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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 識字率向上月間 ～～ 

第 2551 回例会 平成 25 年 3 月 8 日（金） 

 

 

 

 

 

於：成田Ｕ－シティホテル 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     角田 憲司 会員 

◇ ニコニコボックス 

甲田 直弘 会員：本日は、新入会員歓迎例会に当ホテルをご利用いただきありがとうご

ざいます。感謝の意を込めてニコニコさせていただきます。 

小宮山 四郎 会長：昨日、第 9 分区の親睦ゴルフがあり当クラブが当番幹事ということ

で会員 12 名参加しました。結果は団体で 2 位、シニアの部で矢島会員が優勝、皆さん大

変頑張っていただきました。 

成田 温 会員：昨日の第 9 分区親睦ゴルフで、怪我もなく無事にそして和やかに終了い

たしました。 ゴルフ担当として御礼申し上げます。 

平野 省二 会員：今日、この例会の前に新入会員の研修会を行いました。3 年未満 7 名、

全部で 25 名ほど、素晴らしい研修会ができました。 

角田 幸弘 会員：先日香港へ行きまして、泊まったホテルの裏を散歩しておりましたら、

公園にロータリーマークがありました。それはタイム

カプセルで 50 年後に開けろとなっておりました。よ

く読んでみましたら 2003 年ＳＡＲＳ騒ぎの時に殉職

された医師や看護士の像を作ったということで 8 人ぐ

らいの若い方の像がありました。立派なことをされて

いるなと感心すると同時に、世界中にロータリークラ

ブがあることにより他の土地でロータリーを感じるこ

とが出来て非常に嬉しかったです。           【香港公園】 

中村 盛政 会員：昨日の第 9 分区親睦ゴルフに参加させていただき、印西、八街、富里

の方とご一緒させていただき、成田のホストとしての接待が非常に行き届いていると喜ば

れました。お陰様で気を使いすぎてメーカーになってしまいました。しかし、非常に楽し

い 1 日でした。当日はクラブジャンパー着用となっておりましたが、うっかり忘れてしま
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いました。ペナルティーとして、ニコニコいたします。 

小川 賢 会員：仲村会員と同じく、私もクラブジャンパー着用ということはしっかり覚

えていたのですが、温度が 18 度になるということで何を着ようかとあれこれ迷い荷物を出

し入れしておりましたらすっかり忘れてしまいました。 

石川 憲弘 幹事：去年の 9 月 25 日、地区大会の日にあばら骨を折ってしまい、ゴルフ

は全くやっておりませんでした。しかし昨日はホストクラブなので無理をしてやりました

ら、なんとか４９、４７で 100 を切ることが出来ました。 

小泉 英夫 会員：私もクラブジャンパーを忘れてしまいました。 

吉田 稔 会員：私はロータリークラブのゴルフデビュー戦でした。近藤会員と一緒にま

わり元気をいただきました。ありがとうございました。 

矢島 紀昭 会員：昨日の第 9 分区親睦ゴルフシニアの部で優勝いたしました。景品に山

邦さんのフルーツを沢山いただき、女房に大変喜ばれました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

皆さんこんばんは。今日は新入会員の歓迎会です。大いに親睦を深

めていただきたいと思います。先ほど 5 時からは入会 3 年未満の新入

会員の研修セミナーで「ロータリーの歴史を知る」をテーマに勉強会

をしていただき、ＤＶＤ「初期のロータリーを顧みて」を鑑賞し、そ

の後、諸岡ディスカッションリーダーによる質疑応答で活発

な意見が交わされ、親睦についても十分理解されたことと思

います。昨日、第 9 分区親睦ゴルフが当成田ロータリークラ

ブのホストにより、大栄カントリークラブで絶好なゴルフ日

和の中開催され、成田ロータリークラブからは 12 名の参加で

分区の中では 1 番大勢の参加でした。私としては幹事クラブ

としての面目が保てたという事で大変感激しております。参

加された皆さん、本当にご苦労様でした。成績も団体で準優

勝、個人では矢島会員がシニアの部で優勝、とそれぞれの会
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員が活躍をされました。少し振り返ってみますと、6～7 年前は当クラブからの参加者は 3

～4 名が定番で、団体戦も最下位が定石でした。現在、会員の団結の大きさをしみじみ感

じているところです。これは親睦ゴルフに限らずクラブ活動の中で、委員会活動、奉仕活

動においてもすすんで参加することがロータリーの原点ではないかと考えます。本日の研

修会、歓迎会を契機に諸行事に参加をされロータリーライフを大いに楽しんでいただける

ようお願いいたします。 

3 月 17 日（日）には成田ロータリークラブ杯サッカー大会が栄町レインボーＦＣグラン

ドで開催されます。多くの参加をお願いいたします。今日は大いに親睦を深めましょう。 

 

