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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2599 回例会 平成 26 年 3 月 7 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 ８３％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 小澤 美良 会員より 

今月も充実した大人の例会にご協力をお願い致します。 

先月、今年度初めて席を抽選で決めましたが、今月は第 4 週に行いたいと思います。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 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 

四街道ロータリークラブ 森本 次郎 様 

米山記念奨学生  ムンクバト 君 

 

◇ 誕生日 

滝澤 尚二 会員、設楽 正行 会員 

石川 憲弘 会員、 

【前月分まで】 

音花 昭二 会員、池内 富男 会員 

 

◇ 結婚記念日 

平山 金吾 会員、大木 健弥 会員 

成田  温 会員、石川 憲弘 会員 

福田  朗 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

阿部 慎一 会員：この度転勤になりまして、3 月 16 日には次の所

へ着任しなければならず、大変慌ただしい中で皆様にお話させてい

ただきます。3 年弱、成田ロータリークラブに所属させていただき

まして、非常に有意義な時間と成田とはこういう所だという事を皆

様方に教えて頂いたような気がいたします。次は栃木県の那須です。

ホテルビューパレスか関連施設でありますりんどう湖ファミリー牧

場へ行くことになりました。皆様方の来館をお待ちいたしておりま

す。後任は少し遅れるかもしれませんが、成田で営業など担当しておりました川島が参り

ます。引き続き宜しくお願い致します。 
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堀口 路加 会員：一昨年の 12 月に十分な準備のない中スタートした

昭苑幼稚園の園舎改築工事が無事終わり、2 月 25 日に竣工引渡しを受

けました。どんな仕事でも厳しい局面があるもので、今回は困難の連

続でしたが、多くの人の応援と協力、職員の忍耐によって支えられま

した。一つの節目を無事迎えられましたのでニコニコさせていただき

ます。 

 

設楽 正行 会員：2 月 21 日のＩＭには、皆様に大変ご協力を賜り大

過なく終わったという事で感謝申し上げます。ＩＭに関しまして二点

ほどお話させていただきます。成田コスモポリタンＲＣの飲み友達が

「設楽さんに顔を合わせると中桐さんの顎しか写らないし、中桐さん

の顔に合わせると、設楽さんの頭にしか写らなくて非常に写真を撮る

のに苦労した」と言われてしまいました。もう一点、中桐先生の講演

の全文を週報に載せていただきました。御苦労をおかけしました。ありがとうございまし

た。 

 

諸岡 靖彦 会員：サラリーマンの愛読紙『夕刊 フジ』に小生の取

材記事が、＜トップ直撃＞として、大きく掲載されました。昨年 11

月に 平山秀樹会員のことがこの夕刊紙に載りましたが、同じ記者の

方が取材に来ました。新しい客層に知っていただければ嬉しいことで

す。 

 

佐藤 英雄 会員：先月 2 月 25 日でロータリーに入会し丁度 3 年経

ちました。私が入会した日の卓話は成田国際空港の森中社長でした。

ハイクラスのクラブに入り私ごときが務まるか心配でした。この 3 年

間の中で特に印象に残っているのは「お菓子放浪記」の上映会です。

当時、職業奉仕委員長であった石橋さんが、間違えたのか先見の明が

あったのかわかりませんが、プロジェクト委員長をやれと言われまし

た。私はまだ入会して半年でした。皆さんの名前もまだわからない中

でやっていくことになりましたが、成田ロータリークラブの素晴らしさは会員の皆さんの

協力。そして各人が地域の団体のトップになっている方ばかりなので、チケット販売目標

の 2,000 枚を軽く超え 2,400 枚。天気が悪かったので入場者は 1,300 名ほどでしたが、最

低の目標は達成できたかなと思っております。そのチャンスをいただ

けた私は幸せ者です。 

 

長原 正夫 会員：ロータリーからも先月誕生日という事でお祝いを

いただきましたが、思いがけず、社員から還暦だということでプレゼ

ントを貰いました。ゴルフ帽子、ケーキにお酒、感謝の気持ちを込め

ましてニコニコいたします。 

 

