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国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

  

第 2511 回例会 平成 24 年 5 月 11 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤 博文 書 犬養 毅 書 

職員室 

作法室からの石庭 

図書館 
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◇ 点  鐘       平野 省二 会長 
◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  
平野 省二 会長：三番目の息子に長男が誕生いたしました。 
仲村 盛政 会員：50 周年記念誌の作製に、私の会社を使っていただきありがとうござい
ました。 
松田 泰長 会員：50周年記念誌の配送を佐瀬会員、事務局と私の妻の4人でやりまして、
やっと終わりほっとしておりましたら次の日からぎっくり腰になってしまい 3 日間身動き
できずにおりました。やっと動けるようになりました。 
 
◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 
 皆さんこんにちは、大型連休も終わりました。皆さんいかがお過ごし
でしたか、連休中は色々なニュースがありました。事故のニュースが多
かったようです。私は暦通りの休みでしたが、3 番目の息子に男の子が
生まれまして私の孫が 3 人となり、後ほどニコニコをさせていただきま
すが、茨城 土浦市に住んでいるので何度も行き来していました。 
 今日はクラブ奉仕委員会 工藤職業奉仕リーダーのお計らいで、創立
１１５周年記念事業として新築しました成田高等学校にお邪魔しまし
た。只今、新装された校内を案内頂き、大沢校長の下、素晴らしい教育
環境に子供たちは大変幸せだなと感じ入りました。私も昭和 34 年の成
田高校の卒業生であり、成田高校は千葉県下で歴史ある学校です。私た
ちの頃は木造三階建ての校舎でありました。このような立派な校舎に感
慨無量であります。成田山教育財団による経営は文武両道の校風を持ち、
日本の政治経済に多くの先人を輩出しており、また、スポーツに於いて
も高校野球は数多くの甲子園出場を果たしております。現在千葉ロッテマリーンズの唐川
投手は当校の出身です。陸上競技も増田明美を始め室伏広治を代表とするオリンピック選
手ほか多くの国体、インターハイ出場を果たしております。当成田ロータリークラブ会員
に於いても、ソフトテニスで澤田・矢島組、小川・矢島組にあってはインターハイ、国体
に連続出場して全国制覇一歩手前まで勝ち上がっております。このように成田高校は輝か
しい歴史と伝統を備えた学校であります。 
 今年正月、ＲⅠ第２７９０地区新世代奉仕委員会インターアクトクラブ主催による国外
研修生が韓国ＲＩ第３７２０地区馬山ロータリークラブより成田高校に３１名の生徒が生
徒間交流の場として第３７２０地区ガバナー共々お見えになりました。先日、地区協議会
において成田高校に感謝状を山田ガバナーより頂きましたので報告いたします。地区協議
会については小宮山会長エレクトより次年度第２７９０地区得居 仁ガバナーエレクトの
活動方針を後ほど報告頂きます。いよいよ次年度の活動計画が本格化してまいりました。 
 ホームミーティングに付きましては、先にグループ分けしました通りテーマを「私がロ
ータリーに望むこと」と題して、経験豊かな会員から入会間もない会員の方まで各リーダ
ーの下、奉仕活動のあり方、会員相互の親睦と語らい、ロータリーに対する解らないこと、
矛盾を感じること等、グループ討議１時間をめどにそれぞれが思っていることを話して下
さい。食事をしながらで結構です。記録、発表は３年未満の会員にお願いします。５月２
５日第３例会時に各グループ５分以内でお願いします。記録につきましては、データー並
びにＦＡＸにて事務局へ送って下さい。私はこのホームミーティングの結果をまとめまし
て次年度研修委員会委員長として、今年度諸岡委員長と相談しながらクラブ研修セミナー
に討論の糧として使用したいと考えます。皆様の活発な意見を期待します。 
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◇ 地 区 表 彰 
ロータリー財団 
 一人あたりの年次寄付額第 2 位 成田ロータリークラブ 
 
◇ 地 区 感 謝 状 
成田高等学校インターアクト 
顧問 早川 先生、近藤 先生 

 
 
◇ 大澤校長先生か ら 一言 
 先程成田山教育財団の次長であります工藤会員からも御礼を申し上
げましたが、本日は本当にありがとうございました。本校を会場として
の移動例会を企画していただき、また多くの会員のご出席を賜りました
ことに、深く感謝申し上げます。 
また、本校中高校舎ですが、去る３月８日に竣工式を行い、この４月

から全面的に使用を開始しております。皆さまにご覧いただきましたよ
うに、大変明るくスペースもたっぷりしていて、生徒職員とても喜んで
います。私自身も大いに気に入っています。これも会員の皆さまのおか
げであり、改めて厚く御礼を申し上げます。 
この中高新校舎の建設は本校創立１１５周年事業として行われまし

たが、この後正門を入って左脇にある仮設校舎の解体と、この新校舎に
向かって右にある旧３号館の解体を行います。既に大分進んで今月中には解体が終了する予
定です。 
３号館の跡地には武道場を新設し、それが出来たところでこの新校舎の下にある現武道場