◇ 委員会報告 

・ゴルフ担当   成田 温 会員 

３月７日（木）大栄カントリークラブにおいて行われた第９分区親睦ゴルフコンペが、参

加者４４名という大盛況のうち無事終了いたしました。 

成田ロータリークラブはホストクラブでしたが、１２名の多数の会員に参加していただき

ました。 

成績は下記の通りで、団体は各クラブ上位３名のネット合計で競われます。 

成田ロータリークラブは矢島会員、神﨑会員、小宮山会員の健闘により団体準優勝でした。 

 

団体の部 準優勝 （矢島、神崎、小宮山会員） 

個人の部 ５位矢島会員、７位神崎会員、８位小宮山会員 

シニアの部 優勝矢島会員、準優勝小宮山会員 

 

仲村会員が BM でしたが、ホストクラブ会員としてのサービスに努めたうえの結果でした。 

参加者１２名の内シニアは５名で、当クラブのシニアは元気だし強かった。 脱帽！ 

また、今回のゴルフコンペで先日作りましたクラブジャンパーを着用し、初のお披露目と

なりました。 

最後になりますが、何よりも事故、怪我もなく終えることが出来ました事を幸いとし、ホ

ストクラブとして参加会員皆様のまとまりの良さと、ご協力に感謝いたします。 



 4 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．3 月 17 日（日）成田ロータリークラブ杯サッカー大会 栄町 栄レインボーグランド 

開会式／8：00 表彰式 ジュニアの部／14：00 頃  

四十雀の部 表彰式 閉会式／16：00 頃の予定です 

２、4 月 3 日（水）2 クラブ合同花見例会 成田ビューホテル 

登録／18：00 点鐘 18：30 分 会費 6,000 円です 

同じく午前中行われます 2 クラブ合同親睦ゴルフコンペ  

場所／久能カントリークラブ 参加費／15,000 円昼食代を含みます  

集合時間／8：20 スタート／9：00 

 出、欠につきましては後日ＦＡＸを流しますので奮って参加をお願いいたします。 

３、4 月 26 日の例会でのホームミーティングの内容発表 Ｂ班では成田ビューホテル成田

温泉に決まりました。温泉にでも入って皆さんでゆっくりしようということだそうです。

日時／4 月 12 日 ホームミーティング開始／17：30 場所／温泉入り口宴会場 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 今年度新入会員紹介 

 
＜高橋 かしわ 会員＞ 成田国際空港株式会社 取締役兼常務執行役員 
入会して 1 年未満ですので、まだまだ勉強不足ですが、例会に参加して
皆さんに色々教えていただきながら楽しんでいきたいと考えておりま
す。仕事の都合で毎回とはいきませんが、皆さんとお話しする機会が増
え、楽しく参加させていただいております。特に夜間例会は出来るだけ
参加したいと思っております。仕事を通しましても皆さんとお話をさせ
ていただきたいと思っております。これからもお世話になります。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

乾  杯 

遠藤英一会長エレクト 
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＜小寺 真澄 会員＞ 株式会社 大英電業社 専務取締役 

今までの私の人生は、奉仕とは全く関係のない生き方をしてまいりま
した。奉仕という言葉に抵抗すらあるのが正直なところです。しかし、
成田ロータリークラブに入会しまして、先輩方にご助言を頂きながら、
少しでも世の中のお役に立つ活動をしていこうと思っております。こ
れから頑張っていきますので宜しくお願いいたします。 

 

 

＜堀口 路加 会員＞ 学校法人 堀口学園 理事長 
浜松北ロータリークラブから移籍しました。今週の水曜日、浜松北ロ
ータリークラブで職場見学があります。静岡の浜松出身の国会議員 
塩谷立さんの弟さんが浜松北ロータリーにいらっしゃるのですが、そ
のご紹介で国会の見学に行くということで私も合流いたしました。参
議院の本会議が開催されておりました。私は早めに着きましたので議
会を傍聴しました。参議院参観は初めてでしたが、昔ながらの伝統あ
る造りは大変素晴らしく重厚でした。ロータリーの仲間は浜松を離れ

て 3 カ月ですがあの時のまま、いつでも同じ気持ちで会えます。成田でもそういう繋がり
が沢山できて、皆さんとお近づきになれたらと思っております。今後ともよろしくお願い
いたします。 

