国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2704 回例会 平成 28 年 5 月 27 日（金）
◇ 点
鐘
佐瀬 和年 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
南日 隆男 会員
◇ お客様
成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様
◇

ニコニコボックス
齊藤

三智夫

会員：先日、2790 地区 RLI－DL 養成講座を修了

いたしました。諸岡委員長のご指導のもと、神崎会員に背中を押し
ていただき無事に終えることができました。
平山 秀樹 会員：ここのところ欠席が続いているので、反省をこ
めていくつかの事柄についてニコニコさせていただきます。まず、
モンゴル支援の関係です。ゴールデンウィークにアメリカのマサチ
ューセッツ工科大学へ技術提携のため渡米するために、ブヤン君が
来日されました。その時に、測量機器を寄付してくださった千葉測
器さん、トプコンさん、そして弊社宛に立派な感謝状をいただきま
した。今週の月曜日２３日に無事お預かりしていた感謝状を千葉測
器さん、トプコンさんに伝達できました。中村会長のお計らいでト
プコン社の役員の方まできてくださいました。感謝です。ブヤン君が帰
国された際には、佐瀬会長から託された中古パソコンを含め、前回持っ
て行けなかった残りの測量機器二台も持って行ってもらえました。ちょ
っと気が早いですが、来週金曜日は欠席させていただくので、成田ロー
タリークラブのブヤン君への支援をまとめた記事が「ロータリーの友」
六月号に掲載されることも合わせてご報告させていただきます。また、
モンゴルのロータリークラブの方々と「ソウルで会いましょう」と約束
したので、明日から国際大会に行って参ります。
ここのところ、口内環境が悪化し、文字通り歯茎から血が止まらなくなってしまいまし
た。そこで、角田先生に治療していただきました。まだ途中ですが、すっかり出血が止ま
りました。また、先日お取引さんで４０人の大バーベキュー大会がありました。その時に、
「果物を出すように」と言われ小宮山会員にお願いしました。早出のスイカや、マンゴー
など大変喜ばれました。少し気の早いスイカ割りも行われました。以上、感謝を込めてニ
コニコさせていただきます。
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設楽

正行

会員：今週の月曜日、理事長を務めております花崎町

商店街振興組合の総会が無事に終わりました。参道のセットバック
が 8 割ほど完了し、後 3 年ぐらいですべて完了する予定です。参
道の千葉銀行跡地ですが、市で買い取ることが決まり、参道のため
に素晴らしい施設が作られる様、地元の要望を出したいと考えてお
ります。
佐瀬 和年 会員：5 月 20 日の移動例会は、素晴らしい 55 周年記
念パーティーとなり感謝申し上げます。演奏をしてくださいました
日本大学リズム・ソサエティ・オーケストラの皆様も、成田国際文
化会館で行われるチャリティーコンサートに大きな期待を寄せてい
ます。大勢のお客様にご来場いただけるように、一生懸命務めまし
ょう。
佐藤 英雄 会員：私の言いたいことは、先ほどすべて会長がおし
ゃいました。6 月 5 日の本番まで 1 週間ちょっと、チケットも順調
に買っていただき、広告もある程度まとまって参りました。あと少
し、頑張って参ります。
近藤 博貴 会員：5 月 13 日次男英明がスキルス性胃癌で亡くなっ
たため、16 日家族と近親者のみで葬儀を執り行いました。49 歳 7
ヶ月という短い人生でしたが、なにかとお世話になりました。クラ
ブからは香料をいただきましたので御礼申し上げます。
成田 温 会員：5 月 1 日に千葉ガスが東京ガスと統合、私どもの
会社も東京ガスの支店として認定されました。また東京ガスの佐倉
支社支社長にはロータリー入会を考えていただくようにお願いして
おります。千葉ガスから東京ガスになったことにより、若干（４、
５％）ガス料金が下がるのではないかと思います。4 月から電力の自
由化が始まりました。封書などでご連絡がいってるかと思いますが、
キャンペーンをやっております。よろしくご検討のほどお願いいた
します。
小宮山 四郎 会員：先ほど平山会員のニコニコで弊社のフルーツ
の話をしていただきましたので、ニコニコいたします。

◇

入会式
小岩井
推薦人
顧 問

学（こいわい まなぶ）会員 千葉興業銀行 成田支店
佐瀬 和年 会員、深堀 伸之 会員
矢島 紀昭 会員
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所属委員会

