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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 2653 回例会 平成 27 年 4 月 24 日（金） 

成田ロータリークラブ創立５０周年記念 

記念碑を囲んで 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      小寺 真澄 会員 

◇ お客様   平山 裕子 様 
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◇ ニコニコボックス 

平山 秀樹 会員：本日は母をご招待いただき、そして、石碑

の中に『平山金吾』と父の名前を入れていただきありがとうご

ざいます。母から一言ご挨拶させていただきます。 

 

平山 裕子 様：金吾の葬儀に関しましては、一方ならぬお世

話になりありがとうございました。お陰様で、私は今、息子の

家族と元気に暮らしております。また、このような会にお招きいただきありがとうござい

ます。今後とも息子のこともよろしくお願いいたします。 

 

長原 正夫 会員：先週 4月 18日の土曜日、新宿御苑で行われた安

倍晋三首相主催の“桜を見る会”に行ってまいりました。3年前にお

誘いを受けた時は行けず、今回は孫と娘と一緒に行って参りました。

政治家と芸能人、合わせて 1 万人くらいはいたかと思います。どう

にか安倍首相と握手だけはしてきました。約４３０本の八重桜が見

事に咲いておりました。安倍晋三首相から頂いた招待状は記念にと

っておこうと思っております。 

 

成田 温 会員：2010-11年度の交換留学生エマニュエル（フランス）

を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか？今週、初めてメールが来

ました。どうやら日本にいるらしいという事は聞いておりました。

フランスに帰り大学を 1 年、日本語学校で 1 年、現在、東京経済大

学の 3 年生だそうです。卒業したら日本で就職したいという希望だ

そうです。機会がありましたら、例会かなにかの行事に連れてこら

れればと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年 8月から 2010年 7月まで成田高校で留学したジャマールエマニュエルです。 

ずっと前からメールしたかったですけど、学校もバイトで忙しくて中々連絡出来ませんでした。 

最近やっと落ち着いて、久しぶりにメールしたいと思いました。 

2012年 4月に日本に戻ってきて、日本語学校に入りました。 

一年間バイトしながら日本語の勉強を頑張って、無事に大学の受験を受かりました。  

2013年 4月に国分寺にある東京経済大学に入学しました。今は経営学部流通マーケティング科学の

３年生です。 

大学を卒業したら、そのまま日本で就職しようと考えています。 

ここまで頑張って来られたのはロータリーのみんなさんのおかげなので本当に感謝しています。 

よくロータリーの時の写真を見てとても懐かしく感じます。 

最近はまた桃子と成田高校の友達に会いました。 

エマ 

エマからのメール 
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佐藤 英雄 会員：ポールハリスの記念碑を当社にお任せいただき

ありがとうございました。石には、筑波山周辺で採れる真壁石を使

用しました。普段の工事の 10倍、20 倍の神経を使い、工事が終わる

までよく眠れなかったのですが、今日からゆっくり眠れるんじゃな

いかと思います。 

 

諸岡 靖彦 会員：恒例の月桂樹例会の会場として、当米屋観光セ

ンターをご利用いただき、ありがとうございます。昨年の春頃から、

海外からのインバウンドのお客様が急速に増えております。本日も、

ご覧の通りお食事のお客様の７割は韓国、台湾、タイ王国からのお

客様です。お客様が急速に変化していることは商売のチャンスでも

ありますが、経営の変化対応を迫られていることも事実です。駐車場も混雑して、ご利用

の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますことをお詫びいたします。 

 

小池 正昭 会員：2 週連続で例会に出席しているなんて珍しいな

と、今言われたところです。実は圏央道の神崎～大栄間の開通が本

日決定する予定です。この道路が開通しますと、千葉県がかなり変

わってくると思われます。勿論、海外から来た方の新たなルートに

もなりますので、皆さんにも期待をしていただくと同時に、色々な

面でご協力をいただくことになると思います。益々発展する地元成田に、ご理解、ご指導

宜しくお願い致します。 

≪プレスリリース≫ 

2015 年 4 月 24 日 - 国土交通省と NEXCO 東日本（東日本高速道）は、6 月 7 日に圏央道 神崎 IC（ イ

ンターチェンジ）～大栄 JCT（ジャンクション）間の約 9.7km が開通すると発表した 
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松田 泰長 会長：本日、無事に記念碑のお披露目ができました。思え