 

＜吉田 稔 会員＞ （株）空港アシストサービス 代表取締役社長 
今日で入会して 1 か月になりました。これが 1 年、3 年、5 年と続け
ていけたらと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

早速再来週に卓話の機会を頂きましたので詳しくは、その時にお話し
させて頂きたいと思います。 
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第２回クラブ研修セミナー 
於：Ｕ－シティホテル １７：００～１８：１５ 

   研修テーマ  ｢ロータリーの歴史を知る｣ 

進行  石川 憲弘 幹事 

１．開  会  石川 憲弘 

２．会長挨拶  小宮山四郎 

３．研修内容の説明 クラブ研修委員長 平野省二 

４．ＤＶＤ｢初期のロータリーを顧みて｣ 鑑賞 

                      （松田泰長会員監修） 

５．質疑応答  ディスカッションリーダー  

クラブ研修副委員長 諸岡靖彦 

６．閉  会  石川 憲弘 

中締め：平野直前会長 
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≪クラブ研修セミナー開催趣旨説明≫ 

 今日は新会員のみなさんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。

本日は、クラブ入会 3 年未満の会員のための研修です。短い時間ですがロータリーについ

て少し勉強しましょう。お集まりの皆さんは昨年４月からこの 2 月までに入会された 1 年

未満の会員の方から、入会 2 年以上経ちロータリーとはこんな所かとなんとなく解ってき

た方もおられます。また、今日はこのほかに多くの先輩会員の方々がお見えです。先輩会

員の皆さんには、長年培われたロータリー精神なり、新会員の方々へのご助言をお願いい

たします。 

 成田ロータリークラブは一昨年の平成 23 年（2011 年）4 月に創立 50 周年を迎え、盛大

に記念式典を開催いたしました。現在、当クラブで一番経歴の長い会員は昭和 46年に入会

されました豊田磐会員で、入会 42 年になります。豊田さんは今年 77 歳の喜寿を迎えまし

た。成田ロータリークラブには 35歳の時に入会され、当時は成田青年会議所にも在籍され

て、40歳の卒業時には第 6代理事長を務められました。ご当人は今も成田市の行政を側面

で支えており、成田空港対策協議会会長、そして先日、成田市より成田市行政改革推進委

員会委員長に就任し、成田市の発展伸張を担っておられます。このように当クラブでは他

にも多くの会員が地域の発展に貢献されております。 

 ロータリークラブは、「自分の職業をまず大事にし、正当な利益を得、そのうえで地域社

会に奉仕しよう。」という団体であり、ロータリークラブはただの奉仕団体ではありません。

奉仕をできる人を育てる集まりです。これは自分の人間形成に非常に役立ちます。それに

は皆さんは一人でも多くの会員と会話をし、親しい友人になりましょう。ロータリーは初

めから全てを覚える必要はありません、まず例会に出て多くの会員と会話をしましょう。

そして楽しみましょう。皆、異業種の方たちです。ロータリアンはお互いに対等です、交

友で得られた心の糧は必ずや自分の事業に役立つことでしょう。 

 今日はこのあとプロジェクターで松田会員監修による「初期のロータリーを顧みて」と

題してロータリーが誕生して全世界にクラブができ、受け入れられた経過を映像でご覧い

ただきます。そのあと皆さんがロータリーについて疑問に思っていること、わからないこ

と行動規範などについて、諸岡研修副委員長にディスカッション・リーダーとなっていた

だき 30分くらい討論を行いたいと思います。今日はクラブの役員の方もこの研修に参加し

ています。きっと質問には適切に答えてくれるでしょう。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

仲村 盛政、小川 賢、日暮 俊久、池内 富男 各会員 2月 26日 囲碁同好会 

小宮山 四郎、石川 憲弘、神﨑 誠、近藤 博貴、小川 賢 

仲村 盛政、矢島 紀昭、佐久間 高直、成田 温、設楽 正行 

小泉 英夫、吉田 稔 各会員 

3月 7日 第 9 分区親睦ゴルフコンペ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、近藤 博貴、平野 省二、秋葉 博行 

小川 賢、遠藤 英一、佐瀬 和年、成田 温、諸岡 靖彦 

山田 真幸、矢島 紀昭、神﨑 誠、角田 幸弘、安川 篤志 

佐藤 英雄、高橋 かしわ、小寺 真澄、本宮 昌則、堀口 路加 

吉田 稔 各会員 

3月 8日 クラブ研修セミナー 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ３６ ２５ ５９．０２％ 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 

 


