国際ロータリー2016～17 年度会長

◇
◇
◇
◇

ジョン

Ｆ．ジャーム

点
鐘
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奉仕の理想
四つのテスト
歌唱
ニコニコボックス
設楽 正行 会員：今週の火曜日、成田クラブのゴルフコンペが開
催され、永井会員の成田ハイツリーで楽しくやらせていただきました。
成田クラブでは初めてのハンディキャップ制でした。たくさんのハン
ディをいただき優勝することができました。ハンディを付けてくれた
吉田幹事に感謝いたします。
永井 秀和 会員：先日は成田ハイツリーをご利用いただきありが
とうございました。皆さんにお越しいただき大したおもてなしもでき
ませんでしたが、ハンディの良かった人、悪かった人、色々いらっし
ゃるかと思いますが、これからもますます皆さん楽しいゴルフができ
ればいいなと思っております。ありがとうございました。
神﨑 誠 会員：私もゴルフコンペに参加させていただきましたが、
ハンディが厳しく 2 位と言う成績でした。賞品につきましては、通常
ベスグロとニアピンにあるはずなのですが、ニアピン以外の商品は用

意されておらず、ベスグロの私は賞品が何もなかったということで 2
位ですがニコニコさせていただきます。それと、ＲＬＩの研修に私と
齊藤三智夫会員が参加させて頂き卒後コースまで終えることができ
ました。一応皆様にご報告させていただきます。
吉田

稔

会員：先ほどからお礼を言われたりクレームを言われたり

している幹事の吉田でございます。今回独断と偏見でハンディを付け
させていただきましたが、我ながら素晴らしい構成でハンディを付け
ることができたと思っております。実力と年齢を加味させて頂きまし
たが、もっと自分には甘くすればよかったかなと反省しております。
今回の成績を元にもう少し細かく次回は決めさせていただこうと思っております。成田ハ
イツリーの永井会員にも入っていただきましたので、ますます盛んになるといいなと思っ
ております。
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諸岡

靖彦

会員：5 月 22 日、RLI（ロータリー・リーダーシップ

研究会）の卒後コースが開催されました。当クラブからの参加は運
営側で松田さん、齋藤さんと小生の３名でした。地区研修委員会の
活動は、6 月 19 日（月）にファシリテーター（DL:ディスカション・
リーダー）養成講座がありますが、平山さん、堀口さんが参加され
ます。去る 5 月 23 日には、千葉県経営者協会主催の「成田空港の
機能拡充と地域経済の振興」をテーマにパネル・ディスカッションが行われ、企画運営の
立場と地元経済人の立場としてパネラーとして参加しました。空港の運用時間制限の緩和
を巡っては、市町と住民との懇談会で第 3 滑走路に反対は無いものの、夜間飛行時間の拡
大には反対の声が強いとのことですが、早く第 3 滑走路を立ち上げないことには地域経済
の浮沈につながる問題になります。一致点を見出すためには、広く空港圏全域に経済振興、
特に外国人観光の大きな流れを作るための作戦が不可欠です。そんな思いを訴えました。
甲田 直弘 会員：本日はお忙しい中、成田Ｕ－シティホテルに
お越しいただき誠にありがとうございます。新会員歓迎会でござ
いますので、滝澤会員の長命泉で思い切り楽しんでください。
大塚 洋 会員：成田空港のさらなる機能強化の状況について、
簡単にお話させていただきます。周辺市町の方々より、①滑走路
を 1 本新設する、②Ｂ滑走路を延伸する、③夜間の飛行制限を緩
和すると言う成田空港のさらなる機能強化策に対して、5 月 11 日
に要請をいただきました。要請の内容は 4 点あります。①夜間飛
行制限緩和の一部見直し、②騒音対策を行うときに区域を設定す
るのですが、その区域が集落を分断しないようにする集落分断の
解消、③航空機からの落下物対策、④空港周辺地域の均衡ある発展、と言うものでした。
さらなる機能強化の方針について、地域からは、滑走路の新設と延伸にはあまり大きなご
批判がない一方、夜間の飛行制限の緩和には大変ご批判が強いと言う中で、夜間の飛行制
限を少しでも緩和すると言う事は、やはり空港の使い勝手、アジアの中での空港の競争力
強化を図るためには必要だという認識もありまして、国土交通大臣からは成田空港の国際
競争力の確保と、地域のご要望を踏まえた今後の対応について早急に検討を進めるように
とのご指示が事務方にあったと伺っております。16 日の周辺市町の総会では、私どもの方
からも専務が出席してどのような見直しができるか検討するということをお話ししており
ます。それを受けて昨日の記者会見で、夏目社長から改めて見直しをしますということを
申し上げ、本日の新聞にも掲載されております。今の状況は検討中でありましていつ頃ど
んな案をお示しするのかと言うのは、関係者、国や県や地元の市町の方々とご相談をして
いる段階ですので、なるべく早くお示しをしてご了解をいただき、一歩でも二歩でも前に
進みたいと思っておりますので、引き続きロータリーの皆様にはご支援をお願いいたしま
す。