ば 2011 年クラブ創立 50 周年記念事業の一環として、亡き平山金吾さん

の発案で“ポールハリスゆかりの月桂樹を成田の地に迎えよう”が始ま

りでした。平山さんのご尽力で桐生西ロータリークラブの井本さんから

戴けることが決まり、平山さん、石橋さんとわたし松田の 3 名で戴きに

行ってきました。栗山公園に植樹して足かけ 5 年目の本日、そのいわれを記した記念碑が完成しま

した。これで漸くこの月桂樹に対するわたしの役目が終わったのかなと思います。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

ポールハリスは一度だけ日本を訪れています。それは彼が 1935 年から 3 年間をかけて世界各地の

ロータリークラブを訪問した時のことです。 

時は、日本が国際連盟を脱退して、第二次世界大戦へ突入する少し前の時代です。 

心臓の病が癒えたばかりの身体であえて世界一周の視察を試みたのは、やはり高まりつつあった国

際間の緊張をロータリアンによる友情を通じて緩和しようとする試みだったといわれています。 

視察先としては 1935 年にハワイ、日本、上海、マニラ、オーストラリア、ニュージーランド、カ

ナダ、メキシコ、1936 年にはコロンビア、ペルー、ブラジル、など中南米諸国、そして 1937 年に

はスイス、フランス、イギリスなどの国々です。 

旅行といっても今とは比較にならない交通手段や環境の中での世界視察の旅は、67～69 歳のポー

ルハリスにとっては決して楽なものではなかったのだろうと思います、結局この視察旅行の後に、

次第に心身の衰えを覚え、ついに引退を決意することとなります。  

日本滞在はわずか 2 日という強行軍でした。ホノルルを発って横浜へ向かいますが、途中暴風雨の

余波を受けて、到着が予定より 3 日も遅れたために、日本において準備されていた公式行事はすべ

てキャンセルされることになりました。2 月 9 日午前 5 時横浜港に到着、すぐに車で東京へ移動、

帝国ホテルで月桂樹を記念植樹したあと、夕刻、東京會舘で開催された東京、横浜クラブ主催の晩

餐会に出席。米山梅吉、斉藤実伯爵が歓迎の辞を述べ、ポールハリスと同行のヒル RI 会長が挨拶。

そして当時東京クラブの名誉会員であった徳川家達公爵も出席をされたということです。そしてそ

の夜横浜港を出航し神戸へと向かわれ、宿泊は船の中というハードスケジュールのようでした。翌

2 月 10 日早朝、神戸港に到着、直ちに京都へと向かわれ、京都では東郷男爵夫妻の案内で二条城

や桂離宮などを観光の後、大阪へ移動。京都、大阪、神戸 3 クラブ主催で、日本全国から 150 名の

ロータリアンが出席しての歓迎昼食会が新大阪ホテルで開催されています。あいにくの悪天候で予

定が大幅に変更となるというアクシデントがあり、何ともあわただしい日本訪問であったようです

が、歓迎に当たられた錚々たる顔ぶれを見ただけでも、日本側の歓迎振りの様子が想像されます。

と同時に思うことは、クラブ会員の違いです。シカゴで生ま

れたロータリーの初期メンバーは大多数が地方の農村出身の

中小の事業経営者でありました。財力は乏しくても倫理的に

正しい道を進もう、という善良な事業経営者や専門職の人々

が中心でした。片や日本のロータリーが伝播したのは、主に

大会社の社長や役員の間でした。ポールハリスという一人の

人物の発想によって生まれ、共通の理念を持つロータリーで

すが、ルーツが大きく違っていたということは、ある意味で

は興味深いところではないでしょうか。 
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◇ 平山 裕子 様より一言 

