国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2744 回例会 平成 29 年 4 月 7 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
角田 幸弘 リーダー
先月は移動例会がありましたので出席が少なく、63.78%となりまし
た。今月は、来週二クラブ合同花見例会があります。花見例会に欠
席される方は、10 時から 15 時までホテルフロントに出欠表が出て
おりますので、ハンコを押して出席率を上げていただきたいと思い
ます。
・Ｓ．Ａ．Ａ．
齊藤 三智夫 会員
本年度、女性の新会員がすべてＳ.Ａ.Ａ.で配属されております。残り
3 カ月間ですが、女性新会員の方にはＳ.Ａ.Ａ.の業務から外れていた
だき、顧問の方と一緒に食事をしていただくような事を考えており
ます。本日は藤﨑会員と顧問の渡辺会員です。ぜひ顧問になられて
いる会員の方は女性新会員の方にお声掛けをしていただければと思
います。引き続きよろしくお願いします。
◇
◇

点
鐘
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
お客様紹介
成田コスモポリタンロータリークラブ

◇

加瀬
結婚祝い

石川

邦雄

憲弘

会長

様

石橋菊太郎会員 s47.4.18（預）
佐瀬和年会員 s47.4.26、小寺真澄会員 s61.4.29
池内富男会員 s45.4.20
【欠席】
岸田照泰会員 s56.4.25
近藤博貴会員 s35.4.30
【先月分】
伊藤英徳会員 h6.3.5
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◇

誕生祝い

仲村盛政会員 s13.4.25
佐久間高直会員 s23.4.29、堀口路加会員 s.34.4.7
【欠席】
近藤博貴会員 s9.4.8、ローソンかおり会員ｓ47.4.28
◇

ニコニコボックス
小川 賢 会員：皆さんこんにちは、職業分類 社会保険労務士
の小川 賢です。ニコニコボックスをさせていだだきます。私の
入会は、平成９年４月の第一例会日でした。本日、平成２９年４
月で２０年になりました。この間、無欠席で貴重な体験をさせて
いただきました。５９歳から２０年、人生の終盤を迎え充実した
晩年を送り、現在もなお職業奉仕をさせていただいていることに

感謝して、ニコニコさせていただきます。
平野

省二

会員：成田では、毎年桜の咲く頃の 4 月 3 日に、旧

成田町の町内 7 か町で「おどり花見」という、江戸時代から続く
行事があります。各町の女人講と呼ばれる女性たちの集まりがあ
り「おどり花見」は女人講によって行われています。この行事は
千葉県無形民族文化財に指定されており、今年は私が住んでいる
花崎町が年番となり、花崎町女人講が街中を 1 日かけて踊り歩き
ます。実はこの花崎町の女人講を私の妻が会長をしております。今年は桜が少し遅れて咲
いておりますが無事行事が遂行できました。皆さんのご声援ありがとうございました。
設楽 正行 会員：水曜日、市原ロータリークラブから CLP を
来年立ち上げたいと言うことで私へ卓話の要請が来ました。卓話
だけやっても結局わからないのではないかと思い、何とか彼らが
疑問に思っている事、またあるいは不安に思っている事などを討
論形式でやりたいなと思いました。私と石橋会員、松田会員と 3
人で行ってきました。石橋会員が司会、私と松田会員がパネラー
と言う形でお答えする、45 分ぐらいでしたが大変有意義な時間を過ごすことができました。
彼らも大変感謝しており、パストガバナーの白鳥さん、次年度の役員の方からお礼状をい
ただきました。私の方からも石橋会員、松田会員にご足労かけたなと言うことでニコニコ
させていただきます。
松田 泰長 会員：うちのクラブが CLP を立ち上げる時に、当
時ガバナーでありました市原の白鳥さんにはいろいろ助言をい
ただき、うちがスタートしております。今回はそれの恩返しがで
きたのかなあと思います。
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◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

