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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2700 回例会 平成 28 年 4 月 15 日（金） 
◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      杉浦 健 会員 
◇ お客様 

デルタ航空日本地区空港本部長  

成田国際空港航空会社運営協議会（ＡＯＣ）議長 

田中 勇三 様 

2016 年度 第 2790 地区米山記念奨学生  

施宜辰（イーチェン）さん 

◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：佐瀬会長、深堀幹事、そして石川エレクト、成
田会長ノミニーと理事会の皆さんのご理解を得て世話クラブになっ
ていただき、浅野会員にカウンセラーを引き受けていただいたおか
げで、今日ようやく 2 年間の米山記念奨学生台湾出身の施宜辰（イ

ーチェン）さんに初めて成田ロータリークラブの例会に来ていただ
くことができました。他の奨学生は明日オリエンテーションが行わ
れますが、3 月 25 日にイーチェンさんとカウンセラーの浅野さんと

千葉大学指導教員の頴原澄子先生に対して地区でオリエンテーションを済ませました。
2016 年度の米山記念奨学生は全国で 751 名、新規採用 554 名、継続者は 197 名です。大
多数がすでに日本の大学に在籍している学生で、指定校となっている大学を通して応募し
て来る学生ですが、イーチェンさんは海外自由応募という枠で海外からダイレクトに米山

記念奨学会に応募して採用された奨学生です。この海外応募者は、今年度は全国で 11 名い
ます。2016 年度は 2790 地区に 26 名が割り当てられ、11 の国と地域から新規採用 20 名、
継続者は 6 名がおります。2 年間の奨学生生活が実りあるものになるようにお祈りし、ま
た皆さんとの交流が深まっていくことを願ってニコニコいたします。 

 

喜久川 登 会員：一つ目、私の杉花粉の季節がほぼ終わりました。
今回は北海道、中国、沖縄と逃避しました。特に沖縄は一ヶ月、宜
野湾ロータリークラブでメーキャップをしました。その時のゲスト

5 名、全員が花粉症の症状で本土から逃避された同類のお客様でし
た。二つ目、私の甥で小学生のとき将来の夢は小生、登叔父さんの
様になりたいと言っていた立本博文が
4 月付けで大澤会員の母校、筑波大学の

教授に就任しました。ビジネスサイエンス教授 41 歳です。 

本当の喜ばしい事なのでこの二つでニコニコします。また次年
度、石川年度の親睦旅行で見聞予定の大綱引きの写真を撮って

きましたのでご覧ください。 
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平山 秀樹 会員：今日はお詫びでニコニコさせていただきます。

今年度会員増強委員長を拝命しております。ところがこの度、一部
混乱がございました。すべては私の責任です。ご迷惑をおかけした
方、ご不快な思いをされた方にお詫び申し上げます。申し訳ござい
ませんでした。 

角田 憲司 会員：5 月 1 日に千葉ガスが東京ガスに経営統合される
ことに伴い、千葉ガスの社長を退任いたします。成田ロータリーク

ラブでは 4 年 5 ヶ月お世話になりました。その間、夜間例会、ホー
ムミーティング、プライベートでも皆様とお近づきになれたことが
何よりも財産になったと思っております。ありがとうございました。
正確には、来週土曜日の釣り同好会が最後になります。 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

今月になり、世の動きで目に付くのは、入園入学の装いの人
です。 

人口減少の時代ではありますが、成田市は恵まれております。 

桜の花の時期に入学式が行われるようになったのは、いつから
なのでしょうか。それ以前の日本は、1 月から 12 月までを全
ての区切りとしておりました。 

会計年度を暮らしの一年と分けて定めたのは、1886 年（明
治 19 年）でした。イギリス式の 4 月から始まる会計年度方式が取り入れられました。理
由の一つとして、農業生産から上がってくる税金収入（特に稲作）米の税収が、中央に上

がって来るのがこの時期に近く都合が良かったのです。1 月から 12 月を会計年度としてい
る国はドイツ、フランス、ロシア、中国、韓国。学校の入学式は多くの国が、9 月が入学
式で、夏休み前の 6 月、7 月が卒業式です。 

日本は桜の花咲く時期に入学して、桜の花に見送られて卒業、なんと情緒豊かな人々の
住む国でしょう。ロータリークラブは 7 月で年度切り替えです。6 月の年度終了のお祝い
に、55 周年記念ラテンコンサートがあります。成功を祈念いたします。 

 

◇ 米山記念奨学生挨拶 

2016 年度 第 2790 地区米山記念奨学生  施宜辰（イーチェン）さん 

皆様、はじめまして。２０１６年度米山記念奨学金制度の海外
応募者枠で選ばれた米山記念奨学生、台湾出身の施宜辰と申し
ます。イーチェンと呼んでください。 

５５年の歴史がある成田ロータリークラブに米山記念奨学生
としてお世話になることができて大変光栄です。ありがとうご
ざいます。 

 

昨年１２月に Skype で、地区米山記念奨学委員長の堀口さん
と副委員長の山崎さんに面接をしていただき、こうして奨学生になれたことに深く感謝申
し上げます。そして、３月１６日に来日してから、私のカウンセラーになって下さった浅
野正博さんと奥様和子さんにはいつも私のことをお心遣いいただき、色々お世話になって
います。その他にも多くの方に応援していただき、感謝の言葉しかございません。 

 

