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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2790回例会 平成 30年 4月 6日（金） 

・出席奨励          香取 竜也 リーダー 

2 月の出席率は 71.82％でした。3 月は移動例会が多く 62.53％といつもより 10%ほど低く

なっています。来週は成田コスモポリタン RCと合同花見例会です。出席できない方はメー

キャップ、よろしくお願いします。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．        眞々田 美智子 会員 

例会中は携帯電話の電源を切るかマナーモードでお願いいたします。今一度、確認をお願

いいたします。また、決して難しいことではありませんので、欠席のご連絡、よろしくお

願いいたします。 

◇ 点  鐘   成田 温 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      大橋 創一 会員 

◇ お客様 

 成田コスモポリタンロータリークラブ     

滝澤 政樹 様 

◇ 誕生祝い 

設楽正行会員(ｓ20.3.21)、石川憲弘会員(ｓ21.3.2） 

近藤博貴会員(ｓ9.4.8）、仲村盛政会員(ｓ13.4.25) 

佐久間高直会員(ｓ23.4.29)、ローソンかおり(ｓ47.4.28) 

松本大樹会員(s37.4.22)、佐藤英雄会員(s18.2.12) 

【欠席】 

滝澤尚二会員(ｓ15.3.30）、堀口路加会員(s34.4.7) 

◇ 結婚祝い 

大木健弥会員（s50.3.30）、深堀伸之会員（s53.3.5） 

成田温会員(s55.3.9)、石川憲弘会員(s57.3.2) 

土井豊彦会員(s61.3.31)、永井秀和会員（s63.3.6） 

伊藤英徳会員(h6.3.5)、小寺真澄会員(s61.4.29) 

池内富男会員(s45.4.20)、近藤博貴(s35.4.30) 

佐瀬和年会員((s47.4.26) 

【欠席】 

豊田磐会員(s41.2.3）、渡辺孝会員（s41.2.20） 

宮﨑修一会員(s54.3.27)、浅野正博会員(ｈ15.3.30)、岸田照泰会員(s56.4.25) 
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◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：『大動脈弁狭窄症』の検査入院をしてきました。血

管造影などの検査の結果、ＴＡＶＩ（経カテーテル大動脈弁植込み術）

を行うのに問題はないと診断され、6 月 1 日に手術することになりま

した。10日前後の小さなＴＡＶＩ（旅）をしてきます。 

 

諸岡 靖彦 会員： 4月 3日の読売新聞千葉版に紹介されました記事

について、報告します。私どもなごみの米屋が加入している全国銘菓

組合のお客様向けの広報季刊誌『あじわい』が、この度創刊 50年（通

刊 200 号）を迎えました。私は、12 年前から編集長を務めています。

この組合は、現在 88 店が加盟していますが、各地を代表する和菓子

の有名店が参加しています。日本の各地には、それぞれの地域の自然、気候風土、歴史や

伝統文化が反映した特有の和菓子があります。これを伝えてゆくのが、この冊子の目的で

す。また、恒例の＜全国銘菓展＞が 4 月 3 日から 9 日まで、日本橋三越で開催されていま

す。お出掛けいただければ有り難いです。 

 

芦谷 源一 会員（代読 小岩井 学 会員 ）： この度、人事異動

により成田支店から千葉みなとにあります、京葉銀行本部の営業統括

部に転任することとなりました。1年 7か月と短い期間で、何もお役

にたてませんでしたが、地域経済を支えていらっしゃる素晴らしいク

ラブメンバーとご一緒させていただき、また、様々な貴重な経験もさ

せていただき、本当にいい勉強となりました。心から感謝いたします。

立場は変わりますが、今後も千葉県経済に、また地域の発展に微力ながら貢献して参りた

いと思っています。 

直接ご挨拶ができず申し訳ありませんが、お世話になり本当にありがとうございました。

成田ロータリークラブ、クラブメンバーの皆様のますますのご発展をお祈りしております。 

 

石橋 菊太郎 会員：3 月 21 日、彼岸の中日に亡妻昭子の法要を成

田山新勝寺で行いました。また月桂樹例会後、50周年に植樹いたし

ました桜 101本の安否確認をしてきました。綺麗に咲いていました。

月桂樹も元気でした。ついでに車をオープンにし、海までドライブ

してきました。 

 