３月３１日の例会の後、諸岡靖彦会員と私で千葉ロータリークラ
ブ田中会長夫妻、櫻木パストガバナー，梶原財団委員長、佐々木
幹事、イギリスロータリークラブ会員のご夫妻３組に成田山新勝
寺境内の観光案内をしました。これは千葉ロータリークラブが、
今期、地区のグローバル補助金を活用しまして奨学生をイギリス
へ留学させました。そしてその留学生を受け入れたイギリスのロ
ータリアン３名がご夫妻で日本の観光に来られました。千葉クラブとして、日本の奨学生
がお世話になっていることから、この機会に千葉クラブでイギリスのロータリークラブの
メンバーを観光案内することにしたそうです。３１日当日は酒々井の千葉クラブメンバー
飯沼本家で酒造を見学し、そのあと佐原市内観光、そして成田山新勝寺を英語のできます
ボランティアガイドの方を携えて、総門、仁王門、大本堂、釈迦堂など境内を約一時間案
内していただきました。そのあと、諸岡会員のお心遣いでなごみの米屋総本店に移動し抹
茶と和菓子のティータイム。また、イギリスからのロータリアンご夫妻には、旅行安全祈
願の身代わり札各一体と千葉ロータリークラブの方を含めて総本店米屋のお土産をご用意
いただきました。私はイギリスのロータリアンの人にこの胸についております日本、イギ
リス友好バッチ、紅茶などをいただきました。私の仕事は海外向けの土産品卸ですが急な
ことでそこまで頭が回りませんでした。恥ずかしくて顔が赤くなりそうでした。イギリス
のロータリーのメンバー６名は、４月の中ごろまで、東京、京都、金沢等を観光する予定
だそうですが、今頃日本の桜の花の美しさにびっくりしているのではないでしょうか。境
内を観光しているときに櫻木パストガバナーと会員増強の話になりました。
「成田ロータリ
ークラブでは今年度会員増強では随分頑張っていますね」から始まり、日本のロータリー
クラブは２０１６年１１月現在クラブ数２,２６４クラブ、会員数８９,６７１人だそうです。
千葉ロータリークラブは、前年度に櫻木ガバナーを輩出しましたが、日本のロータリーク
ラブが３４地区ある中で会員１００人を超すクラブが一つもないのは２７９０地区のみ、
ここは一つ２７９０地区一番の１００人の会員数を誇るクラブにしようと頑張っているそ
うです。今年度、千葉ロータリークラブの田中会長の年次目標会員増強はまず会員９０名
にすることだそうですが、今、現在７８名の会員数だそうです。なお４月２２日の地区研
修・協議会では寺島ガバナー年度の会員増強委員長、増谷信一様（柏西）より今期めざま
しい成果を上げている成田クラブの増強活動について他クラブの参考になるように地区研
修において報告してほしいとの要請があり、高橋晋増強委員長にお願いしました。
◇ 委員会報告
・広報・公共イメージ向上委員会
菊地 貴 リーダー
成田クラブに関係するような記事が 2 点あります。7 ページの「イ
ンターアクト いま」、成田クラブでも成田高校インターアクトク
ラブと連携して進めておりますが、クラブも部員が少なくなってき
ております。そんな現場も含めて特集されております。それともう
1 つ 14 ページ、
「女性会員で広がる多様性」と言うことで各クラブ
いろんな取り組みをされているようなのでそちらのほうもご覧になってください。
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◇

幹事報告

吉田

稔

幹事

≪回覧≫
・例会変更 白井ロータリークラブ
・国際交流協会ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ No.214
・女性の健康月間リソースのご案内
≪連絡≫
・4 月 12 日、二クラブ合同ゴルフコンペ 8 組 12 名、久能カントリークラブ
例会 点鐘：18 時半 場所：成田ビューホテル
・4 月 14 日休会
・年度総括に向けて各委員会の開催を積極的に開催していただきたいと思います。
・例会終了後、役員理事会を地下あおいの間で行います。
・4 月のレート 116 円
・会員数 70 名
◇