2

平山

秀樹

会員：本日、社員とともに成田山の御護摩に上がり、

社員を構成員とする講社、「金禮功徳講」設立の辞令をいただき
ました。この講は、成田山への参拝活動を通じて、故平山金吾を
偲ぶ機会としようという想いで設立されました。金吾は生前から
成田山への信仰の厚い人でした。今後、お正月の御護摩を含めて
年に数回は講社としてお参りします。「金禮功徳講」の「金」の字は金吾の金です。また、
辞令をいただく時に白鳥僧正から「金剛不壊」の金でもあると教えていただきました。金
剛とはダイヤモンドのことだそうです。ダイヤモンドのように強く、長くこの講社が活動
していくようにとお話しいただきました。「禮」は、平山建設の「私達のモットー」の「禮
を守り、禮をつくすのが私達の信条です」から取りました。生前、金吾は「禮の字は心の
豊かさと書く。心の豊かさが外に示されると禮となる」と言っていました。金吾のとても
好きな字でした。「功徳」とは、白鳥部長から「社員の皆さん、お互いがお互いに功徳を
尽くすこと」だとおっしゃってくださいました。
これは、常日頃から平山建設の目的は「社員の物
心両面の幸福実現」であると言っていることと一
致します。これを機会に今年から、ISO の品質目
標を「社員の物心両面の幸福実現」とします。今
回の講社の辞令授受を通して、改めてお客様への
最高の商品の提供、成田になくてはならない会社
となることこそが、「社員の物心両面の幸福実現」
であると気づかされました。
◇