平山 秀樹 会員：株式会社ファミリー様ご発注で、平山建設で設

計施工、弊社子会社の株式会社ナスパで運営させていただく「セン

ターホテル成田 2 R51（ルートゴジュウイチ）」の内覧会を昨日開

催させていただきました。成田ロータリークラブの多くの会員の皆

様がご参加下さいました。ありがとうございました。成田内外から

合計 220名もの方々がお見えになりました。多くの方々から父、故

平山金吾会員とのご縁についてお言葉をいただきました。この建物も担当の現場所長が頑

張ってくれて父の誕生日である 2月 28日に竣工することができました。株式会社ファミリ

ー様のお許しをいただき、建物の定礎に「平成三十年二月二十八日」と刻ませていただき

ました。皆様のご厚意でこの日を迎えることができました。深く感謝してにこにこさせて



 3 

いただきます。 

 

石川 憲弘 会員：私が檀家総代をしております北総地区の天台宗

の本寺であります長栄山円融寺の代々住職とその家族と思われま

す石碑約８０基が放置されておりましたが、このほど世話人、檀家

方々の協力によりまして整理し無事法要を済ますことができまし

たのでニコニコさせていただきます。 

 

近藤 博貴 会員：先週の成田山の第一講堂での例会は、私にとっ

て思い出のある例会でした。会長であった私は、平成 13年 4月 27

日、第一講堂で成田ロータリークラブ創立 40周年の記念式典を行

い、大護摩修行厳修のあと坊入りを行いました。記念式典は 4クラ

ブ合同例会を兼ねて八街、富里、成田コスモポリタンの会員にも出

席していただきました。小川賢幹事をはじめ会員の皆さんと新勝寺

のご協力により成功しました。ちょっと変わった記念式典だったと思います。 

 昭和 33年（1958年）3月、私は初めて成田にやって来ました。その目的は成田高校の教

員の面接試験を受けるためでした。成田へ来てから先月でちょうど満 60 年になりました。

成田高校と成田山にお世話になったのも何か縁があったのかもしれません。私の家には 4

代前の先祖が江戸末期に、数回成田山を参詣したという話があり、故郷の家には成田山の

ご朱印の紙とお不動様の古い厨子、木札に成田山の焼き印を押したお守りが残っていまし

た。これから先まだ成田でお世話になると思いますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

成田コスモポリタンロータリークラブ、滝澤政樹様ようこ

そお出で下さいました。ごゆるりとお過ごしください。 

先週、植樹例会が無事終わりまして、今年度も残り３か月

となりました。残り 3 か月間での重要なお知らせが二点あり

ます。 

会員皆様には FAX にてお知らせいたしましたが、通常例会の

半分を使いまして、ガバナー準備例会を４月２０日、５月１１日、６月８日におこないま

す。政策委員会、ガバナー準備会議、地区出向者の皆様には今まで何回もお集まりいただ

き、会議・打ち合わせを行っておりますが、いよいよ、ガバナー年度各委員会所属委員の

皆様にも参加いただき、全員参加での打ち合わせを行っていく時期になりました。三大セ

ミナー、地区大会と成田クラブ会員全員の力が是非とも必要でございます。お忙しい皆様

の負担を軽減する為に、新たに時間を取っていただき委員会を開催し、打ち合わせをする

より例会時間の残り 30分を使って、全体会議や各委員会を開催したほうが良いだろうとの

ご意見がありこの様な様式の例会を開くことに致しました。ご協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

もう一点ですが、５月１２日には成田クラブが実施ホストクラブになります日本青少年

交換研究会・千葉会議成田山ピクニックがございます。 

５月１２日はちょうど平和大塔まつり総踊りがあり、留学生の参加人員が当初は５０人く

らいと聞いておりましたが、その後参加人員が増えて１００人を超えるらしいと聞いてお

ります。 
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成田高校インターアクトクラブに手伝いをお願いしてございますが、当日は境内、参道と

も相当の人が出ると思います。迷子が一番心配ですので、１班１０名に班分けしても１０

班で、1班に 2名の引率者を出すとして、２０人以上出さないと対応できないと思います。

留学生相手なので、特に英会話に堪能な会員には、是非、協力をお願いする次第でありま

す。 

会員の皆様、5月 12日（土）は是非、予定を開けておいて下さい。 

 次週は、2クラブ合同ゴルフコンペ、花見例会です。 

そして、５月２７日は新会員歓迎例会が予定されており、６月に入ると、クラブ協議会を

開催して６月２９日の最終例会で今年度は終了いたします。 

残り 3か月、よろしくお願いいたしまして、本日の会長挨拶を終わります。 

 