森本 次郎 会員（四街道ロータリークラブ）：大変ご無沙汰いたし

ております。本日は、成田ロータリークラブの皆さん、大澤校長先生

はじめ成田高校関係者の皆さん、そして平山建設の平山秀樹社長、創

業者の平山金吾パストガバナーへ御礼のご挨拶に伺いました。と言い
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ますのも、夏にボランティアバスをやったことは皆様にご報告させていただいたかと思い

ます。その時に、成田高校のインターアクト（平山社長の御嬢さん、私の息子が所属して

います）の皆さんに参加して頂きいい経験になったかと思いますが、秋口に平山社長から

電話があり、山元町の仮設住宅に 120 本のベッドとドレッサーを寄付したいと申し出があ

りました。山元町と掛け合いましたら、お役所や社会福祉協議会は非常に考えが硬く仮設

住宅全戸分ないと申し出を受け付けないということでした。全部で仮設住宅は 600 戸ほど。

困ったなあと思っていましたら、私たちの支援先である斉藤ご夫妻がチラシを作って、各

仮設住宅に配って集計して下さり、地元の被災者の方々も大変有り難い申し出だと非常に

喜んで下さり、2 月 23 日、現地へ持っていきました。「本当に無料なの」と大変喜んで下

さいましたので成田山に参拝することがあったら、平山建設さんを思い出して下さいとお

話をさせていただきました。ボランティアの輪が広がったことに感謝申し上げます。後程

平山社長に感謝状と副賞も用意しておりますのでお渡ししたいと思います。 

 

平山 秀樹 会員：只今過分なお言葉をいただきまして、身の置き所

がない気持ちでございます。正直に申しまして、以前マンション用に

購入していたものがございましていかがかなと軽い気持ちで申し上

げました所、森本社長さんが真摯に受け止めて下さり、段取りをして

いただき実現することが出来ました。本当に感激しております。同行

しました湯浅といううちの役員がおりますが、森本会員が毎月これだ

けの道のりをやってきたなんて本当に素晴らしい、尊敬しますと申し

ておりました。多くの物資を持ち、尚且つ向こうで奉仕活動をするのは大変だと思います。

またインターアクトクラブの活動がきっかけとなりこのような事に繋がり、本当にありが

たい思いでいっぱいです。ＮＰＯグリーングリーンさんの活動報告にも載せていただきま

した。それともう一つ、かねてより弊社の隣地に建設させていただいておりましたマンシ

ョンが竣工し 2 月 28 日にお施主様にお引渡しし、それをＡＮＡファシリティズさん、Ａ

ＮＡグループの皆様のところにお引渡しすることが出来ました。私としましては、多くの

全日空グループの方がここにお住まいになられ一人でも多く成田を故郷と親しんでいただ

けるような仕事に繋がればいいなと心の底から思っております。名前も“アズーロ京成成

田”と決まりました。“アズーロ”はイタリア語で“ブルー”。そこにもお施主様の全日空

グループ様への祈り、期待がかかっているのではないかと思っている次第です。 

 

石川 憲弘 会員：先日の“新酒を飲む会”で、深堀会員、日暮会員

と隣同士になりました。そこで“そば同好会”を作ろうという話にな

りました。同好会となるとクラブに負担になるかもしれないので、研

究会にしようということになりました。この研究会は、自分でそばを

打つのではなく食べるだけです。みんなで成田じゅうのお蕎麦屋さん

へ行き番付をしようという研究会です。まず最初はエアポート成田ア

スレチックの隣にある『竹一』。74 歳で蕎麦屋を開業、毎日新聞や読

売新聞にも取り上げられました。メニューは少ないのですが大変美味しいです。3 月 25 日

火曜 1 時半現地集合。私か事務局の黒須さんへお申し込みください。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。本日も多数の「ニコニコ」を頂きましてありがとうございます。たと

え「会長挨拶」の時間が削られてもありがたいことです｡ということで、本日予定してきた

挨拶をかなり端折ってお話いたします。 
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さて、私にとって２月は最近になく慌てたひと月でした。