卓話

―私の仕事／自己紹介―
（GLORY

伊藤 隆治 会員
SUPPORT 株式会社 代表取締役）

こんにちは。私は成田市飯仲に住む会員の伊藤隆治と申し
ます。今回ですが、卓話をさせていただくことになり大先
輩方の前で、すごく緊張しておりまして、聞きづらい点が
あるかもしれませんが、その辺はご容赦してくださいます
よう、よろしくお願い申し上げます。まずは簡単に会社説
明をさせていただきまして、残りは私の生い立ち等つまら
ないと思いますがお聞きいただけますよう、よろしくお願
い申し上げます。
【会社について】
当社は平成 13 年 6 月成田市三里塚で有限会社リビング・サポートとして設立いたしまし
た。当時は恥ずかしながらトイレのないコンテナハウスの事務所からスタートし、いろん
なことがございましたが、平成 18 年に社名を GLORY SUPPORT 株式会社、皆様の栄光
をお手伝いする意味で、社名変更し現在に至ります。
主に事業部は、環境事業部と流通事業部と２つに分け、環境事業部は一般廃棄物・産業廃
棄物・資源リサイクル事業。廃棄物価格・資源買い取り価格が正当なのか？もっと工夫し
たら廃棄価格の削減できるのではないか？をモットーにいろいろなお客様の廃棄料金を確
認させていただき、削減は最大７０％というお客様もいらっしゃいます。ロータリークラ
ブの中にも当社をご利用して頂いておられます大先輩方もいまして、誠に感謝しておりま
す。ありがとうございます。
流通事業部は貨物関係の業務請負業、運送業をしております。
当社は総勢 28 名、車両 16 台でコツコツとお仕事をさせていただいております。
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今現在は、私も含め社員と悪いところはどこだろう？また、汚い仕事をしているのでその
イメージを変えていくにはどうすればいいのだろう？心の片隅に廃棄・リサイクルは、グ
ローリーサポートよ！電話しなくちゃ！と言われるにはどうすればいいのだろうか？
をみんなで考えながら、社長も含めみんなで和気あいあいと現在活動させていただいてお
ります。
大先輩の方々で、廃棄、リサイクルで何かありましたら、ご相談していただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。小さなこと、おおきなこと、なんでも承ります。よろしく
お願い申し上げます。
【生い立ち】
でも皆さま、私が一体どんな人物なのかはわからないですよね。たぶんこの中で知ってい
るのは菊地貴先輩だけだと思いますので、私の生い立ちを少しご説明させていただきます。
昭和 47 年 5 月 31 日に大分県別府市に生まれました。小さい頃はやんちゃな性格でよく先
生に廊下に座らされる子供でした。３歳のころから少林寺拳法・空手をしておりました。
ブルースリーが大好きな少年でした。中学に入り部活は叔父が元近鉄バッファローズにい
ましたのでその影響で野球をしました。思い出はたくさんありますが、ちょっと土地柄だ
なと思う面白い事と申しますと、子供のころから温泉につかり、お湯の大切さがわからず、
風呂をガスで沸かすことを知らないので、ばんばんお湯を使う習慣が、当時の別府市内の
子供たちはありましたので、小学校の授業で、修学旅行対策で必ずお湯は 1 名 5 杯までと
か、シャワーの使い方とか、5 杯でなにができるのか？みんなで話し合いをしたことがご
ざいます。
ちなみに皆様、私の生まれた大分県は、現在成田からジェットスターで行けます。機内
では大先輩の米屋様のどら焼きが食べられます。皆様大分と言いますとやはり温泉ですよ
ね。私は別府市の鉄輪温泉。海地獄、山地獄、かまど地獄、らーめん大学などの有名な観
光地があります。また悲しいことに別府市は昭和 50 年代、最大約 13 万 5 千人をピークに
現在はＡＰＵの大学を誘致したのに、約 12 万人と人口が減っております。成田市とは逆で
す。
また、大分県の有名人は非常に有名な方は、もちろん！一万円札の福沢諭吉先生。順不
同ですが、王子製紙の朝吹会長様・キャノンの御手洗様・ＡＮＡの野村様・元明治生命土
田様・政治家では佐藤文生先生・元首相の村山先生・武将でしたら大友宗麟公・歌手では
南こうせつさん・ぼくの大好きなスター！にしきのあきらさん・松原のぶえさん・麻丘め
ぐみさん、俳優でしたら、貴乃花親方のお母さんの藤田憲子さん・沖雅也さん・古手川祐