◇ 表彰 

米山功労者第 1回マルチプル 神﨑  誠 会員  

ポールハリスフェロー+2   遠藤 英一 会員 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  遠藤 英一 委員長 

ポリオプラスとして、成田温会員、長原正夫会員、小寺真澄会員に 1,000 ドルの寄付をい

ただきました。 

 

・ガバナー年度政策委員会   石橋 菊太郎 会員 

例会終了後、委員会を開催します 

 

◇ 幹事報告 

【回覧】 

・例会変更 成田コスモポリタン、八街、白井、多古ロータリークラブ 

・週報  成田コスモポリタンロータリークラブ 

・次年度活動計画書作成にあたり、会員名簿、誕生日・結婚記念日、職業分類ご確認のお

願い 

・松戸中央ロータリークラブ、松戸西ロータリークラブより例会場変更のお知らせ 

・財団室 NEWS  4 月号 

・第 2700 地区ガバナー 安増惇夫様より書籍『マンガ 日本のロータリークラブの父  

米山梅吉ものがたり』のご紹介 

・4 月「母子の健康月間」の月間リソースのご案内、 

出版物一覧表 

・成田市国際交流協会より NEWS LETTER 4 月号 

・日本航空石橋会員より異動のご挨拶 

【連絡】 

・４月のロータリーレート １ドル＝１０４円 

・２クラブ合同例会参加人数 成田３６名、成田コスモポリタン３７名 

親睦ゴルフ１３名 

・ＲＬＩ卒業コース ５月２１日（日） 締切５月１１日（PARTⅠ～Ⅲ卒業の方） 

・理事会会場 菊の間 
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◇ 卓話 

明治安田生命の J リーグに係る取り組み 
明治安田生命成田支社長 田渕 公敏 会員 

明治安田生命がＪリーグのタイトルパートナーとなりまして２０１８年度で４シーズン目

をむかえる事となります。今までの３シーズンを通じてどのような取り組みを具体的にし

てきたのか、今後どんな思いで取り組みをしていきたいかということを、資料をもとにお

話をさせていただければと思います。 

 

正直、私は明治安田生命がＪリーグのタイトルパートナーにな

ることにショックを受けました。私は四国の高松出身です。高

松といえばジャイアンツファンが多いことで有名です。私の地

域ではサンテレビ（SUN -TV）が受信でき、甲子園の阪神戦は

試合終了まで放送しておりました。ですから、私自身はサッカ

ーよりも大の阪神ファンで、今日持参したこのユニホームもお

手製です。これを着て甲子園に行くと往年のファンに喜ばれ、

人気者になります。ただ、最近では会社が J リーグのタイトルパートナーになるというこ

とで、毎試合応援に行っておりましたら、これからはＪリーグ、サッカーかなと心変わり

しております。 

成田支社では、ジェフユナイテッド市原と鹿島アントラーズを応援しております。この 2

クラブで千葉出身の選手は 2 人います。ジェフ市原の船山 貴之（ふなやま たかゆき）選

手。彼は成田小学校、成田中学校出身です。応援歌は『成田の男』。非常に人気のある選

手です。それと、銚子出身で鹿島アントラーズ、９番フォワードの鈴木 優磨（すずき ゆ

うま）選手。彼も人気のある選手です。 

 

１．なぜ明治安田生命は J リーグを応援するのか 

 ○サッカーの魅力 

・世界のサッカー競技人口は約 2.5 億人と言われており、他のスポーツに比べてダン

トツの規模 

・男子小学生がなりたい職業ランキングで、「サッカー選手・監督など」は第一位の

人気職業 

 ○シーズン期間 

・Ｊリーグのシーズンは約 9 ヵ月と長く、また、当社の事業年度サイクルと大きく乖

離しないため、シーズン中のタイアップ機会が豊富 

 ○地域との密着 

・各クラブが地域に根差した J リーグと全国に営業拠点を構える当社だからこそ、地

域社会との密着においてさらなるシナジー効果 
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２．明治安田生命が J リーグと築いてきた関係 