会員増強・退会防止委員会

増強・選考・職業分類

奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕
職業分類
都市興業銀行
歴史ある成田ロータリークラブの一員とさせていただいたこと、
非常に喜ばしく、光栄に思っております。これからは皆様のご指
導を賜りながら一生懸命やらせていただきます。宜しくお願い致
します。
香取 竜也（かとり たつや）会員 日本ビューホテル（株）成田事業所
推薦人 佐瀬 和年 会員、深堀 伸之 会員
顧 問 小川 賢 会員
所属委員会 会員増強・退会防止委員会 出席奨励
S.A.A.
職業分類
都市ホテル
この度は、ご承認頂きありがとうございます。一生懸命やらせてい
ただきます。またロータリークラブで会場をご利用いただきありが
とうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
◇

会長挨拶

佐瀬

和年

会長

先週は 55 周年記念例会、私の年度に華を添えて戴き誠にあ
りがとうございました。日本大学リズム・ソサエティ・オー
ケストラの学生さんたちも、成田国際文化会館で行われる、
チャリティーコンサートに期待を寄せているようです。その
期待にお応えするように、大勢のお客様がご来場くださるよ
う、呼びかけに努めてまいりましょう。
今月は青少年奉仕月間です。13 日には成田高等学校のイン
ターアクトクラブの顧問の先生と生徒さんが例会に出席してくださいました。留学生のイ
ーチェンさんも例会に参加して戴きました。また、モンゴルの新モンゴル高専には、２台
の中古パソコンを提供することができました。ブヤン校長が、たまたま日本に来ていたと
き、お帰りの際お持ち帰り戴きました。「授業に使わせてもらいます。」のコメントと教室
に置いた２台のパソコンを写したメールが送られてきました。
新モンゴル高専は視察に行ったときに、「第一回生が卒業するまで、かかわって行こう、
どんな社会人になるのか楽しみにしよう。」そんな思いが致しました。皆様も、ご支援くだ
さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
◇ 表彰
第 2 回マルチプルポールハリスフェローピンの授与
吉田 稔 会員
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◇

委員会報告

・ロータリー財団
近藤 博貴 リーダー
5 月 18 日、諸岡靖彦会員から 11 万円、1000 ドルの寄付をいただき平和フェローして送金
しました。
5 月 21 日、堀口路加会員に 11 万円の寄付をいただきました。500 ポイント 55,000 円分を
利用して、1,000 ドルとして送金しました。残金 55,000 円はご希望により、成田ロータリ
ークラブ基金へ積み立てました。また、本日石橋会員より米山記念奨学へ 10 万円の寄付を
頂きました。
・なりた環境ネットワーク
小宮山 四郎 会員
6 月 28 日、平成 28 年度第 1 回空港美化運動のお知らせです。
回覧しておりますが、6 月 7 日締め切りなのでご協力お願いい
たします。
詳細については、締め切り後、参加者に直接ご連絡いたします。
・55 周年記念チャリティーコンサート
神﨑 誠 奉仕プロジェクト委員長
皆様には広告のご協力ありがとうございます。広告の最終確認が皆様の所へいってると思
いますが、締め切りもありますので今日中に菊地さんへ返事をお願い致します。また当日
お手伝いできる方の出欠を確認しておりますが、今日も回覧しております。本日の結果後、
割り振りをして詳細をご連絡いたします。
◇ 幹事報告
吉田 稔 副幹事
≪回覧≫
・例会変更
多古ロータリークラブ
・週報
富里、白井ロータリークラブ
・交通遺児育英会 「君とつばさ」
・八千代ロータリークラブ
旧アドレス yachiyo.r.c@kind.ocn.ne.jp
新アドレス yachiyo.r.c@yachiyo-rc.com
・ハイライトよねやま 194 号
・市川南ロータリークラブ 40 周年例会のご案内
・クラブ活動計画書用会員名簿のチェック
・6 月 5 日、チャリティーコンサートの手伝い
≪連絡≫
・6 月のレート 110 円
・次年度の委員会構成表をレターボックスに入れておきました
・習志野中央ローターアクトクラブ創立 25 周年記念式典のＤＶＤ
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◇

テーブルディスカッション

6 月 ≪ロータリー親睦活動≫

1.親睦委員会に要望すること
2.親睦旅行の参加者を増やすにはどうしたらよいか。
3.親睦委員会と各同好会との関係について
（現在の同好会・囲碁・釣り・ゴルフ 今後も増やすのか？予算はどうするのか）
〇発表者