まず、２月９日の日曜日午前中に「成田市消防出初め式」に

参加し、午後は久しぶりの雪かきをしました。その後、数十

年ぶりにインフルエンザに捕まり、１４日の例会にも出られ

ず、１８日のメディア定例協議会にも出られず、皆様に大変

ご迷惑をおかけいたしました。その後、念のため２つの医療

機関で「治癒証明」を貰って、ようやく２１日のＩＭと、２

４日の久しぶりの「新酒を楽しむ移動例会」に出席すること

ができました。ただ、この時期の１週間の怠けのしっぺ返しは倍返しどころではなく、ま

ず、次々に上がってくる確定申告書の確認のかたわら、当株式会社遠藤会計事務所の１２

月決算と申告、いやおうなしに３０歳代くらいの仕事量をこなさなければなりませんでし

た。 

 明日、８日の午後には気仙沼より鹿折（シシオリ）ＦＣ少年サッカー・チームが成田に

到着します｡明日の行事は到着時間により変わる可能性がありますので、奉仕プロジェクト

委員会を中心に応接いたします。９日の日曜日には中台運動公園の陸上競技場において午

前８時から午後４時前後まで「成田ロータリークラブ杯争奪少年サッカー大会」が成田市

制施行６０周年記念行事の１つとして開催されます。是非、多くの会員の皆様とご家族の

観戦と応援をお願いいたします。 

 ここで訃報がございます｡当クラブ深堀会員のご令室がお亡くなりになりました。式次第

等はすでに皆様方にＦＡＸにて通知されていることと存じますが、改めて心よりご冥福を

お祈りいたします。 

また、「一言、言わせろ」コーナーも割愛させていただきます。今後とも、よろしくご意

見をお寄せください。最後になりましたが、四街道ロータリークラブの森本様、そして米

山記念奨学生のムンクバト君、本日は成田ロータリークラブの例会にようこそお越しくだ

さいました。楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。 

 

◇ 奨学金授与 

米山記念奨学生  ムンクバト 君 

 

◇ 委員会報告   

・奉仕プロジェクト委員会 矢島 紀昭 委員長 

成田ロータリークラブ杯サッカー大会のご連絡です。 

8 日 14 時に気仙沼鹿折ＦＣ成田到着、成田山へ参拝、成田空港管

制塔を 1 時間見学予定 

9 日 8 時開会式（成田ＲＣ会員 7 時 40 分集合、ジャンパー着用） 

16 時閉会式 

 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

3 月は識字率向上月間です。今月のおススメの記事は１５ページ 

「あれから 3 年、、、ロータリーの支援活動は続いています」に各地

のロータリーが行っている支援活動の記事が掲載されています。ま

た１８ページのＲＩ指定記事は、次年度の会長です。最後に３６ペ
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ージ、「ありがとう、ロータリアン！」今回はウズベキスタンの奨学生の記事です。東京恵

比寿ＲＣの司葉子さんが感想を寄せられていますので、是非お読みください。 

 

◇ メジャードナー表彰 

クリスタル製認証品とメジャードナーの襟ピン授与 

  諸岡 靖彦 会員 

 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１. 成田コスモポリタン RC 創立２０周年記念祝賀会開催の案内         

 ５月１４日（水） 点鐘 １６：００  祝宴 １８：００ 成田ビューホテル 

      記念卓話 藤田尚弓様「人を動かすコミュニケーション」 

２．高松南 RC  メイクアップのお誘い                 

会長 マスウド・ソバハ二氏 ペルシャ人 

    瀬戸内海国立公園指定８０周年／高松国際ピアノコンクール 

３．ガバナー事務所より 

   地区社会奉仕セミナー開催のご案内 ３月１４日（金） １３：３０～ 

４．国際奉仕委員会より 

  Newsletter 第６号         

５．多古 RC より  

 ３月例会のお知らせ        

６．成田 CRC、八街 RC、富里 RC、成田空港南 RC より週報   

７．クラブ研修セミナー、新会員歓迎会、2 クラブゴルフ＆花見例会      

＜ご連絡＞ 

１． 使用済み切手の回収      石川会員まで 

 

◇ 卓話 

「稲むらの火」にちなんで 

近藤 博貴 会員 

平成 23 年 3 月 11 日、東日本大震災が起きてから３年になろうとしています。この地震

による大津波のあと津波に対する注目度が一段と高まりました。宮古市重茂秋吉地区には

「高き住居は児孫の和楽、想え惨禍の大津浪、此処より下に家を建てるな」という石碑が

あり、先祖の教訓が生かされ、海岸から数百メートル以上離れた坂上に住居を建て、犠牲

者が減ったという話もあります。 

「稲むらの火」という話を聞いたことがありますか？戦前文部

省が国語読本として採用していた文章をレジュメにしておきまし

た。この話は江戸時代末期、今から 160 年ほど前に和歌山県で起

きた地震のあと津波を予想し、稲むらに火を放ち村人たちを救っ

たという話です。この話の原本は小泉八雲の小説「仏陀の畑の落

穂拾い」の中の A Living God という部分で、国語読本の文章は、
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中井常蔵という教員が八雲の小説の一部分を教科書用に要約したものです。この話の主人