子さん・竹内力さん・深津絵里さん・ユースケ・サンタマリアさん。ジャーナリストでは
筑紫哲也さん、スポーツ武道では、相撲で有名な、あの双葉山様・野球では神様、仏様の、
稲尾和久様方がご出身です
さて、私は中学を卒業して昭和 63 年、15 才で埼玉県熊谷市にある航空自衛隊生徒隊（ぞ
くに少年自衛官）に入隊し、約 3 年間下士官候補生の勉強、高校の卒業資格を取りました。
生徒隊に入ると、ほとんどが現在幹部自衛官になり、進路はパイロット、防衛大学校、飛
行機の整備士、レーダー管制官、教育隊教官など自衛隊になくてはならないところに配属
されます。
自衛隊の生活は非常に厳しい生活でした。こんな話をしていいのかわかりませんが、我々
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の生徒隊は旧日本軍の予科練教育の流れがありまして、先輩や指導者より、軍歌をうたい
ながら行進やいろんな訓練をやらされました。
ここで簡単な少年自衛官の１日の生活の説明をいたします。
起床は朝 6 時。3 分以内に布団をたたんで、半ズボン一枚で外に出て整列・点呼、ラジオ
体操のような自衛隊体操をし、約 3 ㌔位のランニングというより全力疾走。生徒隊歌や軍
歌を大声で歌い、先輩に怒られながら走り、部屋に戻ると布団の整理整頓が悪い隊員は、
窓の外にいろんなものが捨てられたり、朝から戦闘状態に突入。6 時 30 分から朝食。7 時
45 分までに制服点検など細かいチェックを受け、各部隊朝礼があり 8 時に国旗掲揚があり
ます。各基地の国旗掲揚のポールに体を向けて敬礼をいたします。例えば国旗がこの辺に
あれば、いろんな方向にからこちらに向いて敬礼！そこから地獄の勉強・訓練が 17 時まで
あり、その後は夕食、お風呂など、ゆっくりとする時間があります。でもそれは先輩だけ！
（ちなみにお風呂ですが、熊谷基地は朝鮮戦争の時には、まだ秩父セメントができてない
ので、滑走路があり、米軍が駐留し、朝鮮戦争で亡くなられた方々を洗っていたところと
聞きまして、びっくりしました。確かに変な浴槽の形でした。本当かどうか？いまだに謎
です。）ゆっくりできるのは 3 中隊（高校でいうと 3 年生）の先輩だけでした。のこりの 1、
2 中隊は掃除・ベットメイキング・制服、作業服のアイロンがけ、靴磨きや洗濯、勉強を
し、夜 10 時に消灯となります。でもここからが非常に怖い時間がやってくるのです。実は
消灯の夜 10 時～11 時は当直の教官や先輩が後輩に気合いで指導する時間です。目を付け
られている後輩などは非常に嫌な時間でした。私はなぜか狙われていました。まず、当直
の先輩靴が汚いと、廊下で靴を投げ捨てます。汚い！と部屋に入り名前を呼び廊下に整列。
当時ビンタは気合いと言っていましたので、気合いを入れられ、そこから腕立て伏せをで
かい声で呼称しながら 50 回以上。部屋に戻るとまた呼び出しがあり物干場（洗濯干場）に
行き乾燥機の中で気合いを入れられたり、腕立て、スクワットなどをさせられたり、とん
でもないけれども耐えていました。でも、中には非常に優しい先輩もいて、楽しい部分も
ございました。今でもあの当時の同期とは付き合いがございまして、苦楽を共に過ごした、
切っても切れない最高の仲間たちができたのは幸せな思い出です。
実は陸上・海上・航空自衛隊の生徒隊ですが現在は部隊編成され、採用人員も大幅に減り、
今は陸上自衛隊しかございません。私は貴重な航空自衛隊生徒隊の卒業生になれたのが、
非常にうれしく思います。最高の体験ができました。
さて、卒業し都内に住んでいましたが、ひょんなことから成田に移住することになり、今
現在に至ります。
趣味は下手くそですがゴルフに行くこと（スコアは皆様に言えないスコアですが、）と、
トレーニングが趣味です。お酒は非常に弱いですが、行くのが好きです。
でも菊地大先輩のおかげで、こんな私でも成田ロータリークラブ様に入れていただいたこ
とが、非常にうれしく思います。でも先輩方！まだ何をすればいいのか？まったくわかり
ませんが、大先輩の皆様に今後はたくさん指導していただき、皆様の一員として頑張って
いこうと決めましたので、今後ともご指導ごべんたつのほどを、よろしくお願い申し上げ
ます。
以上を持ちまして私の卓話を終了いたします。
ご清聴ありがとうございました。
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◇