ロータリーに入会させていただき本当に良かったです。そしてガ

バナーをやらせていただいてからは日本中にお友達ができまし

た。今日は、ここに主人が一緒にいるような気がいたします。お

陰様で周りの沢山の方に守られ、主人が亡くなり一晩も悲しい寂

しいと泣いたことはありませんが、こうして皆さんのお顔を拝見

したり、先日の太鼓祭りで表に出た時、舞台から尺八の音色が聞

こえてきた時は、涙が次から次に溢れ出て止まりませんでした。今はまだ主人の尺八の音

色を聞く気にはなりませんが、気持ちのいい涙を流させていただきました。亡くなる前の

90日間、しっかり看病させていただきました。昔の結婚ですから、熱烈な恋愛結婚という

わけではありませんでしたが、この 90 日間は 51 年間の結婚生活を満足させる素晴らしい

時間でした。そして家族にとってもゆったりした穏やかな時間となりました。これからの

残された時間、一生懸命有意義に生きていきたいと思っています。今日は本当にありがと

うございました。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 

例会終了後、今年度の総括を行います。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠  幹事 

＜回覧＞ 

・クラブ創立 50周年記念月桂樹植樹の写真（2011/04） 

・成田市サッカー協会 平成 26年度総会資料 

・4/29（水）10:00-16:00 地区研修協議会 

アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉 関係者出席を願います 

・5/18（月）観劇 12:30発 ２５名参加予定 

・6/18（木）第９分区親睦ゴルフコンペ 大栄ＣＣ 【成田ＲＣ幹事】 

・5/1（金）休会 

 

◇ ミニ卓話 

記 念 樹 の 由 来 

近藤 博貴 会員 

成田ロータリークラブは、昭和３６年(１９６１)３月１

６日に創立され 平成２３年(２０１１)３月 創立５０

周年を迎えた。記念事業の一環として栗山公園の一角に記

念碑を建立し「桜の若木」と「月桂樹」を植樹した。 

この事業は平山金吾記念事業委員長の発案で、桐生西ロ

ータリークラブの井本上輔会員が、保存していたロータリ

ークラブの創始者ポール・ハリスゆかりの「月桂樹」の苗

木を譲り受けたものである。 

昭和１０年(１９３５)２月、ポール・ハリス夫妻は、当時のＲＩ会長ボブ・ヒル夫妻と
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マニラで開催された第５回太平洋ロータリー大会に向う途中で日本に立ち寄り、宿泊した

東京帝国ホテルの中庭に「月桂樹」を植樹した。この木の２世３世は日本全国のロータリ

ークラブゆかりの地で育っている。ここに植えた「月桂樹」はその末裔の第４世である。 

［資 料］  

◎ １９６７年（昭和４２）１０月帝国ホテルの建物改築のため、この月桂樹を移転する

ことになった。東京ＲＣの矢野一郎氏は、これを神奈川県大井町に移植したが、月桂樹は

太平洋戦争中、手入れされず枯死寸前になっていたため、枝葉を切って数社の園芸会社に

１００～３００本の挿し木を依頼したが殆んど枯れてしまった。第一生命の子会社の相互

林園の小沢元之助氏が１０数本の挿し木を試み、アメリカから特殊ホルモンを取り寄せ苦

心した結果、奇跡的に７本が活着したという。この７本が２世の月桂樹である。 

 東京ＲＣの子クラブである桐生ＲＣは、１９８８年(昭和６３)創立３５周年記念事業

として、皇居外苑の北の丸公園に植えられていた月桂樹 2 世の一枝を譲り受け、3 世の月

桂樹を作ることに成功した。１９９９年（平成１１) ７月、桐生西ＲＣは創立３０周年を

迎え、桐生ＲＣから 3 世の新芽をもらい 4 世を作り、桐生運動公園に植樹したという。井

本上輔氏の努力が偲ばれる。 

◎ 月桂樹の豆知識 

クスノ木科の常緑喬木、地中海地方の原産、高さは１０数メートルに達する。葉は硬い革

質、深緑、雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色で楕円状の球形。葉、実と

もに芳香があって月桂油をとり、香水の原料とする。 葉枝を輪にして月桂冠とした。資

料 井本上輔氏「月桂樹物語」による 

◎ 昨年春、記念樹の月桂樹の若芽数本とひこばえ 1 本を採取し、市販の発根ホルモンを

購入して挿し木をしてみました。第 5 世の月桂樹を作ろうと試みましたが失敗しました。

資料に書いてあるとおり、この木の挿し木は難しいことが判りました。大変水揚げの悪い

木です。水に浸かっている間は元気ですが、鹿沼土に挿すと水を上げなくなりました。況

して、この木は雌雄異株ですから 1 本では実はつきませんので、第 5 世を作るのはなかな

か難しいかもしれません。 

 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎 会員 4月 21日 富里ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 靖彦、小寺 真澄、松田 泰長、堀口 路加、佐瀬 和年 

深堀 伸之、甲田 直弘、菊地 貴、吉田 稔、鈴木 敏道 

神﨑 誠、齊藤 三智夫、平山 秀樹、近藤 博貴 各会員 

4月 29日 地区協議会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ３９ ２３ ６２．９％ ７５．８％ 

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 

 