公が濱口梧陵(儀兵衛)という人物で、銚子のヤマサ醤油の 7 代目の経営者です。次に濱口

梧陵の事績を挙げましたのでご覧ください。 

 「稲むらの火」は、安政元年 11 月５日(1854 年 12 月 24 日)の夜、紀伊国広村（和歌山

県有田郡広川町）で安政南海地震が発生した。この地震による大津波を予想し、濱口梧陵

（当時３５歳）は自分の田にあった藁の山に火を付け、安全な高台にある八幡神社への誘

導路を示す明かりとし、速やかに住民を救済した。結果として、村人の 9 割以上を救った。 

[物語は史実と一部異なる部分がある。] 

濱口梧陵(1820.7.24.～1885.4.21.)は、紀州湯浅の醤油商人である濱口分家七右衛門の長

男として生まれた(幼名七太)。１２歳で本家(濱口儀兵衛、醤油醸造業を営む)の養子となり

(儀太と改名)銚子に移る。 

その後若くして江戸に上って、佐久間象山の門を叩き開国論者となる。また勝海舟とも

交友を深める。海外留学を志願するが、開国直前の江戸幕府には受入られなかった。嘉永

６年(1853)七代目の濱口儀兵衛を相続し、銚子ヤマサ醤油の経営を行なうと共に、故郷の

広村の名主として両地域を往復していろいろな事業を行なった。実業家、社会事業家、政

治家でもある。（梧陵は雅号） 

○ 社会事業 

・嘉永 5 年(1852)同業の濱口吉右衛門、岩崎重次郎とともに広村に那耆病院を創り、「耐久

舎」(現在の和歌山県立耐久高校)を開設して後進の育成を図った。 

・安政元年(1854)安政南海地震後の津波の被害の復旧につとめ、４,６６５両という私財を

投じて破壊した橋や堤防を約 4 年かけて修造した。これらに必要な資金は、ヤマサ醤油か

ら得られた利益の大部分を当てたといわれている。 

・昭和２１年１２月２１日に起きた南海道大地震後の津波では、かって海岸に築いた堤防

で村を救った。広川町は有田市の南東約１０km にある町で、三角形状の海岸の奥にあり、

津波により被害を受けやすく、昔から被害にあっている。 

・文久 3 年(1862)医者の関寛斎は佐藤泰然(順天堂)の推薦により、梧陵の支援を受けて銚子

で医院を開業し、銚子でコレラの防疫にも当った。 

○ 政治家 

・慶応４年（1868）商人の身ながら異例の抜擢を受けて、紀州藩勘定奉行に任命されるな

ど藩政改革の中心に立ち、紀州藩・和歌山県の近代化に尽力した。 

・明治 4 年（1871）大久保利通の要請で、初代駅逓頭（えきのかみ）に(後の逓信大臣に相

当)就任したが、次官の前島密との確執もあり半年足らずで辞職した。 

・明治１３年（1880）和歌山県初代県会議長に就任した。・明治１８年（1885）夢であっ

た世界旅行に出発したが、ニューヨークの病院で胃がんのため病没した。満６６歳 

＊注 安政の大地震や幕末の混乱期のため、しばしば改元が行なわれた。 

嘉永（1848～1854）安政（1854～1860）文久（1861～1864） 

元治（1864～1865）慶応（1865～1868）明治（1868～1912） 

 終りに、私たちは常にいろいろな災害に直面する機会があります。災害に関する情報は

公的機関が提供してくれていますが、こうした情報を受入れて状況を判断し、どう災害に

対処するか、避難するかなどの決断をするのは個人の判断にかかっています。普段から心

の準備をしておく必要があるかと思います。 
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稲むらの火 

 