ミニ卓話（ニコニコの続き）
小川

賢 会員

只今、司会の方から時間が少しありますので、
「20 年を
振り返って感想を」とのことですので準備していません
が少し思いをお話しいたします。
私を推薦してくださった方は、一級先輩で建設会社の
社長さんでした。ロータリークラブは一業種に一人、そ
の職業を通じて成功し、社会に貢献する人々の集まりで
す。50 人の友人ができるのです。良い勉強になります
よとの言葉で入会しました。
先程活動計画書を見て気付いたのですが、私の入会は 274 番目です。現時点で約 500 番
です。入会時の 50 名その後 230 名、成田市内で事業を営んでおられ、その代表的な方、
280 名の経営責任者に自由に会話できる環境をいただいたのです。何故もっと早く気付き
皆さんの見識を享受しなかったのか悔やまれてなりません。
二つ目は、20 年間無欠席の理由です。ロータリアンにとって例会出席は三大責務の第一
とされています。先輩から「例会はロータリーの道場です。昼食は誰でも何処かで食べる。
一週間に一度だけ昼食に出席できない訳はない。」最もだと思いました（これは 20 年前の
会話、今でも通用するか分かりません）。
例会日にどうしても出席できないときにメーキャップという仕組みがあります。私は入
会以来１ヵ月近くの入院・手術を 4 回経験しました。現在は活動計画書に 2790 地区 83 ク
ラブの例会案内が掲載されています。何曜日・時間・会場が掲載されています。最近は夜
間例会もあります。メーキャップ日の前後 14 日が有効です。入院前に 3 クラブ、退院後
に 3 クラブで大体対応できました。千葉市内で 2～3 クラブ、佐倉・佐原・東金クラブ等
に伺いました。
千葉ロータリークラブに伺ったとき、お客様の話し相手となる人がおられました。なん
とこの日は市内の銀行の頭取さんでした。思い出に残るメーキャップでした。たまには他
のクラブを訪問するのも、知り合いを増やし視野を広げることになると思います。どうぞ、
ロータリーライフを楽しんでください。ご清聴ありがとうございました。

」
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第 11 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
７日 (金)
月初例会
第 11 回理事会
１２日 (水)
夜間移動例会
2 クラブコンペ、花見例会
１４日 (金)
休会
12 日振替
２１日 (金)
通常例会
特別月間卓話 卓話：橘会員
２８日 (金)
通常例会
市原 RC より白鳥パストガバナー、次年度会長来訪
5 月の予定
５日 (金)
祝日休会
１２日 (金)
月初例会
第 12 回理事会
１９日 (金)
通常例会
特別月間卓話 卓話：飯田会員
２６日 (金)
夜間移動例会
新会員歓迎会、ＤＬ研修
4 月 16 日（日）印西ＲＣ50 周年
承認
２．地区協議会、研修の件（4/22 幕張 APA ホテル）
成田、長原、堀口、諸岡（市）、角田各会員参加予定
承認
３．地区個人表彰の件（4/22 幕張 APA ホテル）
小宮山会員、高橋会員
承認
４．印西 RC50 周年記念式典の件（4/16 成田ビューホテル）20 名参加予定
八千代 RC50 周年記念式典の件（5/27 ホテルニューオータニ幕張）
承認
５．退会者の件
3 月末退会 八田光雄会員、杉浦 健 会員
承認
６．次年度入会金の件
入会金 5 万円、これに伴い細則を内規規定委員会で修正
承認
７．平山建設 本社竣工式の件
ご祝儀、花環などはご辞退との意向
承認
８．成田市国際交流協会年会費の件 ５，０００円
承認
９．空港対策協議会年会費の件 ６，０００円
承認
１０．成田環境ネットワークの件
4/25 役員会 欠席、新年度より出向者 小宮山会員に代わり松田会員
承認
１１．月桂樹の手入れの件
成田花園に依頼し、毎年継続し手入れをしていただく
承認
出 席 表
会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７０

６８

４２

２６

６１．７６％

６５．７１％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

石橋 菊太郎、設楽
石川 憲弘、吉田
齊藤 三智夫、佐瀬
長原 正夫、設楽

名

正行、松田
稔、成田

月

泰長 各会員

正行、渡辺

四郎、高橋

ク ラ ブ 名

4 月 5 日 市原ロータリークラブ

温、矢島 紀昭、神﨑

和年、小宮山

日

誠

正、高橋

孝、松田 泰長

晋 4 月 7 日 第 11 回役員・理事会

各会員
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

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
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