は解体、仮設の跡地と併せて植え込みとして整備します。そうすると正門からの眺めも非常
にすっきりすると思います。これが来年８月から９月には終了する予定ですので、来年１０
月７日、これは本校の創立記念日ですが、この日に創立１１５周年事業完成の記念式典を行
います。 
皆さまには、今後とも地元の学校である成田高等学校に、引き続きご支援を賜りますよう

お願い申し上げて、御礼の挨拶といたします。本日は本当にありがとうございました。 
 
◇ 委員会報告  石川 憲弘 次年度幹事    
各委員長さんにお願いいたします。お忙しい折、大変恐縮でございますが、小宮山年度活
動方針が 4 月 20 日の委員長会議で示されました。この方針に沿いまして 5 月中に各委員
会を開いていただき（開催した委員会は別）今年度活動方針をまとめてください。6 月 1
日理事会におきまして承認をいただき 6 月 8 日クラブ協議会におきまして発表をお願いい
たします。又、活動計画書には特別委員会委員長の各会員と会員増強委員長 佐瀬会員、
クラブ広報委員長 長原会員、クラブ管理運営委員長 秋葉会員、ロータリー財団・米山
記念奨学委員長 設楽会員、Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 山田会員、奉仕プロジェクト委員長 神
崎会員、職業奉仕リーダー 小川会員、社会奉仕リーダー 諸岡会員、国差奉仕リーダー
池内会員、新世代奉仕リーダー 大澤会員の活動方針が記載されます。 
 
◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 
１、本日は移動例会により出席の取り扱いは６０％ルールに従い１２時４６分をもって 
  出席とみなします。 
２、ホームミーティングの実施について 
  各グループの日程が決まりましたのでお知らせいたします、 
   Ａグループ  神崎リーダー  ５/１７（木） 菊屋 
   Ｂグループ  石川リーダー  ５/１７（木） 金時 
   Ｃグループ  成田リーダー  ５/１５（火） 菊屋 
   Ｄグループ  佐瀬リーダー  ５/１７（木） Ｕシティーホテル 
   Ｅグループ  日暮リーダー  ５/１２（土） 国の家 
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各グループはテーマを取りまとめ５/２５の例会時に一グループ５分以内で発表をお願い
します。 
３、会員の病気見舞いについて 
  深山会員が現在日赤病院に入院されています、規定によりクラブとしてお見舞いに伺
いたいと思います。 
４、本日は移動例会ということで大沢会員のご好意で成田高校新校舎見学会をさせていた
だき誠に有難うございました、立派な校舎が竣工されおめでとうございます、平野会長、
沢田会員、私は本校の卒業生でございまして、卒業後早半世紀が立ちました。平野会長と
は同じクラスで机を並べた間柄であります。本日訪問でき大変嬉しく思います。 
５、第９分区親睦ゴルフコンペのご案内 
  ６/１４（木） 場所 千葉バーディクラブ 
  申込みは５/１５（火）となっていますので希望者は回覧用紙に記入してください。 
 
 

第 11 回 理事・ 役員会 
１．今後の行事日程について 
 ５月の予定 

５月１８日（金）通常例会 新入会員入会式（小澤美良氏）誕生祝、結婚祝い 
５月２５日（金）通常例会（ホームミーティング発表） 

※5 月 10 日～20 日 ホームミーティングを開催（5 グループ） 
 ６月の予定 

６月 １日（金）通常例会 卓話 喜久川 会員 新旧合同理事・役員会 
６月 ８日（金）通常例会 クラブ協議会（次年度活動計画） 
６月１５日（金）通常例会 クラブフォーラム（今年度総括パート１） 
６月２２日（金）通常例会 クラブフォーラム（今年度総括パート２） 
６月２９日（金）最終例会 ＡＮＡクラウンプラザホテル 

承認 
２．クールビズの実施    ５／１８～１０／１２                            承認 
３．クラブ協議会６／８（金）次年度クラブ活動計画 
  クラブフォーラム６／１５（金）、６／２２（金）今年度総括                      承認 
４．次年度の会計予算書作成 
  次年度会長、幹事、会計、本年度会計で５月１８日（金）例会終了後行う。                承認 
５．５月の誕生祝・結婚祝いは ５月１８日（金）に行う                          承認 
６．６月１日の例会は、新旧合同理事・役員会                               承認 
７．病気見舞い   深山会員１万円                                   承認 
８．６月９日～１０日第９分区会長・幹事会 必要経費はクラブ負担                     承認 
９．パスト会長・幹事会費用について 
       前例に無いので否決 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 4月 30 日 地区協議会 

平野 省二、矢島 紀昭、諸岡 靖彦、吉野 裕、神崎 誠 

飯田 正雄、小宮山 四郎、石川 憲弘、深堀 伸之 

秋葉 博行、松田 泰長、澤田 喜信、遠藤 英一 各会員 

5月 11 日 第 11回理事・役員会 

平山 金吾 会員 5月 18 日 米山オリエンテーション 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 
 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５７ ３５ ２２ ５７％ ８４％ 

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 

 