「これは、ただ事でない。」 

とつぶやきながら、五兵衛は家から出て来た。今の地震は別に烈しいという程のものでは

なかた。しかし、長いゆったりとしたゆれ方とうなるような地鳴りとは、老いた五兵衛に

今まで経験したことのない無気味なものであった。 

五兵衛は自分の家の庭から心配げに下の村を見下ろした。村では、豊年を祝うよい祭り

の支度に心を取られて、さっきの地震には一向気がつかないもののようである。 

 村から海へ移した五兵衛の目は、忽ちそこに吸附けられてしまった。風とは反対に波が

沖へ沖へと動いて、見る見る海岸には、広い砂原や黒い岩底が現れて来た。「大変だ、津波

がやって来るに違いない。」と五兵衛は思った。此のままにしておいたら四百の命が村もろ

共、ひとのみにやられてしまう。もう一刻も猶予は出来ない。 

「よし。」 

と叫んで家にかけ込んだ五兵衛は、大きな松明を持って飛びだして来た。そこには取り入

れるばかりになっている、たくさんの稲束が積んである。 

「もったいないが、これで村中の命が救えるのだ。」と五兵衛はいきなりその稲むらの一つ

に火を移した。風にあおられて火の手がぱっと上がった。一つまた一つ、五兵衛は夢中で

走った。こうして自分の田のすべての稲むらに火をつけてしまうと松明を捨てた。まるで

失神したように、彼はそこにつったまま沖の方を眺めていた。 

日はすでに没して、あたりがだんだん薄暗くなって来た。稲むらの火は天をこがした。

山寺では、此の火を見て早鐘をつき出した。「火事だ。庄屋さんの家だ。」と、村の若い者

は急いで山手へかけ出した。続いて老人も女も子供も若者の後を追うようにかけ出した。 

 高台から見下ろしている五兵衛の目には、それが蟻の歩みのように、もどかしく思はれ

た。やっと二十人程の若者が、かけ上がって来た。彼らはすぐに火を消しにかかろうとす

る。五兵衛は大声に言った。「うちゃておけ。大変だ。村中の人に来てもらうんだ。」村中

の人は追々集まって来た。五兵衛は後から後から上がって来る老若男女を一人一人数えた。

集って来た人々は、燃えている稲むらと五兵衛の顔を代るがわる見くらべた。 

 その時、五兵衛は力一ぱいの声で叫んだ。「見ろ。やって来たぞ。」 

 たそがれの薄明かりをすかして、五兵衛の指さす方を一同は見た。遠く海の端 

に、細い暗い一筋の線が見えた。その線は見る見る太くなった。広くなった。非常な速さ

で押寄せて来た。 

「津波だ。」 

と誰かが叫んだ。海水が絶壁のように目の前に迫ったと思うと、山がのしかかって来たよ

うな重さと百雷が一時に落ちたようなとどろきとをもって、陸にぶつかった。人々は我を

忘れて後へ飛びのいた。雲のように山手へ突進して来た水煙のほかは何ものも見えなかっ

た。人々は自分らの村の上を荒狂って通る白い、恐ろしい海を見た。二度三度村の上を海

は進みまた退いた。 

 高台ではしばらく何の話し声もなかった。一同は波にえぐり取られて、あとかたもなく

なった村をただあきれて見ていた。 

 稲むらの火は風にあおられて、また燃え上がり夕やみに包まれた。はじめて我にかえっ
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た村人たちは、此の火によって救われたのだと気がつくと、無言のまま五兵衛の前にひざ

まづいてしまった。 

 

                    「文部省 尋常科用 小學國語讀本 巻十」より  

                                 注 現代かなづかい、当用漢字に直した。 

 

千葉県の醤油醸造業と商標 

 

◎ ヤマサ醤油 

 和歌山県有田郡湯浅村(現湯浅町)は、古くから醤油醸造業が盛んな土地でした。 

１６４５年(天保２年)紀州出身者が銚子で漁業に成功したことに触発され、湯浅村の隣

の広川村(現広川町)の濱口儀兵衛は銚子で醤油醸造を始めたようです。 

 ヤマサの暖簾は当初「山笠」にキでしたが、徳川家の御用船が同じ印を使用していたの

で、キを横にしたところ、サに見えることからヤマサが通称になったといわれています。

マークの右上に「上」の文字が入っていますが、徳川幕府から「最上醤油」の称号が与え

られたということを示しています。ヒゲタ醤油のマークは左上に「上」の字が入っていま

すが、ヤマサと同じ意味と思います。 

ヤマサの現社長は、第１２代は濱口道雄氏です。 

 