 ○Jリーグ・クラブとの関係 

・J リーグとのタイトルパートナー契約に加え、全国の本部・支社が全 54 クラブ等と

個別にクラブスポンサー契約を締結 

・Jリーグタイトルパートナーとしての権利を活用した施策に加え、各 Jクラブとのス

ポンサー契約に基づく施策を展開することにより、地域に合った、地域に密着 

した活動が可能 

 ○クラブと支社の組み合わせ 

 ３．明治安田生命は J リーグと何をしてきたか 

○取組方針 

 ・Ｊリーグやクラブを応援する存在として新参者であるという謙虚な立場に立ち、3本

の柱を設定して取組み 
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○小学生向けサッカー教室 

○社会人向けフットサル大会 

○各種セミナー・イベント 

○メディアプロモーション 

４．Jリーグ協賛を通じて何を求めるか 

○新たな顧客接点の創出 

○企業イメージの浸透 

５．タイトルパートナーとしてどこをめざすのか 

○J リーグを通じたつながり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Club J LEAGUE 

・8月からスタートした Jリーグの公式アプリである「Club J LEAGUE」に協賛。 

スペシャルコンテンツとして「明治安田生命 Jリーグチャレンジ」を提供 

○スポンサーマッチングプロジェクト 

・各地域の J リーグクラブを支援する「クラブスポンサー」のみなさまのビジネスを

専用サイト上でご紹介し、ビジネス機会の拡大をお手伝いする取組みを開始 

○明治安田生命のスポンサーシップ 
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以上、短い時間でまとまりませんが、いくつか明治安田生命のＪリーグにかかる取り組

みを紹介させていただきました。企業関係者の方々からは、本当にタイトルパートナーと

してのお金の掛け方が、会社の利益やご契約者様の利益に繋がっているのかという声を沢

山いただきますが、さきほどのお客様との接点づくりやお客様同士の関係構築、ホームタ

ウン活動といわれる地域密着で一緒になって取り組むボランティア等の活動や、チャリテ

ィー等の活動を通じて十分にそちらの効果については測定できるのではないかと考えてお

りますので、これからも腰を低くしながらＪリーグさんのお力を通じて明治安田生命、Ｊ

リーグを引き続き２０１８年度も取り組んで参りたいと思っております。本日は、ご清聴

ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 
 

第 10 回役員・理事会 
１．4 月、5 月の例会及び事業、行事計画の確認 
4 月の予定  

6 日 (金) 通常例会 会員卓話：明治安田生命 田渕会員 
第 10 回役員・理事会 

13 日 (金) 夜間移動例会 2 クラブ合同ゴルフコンペ及び花見例会（移動例会） 
・ゴルフコンペ会場：太平洋クラブ成田コース 
・移動例会（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田） 
 受付 18：00    点鐘 18：30 

20 日 (金) 通常例会 諸岡ガバナー準備会 
27 日 (金) 通常例会 研修セミナー 

5 月の予定  
4 日 (金) 祝日休会 定款第 8 条第 1 節 
11 日 (月) 通常例会 諸岡ガバナー準備会 例会終了後第 11 回理事会 
18 日 (金) 通常例会 青少年奉仕委員会担当 

 25 日 (金) 新会員歓迎例会 
（夜間移動例会） 

成田Ｕシティホテル 18：00 受付 18：30 点鐘 

承認 
２．成田山開基 1080 年祭成田ロータリークラブ記念植樹例会費用の件 

1,008,160 円                                    承認 
３．日本ボーイスカウト成田第一団より助成金のお願い 

50,000 円                                      承認 
４．成田市国際交流協会より会費納入のお願い 

5,000 円                                    承認 
５．成田空港対策協議会より会費納入のお願い 

6,000 円                                      承認 
６．国旗、クラブ旗、クリーニングの件 

4,000 円                                      承認 
７．勝浦ロータリークラブ創立 55 周年記念式典並びに祝賀会の件 4/22（日） 

成田会長、長原幹事出席予定                             承認 
８．船橋西ロータリークラブ創立 50 周年記念式典、祝賀会の件 4/21（土） 

成田会長、諸岡靖彦会員出席予定                           承認 
９．成田山開基 1080 年祭記念大開帳開白大法会の件 4/28（土） 

成田会長出席予定                                  承認 
10. H30.3 月末までの会計報告                                承認 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

橘 昌孝 会員 3月 28日 成田コスモポリタンロータリークラブ 

齊藤 三智夫 会員 4 月 2 日 ＲＬＩセッションチーム勉強会 

齊藤 三智夫 会員 4 月 3 日 第 2790 地区 ＲＬＩ推進委員会会議 

成田温、神﨑誠、深堀伸之、長原正夫、小岩井学 
小寺真澄、石川憲弘、諸岡正徳、角田幸弘、遠藤英一 
平山秀樹、佐瀬和年 各会員 

4 月 3 日 第 10 回役員・理事会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ６９ ５２ １７ ７５．３６％ ７４．６５％ 

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 

 