成田ロータリークラブゴルフ同好会

ゴルフコンペ

於：ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
◇ 会長挨拶
石川 憲弘 会長
5 月 23 日は当クラブの永井秀和会員が総支配人を務めます成田ハイツリーで親睦ゴルフ大
会が開催されました。成田クラブでは初めてのハンディ戦で行われ、見事初代優勝者は設
楽会員でした。みなさんも知ってのとおりきれいな緑豊かなゴルフ場ですが、グリーンの
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難しさには難儀したのではないでしょうか。本日は例会前に
研修委員会が行なわれ、そして新会員歓迎会が行なわれます。
ご苦労様でございます。私も新会員と一緒に研修委員会で勉
強をしてきました。今年度は新しい会員が大勢私たちの仲間
に加わりましたが、出席率６０％台という月もありましたの
で、出席義務について、メーキャップについて、ニコニコ、
誕生日祝、結婚記念日の祝いなど、また職業奉仕、社会奉仕など基礎から研修委員長の佐
瀬会員からご指導を受けてきました。入会時のオリエンテーションで成田クラブの細則を
勉強しているわけですが、なかなか身に付けるのは難しいものです。今日は新会員歓迎会
です。後程一言ずつ新会員の皆様にロータリーに寄せる今の気持ちを発表していただきた
いと思います。ロータリーは皆平等です。今日の主役は新会員の皆様です。歓迎会は無礼
講で行きましょう。そして皆さんの気持ちを率直にお話してロータリー活動を楽しいもの
にしていきましょう。今日はこの後、明治安田生命保険田渕公敏様が所定の推薦手続きを
済ませまして成田ロータリークラブの会員になる入会式の日です。先日は親睦ゴルフ大会
にも出席してくださいまして大変にロータリー活動に積極的な方です。仲良くお願いいた
します。そして明日 27 日は八千代ロータリークラブ 50 周年記念式典にご招待をされてい
ます。高橋会員、佐久間会員には車の手配をいただき誠にありがとうございます。京成・
コンフォートホテル前より１３時出発ですのでよろしくお願いいたします。
◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪連絡≫
・来週の例会終了後は、新旧合同理事会となります。
・来週はクラブ協議会です。各委員長は発表準備をお願い致しま
す。
・半年ほど成田クラブでお世話をし、現在、市川南ロータリーク
ラブの米山記念奨学生としてお世話になっているイーチェンが、
来春の卒業に伴い二つの会社から内定をいただいたそうです。ご報告いたします。
◇

入会式
田渕 公敏（たぶち
推薦人
顧 問

菊地
佐瀬

きみとし）会員

貴 会員、吉田
和年 会員

稔

明治安田生命保険（相）成田支社長
会員

所属委員会

クラブ管理運営委員会
クラブ会報
奉仕プロジェクト委員会
青少年奉仕
職業分類
生命保険
私は香川県高松市で生まれ育ちました。高校、大学と香川県の
高松の学校へ進みました。その後、明治安田生命に入社し全国
を転勤し、この 4 月から成田に着任、皆様の前でご挨拶をさせ
ていただくことになりました。妻は群馬県沼田市出身で 2 つ年
下の 46 年生まれです。私は常々、家の中のことをきちんとして
くれる人が理想でした。この人だったらと言うことで結婚を決
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めました。群馬は、「かかあ天下と空っ風」とよく言われますが、改めて思うぐらいしっ
かりとした家内をもらったことに感謝したいと思います。ただ生まれが群馬と香川なもの
ですから、料理の味付けで揉めることがあります。特にお正月に食べる雑煮ですが、関東
は鶏が入った醤油味の角餅ですが、香川は角を立てないということで丸餅、白味噌で白菜
等の野菜が入っており、丸餅の中にはあんこが入っているという雑煮で育ちましたので、
家庭の中では毎年トラブルになります 。最終的に、田渕家ではお雑煮ではなくお汁粉でお
正月を迎えることにしております。息子は 5 年制の高専を卒業し都内で就職しております。
娘は稲毛の高校に通っており 2 年生です。最近は、娘との会話レスが悩みです。4 月から
単身赴任で 5 月のゴールデンウィークに久しぶりに帰ったのですが 、会話レスのままでし
た。これらも含め、ロータリーに入りましてできるだけ先輩方のお話を聞いて自分が少し
でも成長できるように頑張りたいと思いますのでこれからよろしくお願いいたします。
≪研修セミナー≫