◎ ヒゲタ醤油 

 １６１６年(元和２年)銚子の豪農田中玄蕃が、西宮の酒造家真宜九郎右衛門の勧めで醤

油の醸造を始めました。関東で最も古い醤油醸造家だそうです。その後銚子には田中家の

ほか濱口家（ヤマサの遠縁）、深井家などの醤油醸造家があり、１９１４年（大正３年）に

三つの蔵が合併し、銚子醤油合資会社を設立しました。１９７６年(昭和 51 年)ヒゲタ醤油

株式会社に改名しています。 

ヒゲタのマークの由来はいくつかありますが、一説には初め入山田のマークを筆で書い

たとき、田の字から墨が垂れてヒゲのように見えたところから、周囲がヒゲタと言うよう

になったという説があります。また、醤油醸造に必要な井戸の場所を夢でヒゲの仙人が教

えてくれたという説もあります。現在の代表者は濱口敏行氏です。 

 

◎ キッコーマン 

 １９１７年（大正６年）野田市にあった８家の醤油醸造家が合同して、野田醤油会社を

作り、会社の創立に際し統一商標を「亀甲萬」としました。「亀甲」は香取神社の山号で「鶴

は千年、亀は萬年」の言葉を組み合わせたと言われています。会社創立当初に香取神社に

関係のある者がいたのではないかと思われます。１９２７年（昭和１２年）にヒゲタ醤油

と資本提携が成立しています。現社長は茂木友三郎氏です。 

 

 

 

 

http://www.yamasa.com/


 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広川町 広村堤防築造の感恩碑  銚子市 ヤマサ工場内の梧陵濱口君紀徳碑 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
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※メールアドレス変更のお知らせ（登録の変更をお願い致します） 

・設楽正行会員  sidara@takashou.biz 

・秋葉博行会員  aboss@yumebokujo.com 
 
 

第 9 回 理事・役員会 
 
１．今後の行事日程について 
  ３月の予定                                     
     ３月 ７日（金）  通常例会 卓話 近藤 博貴 会員 第 9 回理事・役員会 
     ３月１４日（金）  夜間例会 会場ビューホテル 17：00 クラブ研修セミナー 18：30 新入会員歓迎例会 
     ３月２１日（金）  祭日休会 
     ３月２８日（金）  通常例会 卓話 音花 昭二 会員／クラブ協議会（定款、細則及び内規変更） 
  ４月の予定                                     
     ４月 ４日（金）  2 クラブ合同ゴルフ＆花見例会 於：米屋観光センター 第 10 回理事・役員会 
     ４月１１日（金）  通常例会 卓話 スペシャルオリンピックス 金子氏 
     ４月１８日（金）  移動例会 栗山公園 11：30 集合 昼食／米屋観光センター 卓話：小泉市長 
     ４月２５日（金）  通常例会 卓話予定 

※3 月 8 日、9 日成田 RC 杯サッカー大会 
※3 月 14 日地区社会奉仕セミナー 角田委員長、成田幹事出席予定 
※3 月 15 日米山奨学金修了式＆歓送迎会 
※3 月 26 日地区ＲＬＩ研究会 Part３ 
※3 月 27 日成田コスモポリタン RC 創立 20 周年記念ゴルフ大会 久能カントリー 
※4 月 4 日千葉南ＲＣ創立 50 周年記念式典（松田エレクト出席予定） 
※4 月 15 日メディア定例協議会 Ｕ―シティホテル 18：00 より 
※4 月 22 日冨里ＲＣ創立 30 周年記念式典                           承認 

２．ホームミーティングの件 
  テーマ「今後のロータリー活動について」4 月～5 月実施、5 月 30 日発表予定 クラブ負担金 5,000 円／人 
                                                   承認 
３．2 クラブ合同ゴルフ＆花見例会の件 

会費 7,000 円、三味線演奏、コンパニオン、懇親会時ゴルフ表彰                    承認 
４．成田ＣＲＣ20 周年記念祝賀会の件   

会員登録 1 万円×64 名＝640,000 円                                 承認 
５．市原ＲＣ50 周年記念式典・祝賀会の件 