私は４月から千葉大学工学研究科 博士前期課程 建築・都市科学専攻 建築学コースで勉強

しはじめました。今は頴原澄子先生の研究室に所属し、建築の再生及び文化財の保護に関
わることを勉強しています。 

初めて日本に来たのは、３年前の冬の１２月２８日です。飛行機からみた日本列島に一目
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惚れしました。 

大阪で建築家の安藤忠雄さんの作品や世界文化遺産の京都、白川郷の合掌造りの他、妹島
和世さんなどの建築家がデザインした建物や、昔の日本の民家を見にいきました。さらに、
日本の綺麗な街、親切な日本人に深い印象を受けました。 

 

日本は有形文化財や、無形文化財に深く関心を持ち、昔の伝統を守るため、お祭りや、民
家の再生も一生懸命に取り組んでいます。一方で現代建築においては建築界のノーベル賞
と称され、世界中で活躍する建築家の業績をたたえて贈られるプリツカー賞を日本では７

人の建築家が受賞しています。 

何で日本はこういうことができますか？日本の建築家はどのような教育を受けているので
しょうか？と考えました。だから帰国して一生懸命日本語を独学で勉強を始め、今年で３
年目です。 

 

これまでお会いした日本人は、団結力があり、粘り強い性
格の一方で、対人コミュニケーションにおいて柔軟性があ
り、角（かど）が立たずなめらかさも感じることができ、

とても敬服しております。 

これから大学院での研究と建築の専門の勉強に集中して努
力し、また米山奨学生として、皆様を見習い、ロータリー
についても色々勉強したいと思います。 

奨学金の期間は２年間ですので、成田ロータリークラブの
皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◇ 委員会報告 

・奉仕プロジェクト委員会  神崎 誠 委員長 

本日、皆様のＢＯＸに資料を入れました。チャリティーコンサ
ート概要、趣意書、チケット 5 枚、小さいポスター10 枚、コ
ンサートのお願い等です。会員の皆様へのお願いですが、1 ペ
ージの資料③について販売の準備で担当の方が配るという部
分を削除して頂き、下の 2 行だけ、配られた会員は賛同してい
ただけるなら事務局の黒須さんまでチケット代 1万円をお支払

いいただき、領収書をもらってください。振込でも受けつけま
す。という部分が生きます。 

皆様には広告が 120 件分用意してあります。そこで、できる限り会員の方には 1 コマ、2

コマ、もっと多くても結構です。知り合いの方もできましたら広告に協賛していただきた
いということを皆様からお願いしていただきたいと思います。そして、広告にご協力いた
だいたら 1 コマにつき、チケット 2 枚差し上げます。担当者には事前にお願いしてありま
すが、3 枚目、記念事業チャリティーコンサートの構成表ですが、チケットができて、ポ

スターができて、販売の準備が始まってスポンサー集め、プログラムを作る、ここまで動
いております。皆様のご協力をいただいて販売できればと思います。また大きいポスター
は事業所や知り合いに張っていただきたいと思います。中にはチケットを預けていただき、
領収書を預けていただければ、私が責任持って行ってくるという方には、事務局に枚数を
言っていただければお渡しします。日程に余裕がありませんので、会員の皆様には積極的
なご協力をお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  多古、富里ロータリークラブ 
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・規定審議会 1日目、2日目、３日目速報 

・ロータリー財団専門家グループのニュースレター 

 役割と適正、活動紹介とメンバー募集のご案内、人道的補助金

専門家グループ登録書式   ・ハイライトよねやま 193 

・台南大地震への義捐金の御礼と送金のお知らせ 
≪連絡≫ 

・緊急理事・役員会を例会終了後、つぐみの間で行います 

 

◇ 卓話 

～～航空会社から見た成田空港の位置づけ～～ 
デルタ航空日本地区空港本部長 

成田国際空港航空会社運営協議会（ＡＯＣ）議長 

田中 勇三 様 

 

 標題の内容で卓話をしていただきました。内容につきまして、非掲載とさせていただきま
す。詳細をお知りになりたい方は、事務局までお問い合わせください。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 
 

臨時理事・役員会 

・八街５０周年記念式典への出席について 

①全員登録はしない。 

②前回理事・役員会の通り会長経験者及び希望者が出席 

③再度登録料クラブ負担を明示して再募集 

④祝い金は３０万円をめど（参加人数により変動）に佐瀬年度のトータル予算を確認の上決める。 

⑤剰余金積立特別会計を使用する場合はクラブ協議会に諮る必要がある 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 3月 23日 宜野湾ロータリークラブ 

佐瀬和年、深堀伸之、菊地貴、石橋菊太郎、設楽正行、平野省二 

諸岡靖彦、遠藤英一、豊田磐、矢島紀昭、村嶋隆美、佐藤英雄 各会員 
3月 25日 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ委員会 

矢島紀昭、佐藤英雄 各会員 4月 10日 55周年記念事業、式典委員会 

佐瀬和年、深堀伸之、近藤博貴、松田泰長、小坂裕巳、平山秀樹 

甲田直弘、遠藤英一、石川憲弘、吉田稔、神﨑誠 各会員 
4月 13日 緊急理事・役員会 

深堀伸之、設楽正行、佐藤英雄 各会員 4月 13日 55周年記念事業委員会 

設楽正行、平野省二、遠藤英一、村嶋隆美、神﨑誠、菊地貴、矢島紀昭 

石橋菊太郎、佐藤英雄 各会員 
4月 15日 55周年記念事業委員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６０ ５９ ４３ １６ ７２．８８％ ６７．８％ 

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 

 