◇

点

鐘

◇

新会員紹介

石川

会長

＜宮﨑 修一 会員＞ 宮﨑畜産（株） 代表取締役
肉を扱う商売をしております。ご要望のある方はよろしくお願いし
ます。先ほども研修会で勉強いたしましたが、ロータリークラブに
入りまして大変有意義な時間を過ごさせていただき嬉しく思ってお
ります。これからも勉強の糧としていきたいと思っておりますので
よろしくお願いします。
＜矢野 理恵 会員＞ 三井住友生命保険（株） 営業部長
まだ新会員なのですが、長年いるような感覚で皆さん接していただ
いており、最近では 3 年先までお役をいただいておりまして、でき
るのかなあと思いながら今年は吉田幹事と約束した皆出席を目指し
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ております。来年は大先輩の飯田会員と共通の剣道で剣道大会を成功させたいと思ってお
ります。更に石橋会員からいろいろ話を頂戴し、橘会員からもいろいろご指導いただき、
ロータリーの基本を少し学んだかなと思います。来年は頑張ってまた皆出席を目指し仕事
とロータリーの両立ができたらいいなと思っております。
＜笠原 智 会員＞ 弁護士法人 房総法律 弁護士
去年の 9 月からロータリークラブに入らせていただき、毎週楽しく
参加させていただいております。欠席が続いたりすることもありま
すが、今日も勉強会を開いていただき学ぶことも多くこれからどん
どん参加させていただき、皆さんとお会いする機会を増やしていけ
たらと思っております。
＜伊藤 隆治 会員＞ＧＬＯＲＹ ＳＵＰＰＯＲＴ（株）代表取締役
石川会長から出席率について言われると頭が痛いのですが、ゴルフ
と飲み会の出席率には自信があります。これからは昼間の例会にも
なるべく出席できればと思っております。先輩たちにも可愛がって
いただいているので、頑張りたいと思います。
＜ローソンかおり 会員＞ 税理士法人ＦＢ.Ｉ 代表社員
高橋晋さんの推薦で去年の 10 月に入会しました。最初のほうは本
当に緊張していたのですが、皆さん親切にいろいろ教えてくださっ
たので、打ち解けていけたように思います。このまえは卓話で消費
税の話をさせていただきましたが、また機会があればよろしくお願
いします。話は変わりますが、日曜日、午前 10 時から成田ラグビーフェスティバルが中台
公園で開催されます。明治大学ＶＳ慶応義塾大学。入場無料ですのでよろしかったらお越
しください。
＜石橋 正二郎 会員＞ 日本航空（株） 成田空港支店 支店長
今日の目標は 12 時までに家に帰る！それまでは一生懸命に飲む！
この 2 つで頑張ります。
＜谷 直知 会員＞ ボンベルタ（相） 代表取締役
昨年の 11 月に入会させていただき、ちょうど半年経ちました。毎
回先輩方のいろんな卓話を聞くのを楽しみにしております。今後は
もうちょっと頑張って出席できればと思っております。皆さん今日
は何の日かご存知でしょうか、今日はプレミアムフライデーです。
今年の 2 月から始まっております。月の最後の金曜日は早帰りして
人生を楽しもうと言う趣旨です。ボンベルタでもいろんな催し物を
やっており、何とか盛り上げたいなと思っております。今日のプレ
ミアムフライデー、盛り上がっていきましょう！
＜諸岡 市郎左衛門 会員＞ 諸岡市郎左衛門商店 代表取締役
三人目の諸岡姓でございますが、昔の名簿を見ますと成田では四人
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いた時があったようです。入会して半年経っておりまして、このクラブに入れていただい
て良かった事は、私は幼稚園から高校まで成田だったのですが、その先は東京都内、さい
たま新都心、北京などにおりまして昨年から成田へ戻ってきました。ちょうど 1 年前の大
塔祭りの時に石川会長から声をかけていただき、その後、会長幹事に自宅まで来ていただ
き良いタイミングでお仲間に加えていただきました。趣味は謡をやっております。その謡
の関係で皆様ご関心がありましたら、応援いただけたらと思っております。
＜眞々田 美智子 会員＞ （株）ケイエムハウジング 取締役
半年前に入会しましたが、色々ありなかなか出席できませんでし
た。最近、少し時間的に余裕ができましたので、出来るだけ出席
し早く皆様の顔と名前を覚えたいと思っておりますのでよろしく
お願いします。
＜藤﨑 礼子 会員＞ 三桜商事（株）代表取締役
今年の 1 月 13 日に入会いたしました。今ロータリーについては勉
強中でございます。日本国民であることに誇りを持ち、どこにい
ても誰といてもどこに所属していてもしていなくても、4 つのテ
ストに照らして生きていこうと思っております。
＜永井 秀和 会員＞ ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 総支配人
先ほど研修を受けましたが、出席と言うのは義務と言う言葉があ
りました。私はちょっと違う面もあるのではないかと思いました。
それは人に対する思いやりの気持ち、誰かが私を待っているかも
しれないと出席をする、そう言うマナーもあるのではないかと思
いました。私が携わっているスポーツ・ゴルフは非常にマナーを
重んじるスポーツでございます。クラブ活動にはマナーが大事、自分もマナーをつける人
間になりたいと思っております。これからも先輩の良いところを真似して悪いところは咀
嚼していきたいと思っております。
＜田渕 公敏 会員＞ 明治安田生命保険（相） 成田支社 支社長
優しい先輩方から、さきほどの娘との会話レスに対しまして、時
期みたいなもんだ、麻疹みたいなものだから気にするな、と言う
アドバイスを早速いただきました。自分としては娘のことが可愛
くてしかたないのですが、そういう時期なのかなと思い過ごせる
ように、次に千葉に帰る時はおかえりと笑顔で言ってもらえるよ
うに頑張りたいと思います。
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＿