設楽ガバナー補佐出席予定                                     承認 
６．第 10 回理事・役員会の件 
  4 月 4 日（金）米屋観光センター 17：00 より                            承認 
７．成田ロータリークラブ定款・細則・内規改定の件 

3 月 28 日、クラブ協議会予定                                    承認 

8．設楽ガバナー補佐よりＩＭ収支報告の件 

別紙参照                                              承認 

９．深堀伸之会員 御令室 紀子様ご逝去の件 

  御花料 10,000 円、生花 15,750 円                                 承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

設楽 正行、石橋 菊太郎、松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 2 月 3 日 地区 RLI 実行委員会（第２回）  

池内 富男、日暮 俊久、仲村 盛政、小川 賢 各会員 2 月 25 日 囲碁同好会 

松田 泰長、諸岡 靖彦、佐瀬 和年、佐藤 英雄 各会員 3 月 2 日 地区 RLI パートⅡ 

喜久川 登 会員 3 月 4 日 鹿児島東南ロータリークラブ 

石指 雅啓 会員 3 月 5 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

平山 金吾、諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 3 月 8 日 地区チーム研修セミナー 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、神﨑 誠、諸岡 靖彦 
設楽 正行、小澤 美良、小宮山 四郎、小川 賢、平山 秀樹 
矢島 紀昭 各会員 

3 月 7 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 

６４ ６３ ４２ ２１ ６０．６７％ １００％ 

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 

 

mailto:sidara@takashou.biz
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被災地復興、東北支援事業 

成田市制施工 60 周年記念・成田市サッカー協会 30 周年記念 

 成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会 
開催日 平成 26 年 3 月 9 日（日） 
会 場 中台運動公園 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 第 4 種部会 
後 援：成田市教育委員会／成田市体育協会／成田ロータリークラブ 

株式会社メガスポーツ・オーソリティ成田店 
（公財）成田市スポーツ・みどり振興財団 

開会式 8：00～8：20  
 黙とう  
 大会会長挨拶 小泉 一成 氏 
 大会副会長挨拶 成田ロータリークラブ会長 遠藤 英一 氏 
 選手宣誓 成田ＦＣ 小倉 駿斗 君 
 写真撮影  
閉会式 16:00~16:30  
 成績発表  
 表彰  
 大会副会長講評 成田市サッカー協会会長 伊藤 博宣 氏 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気仙沼を朝 6時に出発し午後 1時半に成田到着。途中ゆっくり休憩をとり７時間半かけて来てくれました。その後、

すぐに成田山参拝。子供達は一気に階段を駆け上がり本堂へ。岸田会員より勝守をいただきました。この勝守は「試

合に勝つ！」と言うだけではなく、「己に勝つ！」それが一番大事ですよ、と岸田会員のお言葉。 

その後、石指会員のご厚意で成田国際空港へ。ここではランプコントロール（昔の管制塔）の中を見学させていただ

きました。この上の階では、実際にＮＡＡの職員の方が２４時間体制で飛行機を誘導されており、その声がリアルタ

イムで見学している階に流れ、双眼鏡を手に子ども達は身を乗り出して飛行場を覗き込んでいました。見学中に、前

の飛行機との距離が詰まりすぎてゴーアラウンドする飛行機も。１日６００機の離着陸が行われる成田空港でもなか

なか見られない光景に、子供達も大興奮でした。 
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３月８日（土）Ｕ―シティホテルでのレセプションではサッカー協会の方々のご協力で、楽しく賑やかなパーティー

となりました。鹿折ＦＣの菅原洋一代表には津波の引いたがれきの中から見つけ出したホイッスルとストップウォッ

チとして使っていた時計を見せていただきました。また、当日選手たちが着用したユニフォームも、津波で流された

車の中から発見されたものです。サッカーの練習をするグラウンドも津波でなくなり、何度もやめようと思われたそ

うですが、ユニフォームが無事だったり、こんなに小さなホイッスル、時計が見つかった時は「まだまだやめるなよ！」

と言われたような気がしたそうです。試合当日は、なかなか向こうで練習できない芝のコートに大変感激され、子供

達にゲキを飛ばす菅原代表の姿がとても印象的でした。 