南日

隆男

会員

・そもそもロータリーの「親睦」とは、通常の例会や委員会活動を通じて一期一会を大切
にして、ひとりひとりが豊かになることである。
・そのために、会員各位が与えられた役割を発揮して、毎回集まった機会を活かすよう努
力する必要がある。
・
「親睦」と「親睦活動=同好会や旅行など」の拡大や充実は分けて考えるべきものである。
〇発表者
角田 幸弘 会員
・過去に人気のあった行事をチェック。たとえば、「新酒を楽しむ会」の参加は多い。
・親睦の多い月、少ない月の差がある。
・それぞれの親睦事業について、丁寧に見直しと評価を加える。
・会員個々に親睦に参加するという気構えがほしいが、趣味の同好の会などは、進んでの
参加が多い。楽しみを繋いでの親睦のあり方が良い。
・旅行については、ロータリーならではの豪華な旅行が楽しみの一つ
・旅行は、仕事を休めない会員にとっては、参加しにくい行事であるので、2 泊の旅行は
２～３年に 1 回とかで、日帰りでも良いかもしれない。
〇発表者
小坂 裕巳 会員
・奉仕と親睦が両輪である。
・メンバーに本日入会の 2 名がいたので、1 年間の親睦委員会の活動内容など説明して理
解をいただくのがメインとなり、特に要望はなし。
・親睦旅行は日程を一泊二日にするなどコンパクトにした方が、参加者が増えるのではな
いか。
〇発表者
齊藤 三智夫 会員
１） 親睦委員会に要望すること。
夜間移動例会において、ややマンネリ化の傾向があるのでは？
見直しを図るとしたら具体的に成田クラブの PR 活動等を取り入れてみたりという
事などから始めてみたら良いのではないかと思うので、機会がありましたら親睦委
員会でご検討願います。
２） 親睦旅行の参加者を増やすにはどうしたらよいか。
旅行先を近場の一泊二日にしてみてはどうでしょうか。
３） 親睦委員会と各同好会との関係について。
（現在の同好会・囲碁・釣り・ゴルフ・・・今後も増やすのか？予算はどうするの
か？）
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親睦委員会の委員の皆様に、積極的に各同好会に参加していただいて、良い関係を
保っていけたら良いのではないか。
４） その他
親睦旅行も移動例会も各年度会長のリードによるものが大きいので、会長の意向に
沿った方向性のもとで活動していくのがよいのではないか。
◇

点

鐘

佐瀬

和年

会長

チャリティーコンサート役割表（案）
係

集合時間

来賓出迎え

15：30

内容
ロビー入り口でお出迎え
来賓控室（二階控室で接待）
チケットの確認
※受付終了後は会場案内にお
回り下さい

メンバー

佐久間・近藤・橘
小宮山・沢田・齊藤
八田

会長・幹事・神﨑

チケット受取

15：00

当日券

15：00

現金受け取り

小坂・小岩井・黒須

来賓

15：30

控室から会場へご案内

会長・幹事・神﨑

案内

15：00

会場案内

募金

15：00

会場案内
※終演後チャリティー
ＢＯＸのお願いと管理

平山・平野・日暮・成田
山田・小泉・浅野・杉浦
村嶋
遠藤・豊田・渡辺
香取・伊藤・笹子
長原・イーチェン

招待

15：00

無料接待客担当

設楽・石橋・吉田

10：30

総合司会

矢島

受付

案内

司会
バンド
担当
総合
全体

佐藤

10：00
全体

設楽・石橋
松田・諸岡

全体の指揮

10：30

※お名前の下のアンダーラインは責任者です。 敬称略
全日の人はお弁当を用意しております。
当日、急遽お手伝いできる方も大歓迎です。15：00 に会場までお越しください。
服装は、上着着用、徽章、襷（事務局で準備）
何かご質問がありましたら、佐藤、黒須までお問い合わせください。

出 席

表

会員数
６１
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数
６０
ＣＡＲＤ
氏

諸岡 靖彦、齋藤三智夫

出席数

欠席数

出席率

前回補正

３０

３０

５０％

７０％

名

月

各会員（追加）

日

ク ラ ブ 名

4 月 29 日

地区研修・協議会

諸岡 靖彦 会員

5 月 16 日

地区次年度管理運営統括委員会

堀口 路加 会員

5 月 25 日

浜松北ロータリークラブ

近藤
渡辺
高橋
石川

5 月 25 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

5 月 26 日

次年度役員会

博貴 会員
孝、近藤 博貴、小宮山 四郎、高橋 晋
正、矢島 紀昭、神﨑 誠、齊藤 三智夫
憲弘 各会員

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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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