ツーリング同好会
発足？
少年のように話が盛
り上がってましたよ!!

研修会のテキス
ト を 片 手 に酒 を
飲む！
流石、ロータリ
アン!(^^)!
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◇

カラオケタイム♪

❤新会員選抜メンバーでピンクレディーのＵＦＯを振り付きで熱唱❤
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諸岡姓、勢ぞろい！

締め：神﨑誠会員
研修セミナーからの新会員歓迎会、新会員の皆様、お疲れ様でした。そして、歓迎会では新会員の皆様
で会を盛り上げていただきました。ありがとうございます。
何と言っても、当日入会された田渕会員！ゴルフ同好会のコンペに参加されていたとはいえ、素晴らしい
存在感で・・・、毎回、保険会社さんの層の厚さには驚かされます。きっと、ロータリー活動にも積極的に
参加していただける事と期待しております♪

出 席

表

会員数
７１
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数
６９
ＣＡＲＤ
氏

松田 泰長、諸岡

出席数

欠席数

出席率

前回補正

４８

２１

６７．６１％

８２．３５％

名

靖彦、神﨑

誠

月

各会員

喜久川 登 会員
設楽 正行、近藤

博貴、小宮山

四郎、石川

成田 温、神﨑

誠、佐久間

高直、長原

吉田 稔、諸岡

正徳、菊地

貴、齊藤

伊藤 英徳、伊藤
渡辺 孝、近藤

隆治、永井
博貴、石橋

秀和

松田 泰長、佐瀬

真澄

三智夫、香取

竜也

昌孝、小川

憲弘、成田
真澄、吉田

齊藤 三智夫、村嶋

隆美、久米

剛、香取

谷 直知、諸岡

隆治、芦谷

市郎左衛門、眞々田

地区 RLI 卒後コース

5 月 23 日

七尾みなとロータリークラブ

5 月 23 日

同好会ゴルフコンペ

5 月 26 日

クラブ研修セミナー

公敏

石川 憲弘、吉田

稔、小宮山

四郎、高橋

村嶋 隆美、諸岡

靖彦、神﨑

誠、成田

5 月 27 日

八千代ロータリークラブ

靖彦

稔、菊地

竜也、宮崎
源一、石橋

美智子、藤﨑

永井 秀和、田渕

賢

温、諸岡

秀樹、小寺

智、伊藤

5 月 22 日

各会員

佐久間 高直、平山

矢野 理恵、笠原

ク ラ ブ 名

憲弘

正夫、小寺

菊太郎、橘

和年、石川

日

貴
修一

正二郎
礼子

各会員
晋、佐久間
温

高直

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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