、私と深堀会員、石橋会員、佐藤会員で陸前高田へ行って

きました。理由は、次年度は震災から５年目という節目の年であ

ります。それに向けて社会奉仕のリーダーである佐藤会員の提案

で、東北を励ます企画として成田山のゴマの火の前で歌を歌う所

から始まり、参道で歌い、最後にテイクオフするということで全

日空の格納庫の前でキャビンアテンダントなど従業員の方が歌

う、その企画に東北の特に復興の遅れている場所で歌ってもらい、それをケーブルテレビ

によって岩手、宮城、千葉県、関東に流そうではないかというものでした。まだ皆さんに

話をしなかったのは、もう少し煮詰めてからご協力を賜りたいと思っていたからです。 

当日、地震で大船渡線が運休、急遽レンタカーで行きました。東北地方の復興のシンボ

ルである一本松のある陸前高田と成田市との関係の中

で、まず陸前高田のロータリーと方と会おうというこ

とで行ってまいりました。しかし、まだまだ復興はな

らず、町もない、人もいない、そんな中で１８名の会

員の中で５名しか出席してしない状況でした。奥さん

を亡くした、二日間海の上を漂っていた、事業所は全

滅、話をしているとまだまだそういう気分にはならな

いということでした。私達が考えるよりも遥に震災の
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痛手は深いものであると実感いたしました。成田、陸前高田、様々な関係の中で焦らず慎

みながらなんとか実現できればと思っております。一旦この企画は小休止しようという結

論に達しました。 

 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・２クラブ合同花見例会、親睦ゴルフコンペのご案内（成田ＣＲＣ幹事） 

・モンゴル米山学友会定期レポート「新年会」（シルネン君） 

・成田市国際交流協会 NEWS LETTER３月号 

・週報 成田コスモポリタンＲＣ １月２月分、３月例会変更 

    印西ＲＣ 12/3-2/4、成田空港南ＲＣ １月分 

・2014-15年度地区大会記念野球大会のご案内  

4/23（木）ＱＶＣマリンフィールド 

・宇佐見ガバナーより地区大会参加へのお礼状 

・第９分区親睦ゴルフコンペ組合せ表 3/12（木）久能ＣＣ 

・千葉ＣＳＲシンポジウム 2015<公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 

・オクトンカタログ 2015年 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
第９回理事・役員会 

 
１．３月、４月の例会及び事業、行事計画の確認 
３月の予定  

６日 (金) 月初例会 第９回理事・役員会  
１３日 (金) 通常例会 例会時クラブ研修セミナー（例会時間 12:30-13:45） 

例会終了後 Ｒ財団・米山記念奨学委員会、クラブ広報委員会 
２０日 (金) 通常例会 卓話、第９回長期計画（CLP）委員会 
２７日 (金) 通常例会 通常例会、小泉成田市長卓話 

４月の予定  
３日 (金) 月初例会 第 10 回理事・役員会  

８日 (水) 二クラブ合同花見例会 成田ＣＲＣ幹事 
１０日 (金) 振替休会  

１７日 (金) 通常例会 クラブ協議会 ロータリー財団ポイント寄付、細則について 
２４日 (金) 月桂樹例会 栗山公園集合、米屋観光センター 

※３月 ８日（日）サッカー大会 成田市陸上競技場（中台） 開会式 08:00集合 閉会式 14:00集合 
３月１２日（木）第９分区親睦ゴルフコンペ 久能ＣＣ 
４月１４日（火） メディア協議会 Ｕ-シティホテル 18:00 
４月２９日（水）地区研修協議会 

２．地区委員推薦について 
   ロータリー理念研究委員会委員 松田泰長会長 

承認 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 2 月 14日 地区青少年委員会 

石橋 菊太郎、設楽 正行、深堀 伸之、佐藤 英雄 各会員 2 月 17日 陸前高田ロータリークラブ 

松田 泰長、堀口 路加、諸岡 靖彦 各会員 2 月 21日 地区大会第 1 日 

諸岡 靖彦 会員 2 月 27日 PETS 打合せ 

佐瀬 和年、平山 秀樹 各会員 3 月 4日 
成田コスモポリタンロータリークラ
ブ 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、神﨑 誠、遠藤 英一 
小柳 政和、佐久間 高直、小寺 真澄、石橋 菊太郎 

3 月 6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 

６５ ６４ ４３ ２１ ６７．１９％ ６２．５ 
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堀口 路加、深堀 伸之、吉田 稔、設楽 正行、長原 正夫 
小宮山 四郎、角田 憲司 各会員 

松田 泰長、諸岡 靖彦、堀口 路加、小寺 真澄 各会員 3 月 7日 地区チーム研修セミナー 

設楽 正行、近藤 博貴、遠藤 英一、松田 泰長、佐瀬 和年 
石川 憲弘、成田 温、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠 
大澤 浩一、佐久間 高直、甲田 直弘、佐藤 英雄、角田 憲司 
本宮 昌則、齊藤 三智夫 各会員 

3 月 8日 サッカー大会 

  

 

 

 

 

 

 

第８回 成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会 
少年サッカー大会 

期 日 平成 27 年 3 月 8 日（日） 
会 場 成田市陸上競技場 
主 催 成田市サッカー協会 
主 管：成田市サッカー協会 4 種委員会 
協 賛：株式会社メガスポーツ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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