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成田ロータリークラブは、昭和 36年 3月 16日創立されましたが、承認された 

のは 36年 5月 8日、ちょうど 54年前。ノンアルコールシャンパンで♪ 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2654 回例会 平成 27 年 5 月 8 日（金） 

◇ 出席奨励・退会防止委員会 小寺 真澄 委員長 

先月の出席率は６８．８％でした。年度末で出席率が下がっております。出席の意義とは、

例会で自分がこの 1 週間、ロータリアンとして行動が相応しかったのかと反省し、ロータ

リアンである事を再認識する場であるというお話があり感動いたしましたので、皆様にも

お知らせいたします。 

◇Ｓ．Ａ．Ａ．   後藤 敦 会員 

月初めですので抽選で席を決めさせていただきました。ご協力ありがとうございます。よ

り深く親睦を深めていただきたいと思います。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ 誕生日 

小宮山四郎 s16.5.23 

齊藤三智夫 s42.5.12 

吉田稔 s35.5.15（欠席） 

◇ 結婚記念日 

高橋晋会員 s46.5.25（預） 

佐藤英雄会員 s48.5.20 

喜久川登会員 s53.5.5 

松田泰長会員 s56.5.21 

角田憲司会員 s56.5.24 

【先月分】 

池内富男会員 s45.4.20 

小寺真澄会員 s61.4.29 

◇ お客様紹介 

 八街ロータリークラブ  原 弘行 様 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

池内 富雄 会員：“成田に第 3滑走路を実現する会”よりご報告申し

上げます。昨年より実施しております署名運動は、おかげさまで

166,116署名という多くの方のご賛同を賜り 4月 27日は県へ、28日は

国交大臣へ、そして 4月 30日は成田市長へ、観光協会滝澤会長、空対
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協豊田会長、小泉 JC、商工会副会頭そして空港委員会の方々と共に陳情いたしました。何

年かかるかわかりませんが、成田が継続的に発展するための一つのステップとしてご理解

いただき、そして今後のバックアップをお願いしたいと思います。誠にありがとうござい

ます。 

 

諸岡 靖彦 会員：ゴールデンウイーク中の千葉日報には、千葉市

中央地区の街の盛り上げの為の特集企画の連載記事が掲載されまし

た。千葉市中心部で「門前町構想」が沸き起こっているそうです。

連載に登場したのは、商店街のリーダーの方、千葉神社の山本宮司

さん、千葉の歴史を語る千葉氏顕彰会の事務局長氏、ロータリアン

で中心街の繁盛を知る安田敬一さんなどでした。その企画の中で、

地区外から小生が意見参画しております。街づくりには住民の思い入れや、幅広い人々を

結集させるアイデンティティ（共通の求心力）が必要です。成田にはそれがあります。千

葉にもそれを作ることが大事です。そんなことを申し上げました。５月８日の連載５回目

の記事となりました。また、同じ千葉日報の５月５日には「わが町おもしろ発見！？」と

いうコラムに成田羊羹資料館と展示の紹介がありました。４月より９月末まで『和菓子の

掛け紙、包装紙展』が開催されています。全国各地の銘菓店では郷土画家や有名文人を起

用し、意匠を凝らした図柄や、素材にこだわってアートになる包装資材を企画して、お店

の格調を高めています。是非一度ご覧ください。 

 

神崎 誠 会員：4月 26日投票日の成田市議会議員選挙では皆様に

大変お世話になり、おかげさまで私の弟であります神崎勝が上位当

選させていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

ありがとうございました。 

 

石橋 菊太郎 会員：元インターアクトメンバーの石毛愛花さんの

お父様から干潟の米を継続入手できるようになりました。干潟の良

い米をお客様に提供していけるということでニコニコいたします。 

 

鈴木 敏道 会員：二点ございます。以前お話しした空港ビルデン

グのグループ会社である清掃会社の女性が（中国残留孤児のお子さ

ん）NHK のプロフェッショナルで放送され、非常に反響があったそ

うです。空港にお手紙を頂いたり NHK にも問い合わせがあったそう

です。そのため、2 回目の放送が 6 月 1 日 10 時からあるそうです。

本人と直接いろいろ話をしましたが、2 回取り上げられたのは高倉

健さんだけだそうです。内容はわかりませんが是非ご覧になってい

ただきたいと思います。それと先月下旬、ベトナムとマレーシアへ

現地大手旅行代理店を表敬訪問し、日本に来ていただき、免税売店を利用していただきた

いということで 1週間出張しておりました。日本は外国の旅行者が非常に増えております。

中国が増えているのは勿論ですが、ベトナムは 9,200 万人の人口で日本に好印象です。た

だベトナムの平均給与は 4万円。日本へ来るにはコストが高く 24万円。6カ月の給与分で

す。韓国だと 12万円です。本当は行きたいけどなかなか行けない国＝日本。ベトナムはど

んどん経済発展しており、富裕層が数年で 3 倍に増えると言われています。今後もアジア

のお客様がどんどん増えて行くだろうと思われます。2020年を前に 2,000万人達成するだ

ろうと気持ちを強くしました。 
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◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、月桂樹移動例会そして連休による休会と
続き久々の通常例会です。 
皆さん連休はどの様に過ごされたのでしょうか、久々の家族

孝行、いやいやがっちり稼がせてもらったよ、などなどそれぞ
れ違うと思いますが 4 月 29 日には次年度地区研修協議会が開
催されました。佐瀬エレクトと共に次年度の委員会を担う方々
と櫻木ガバナーエレクトとの方向性の確認と研修協議会でし

た。諸岡さん、掘口さん、小寺さんと私の 4名は地区委員会で
の参加でしたが次年度スタートに向け意義あるものでした。 
この頃から家内が風邪で休んでいたのですが、その風邪を月末処理が終わると同時に私

がもらってしまいました。2 日からダウンして昨日まで咳、39 度を超える熱と全身の痛み
に襲われ辛いものでした。我慢できずに橘医院で 4 日と 5 日に診療をしていただき今日は
ここまで回復しております。反省としてもっと早く診てもらえば良かったなとつくづく思
った次第です。 
さて、先程、神﨑幹事の粋な計らいで成田ロータリークラブがＲＩ認証を受けて満 54年

の乾杯をさせてもらいました、54人のパスト会長がいらっしゃいますが、このように記念
日と例会が合致する事は非常に難しいのが現状です。たいへん幸せな会長として御礼を申
し上げます。 

1961年  3月 16日   創立総会  クラブ結成（誕生） 
          3月 24日   第 1回例会 
          5月 8日    RI加盟（認証） 

1962年  4月 27日   チャーターナイト（RI加盟認証状伝達式） 

今年度もあと 2 ヶ月となってしまいました、多くのことをやり残している感が頭の中を
いっぱいにしています。しかし我がクラブには素晴らしい手法が存在します、CLPです。 
佐瀬次年度へのスムーズなバトンタッチができるように皆さんにお願いをして挨拶としま
す。 
 

◇ 表彰 

マルチプルポールハリスフェロー6回目   神﨑 誠 会員 
 

◇ 入会式 
杉浦 健（すぎうら たけし）会員  明治安田生命保険相互会社 成田支社 支社長 

推薦人 松田 泰長 会員、神﨑 誠 会員 

顧 問 遠藤 英一 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 

奉仕プロジェクト委員会 

職業分類  生命保険 

4 月 1 日付で成田支社を拝命いたしました。ロータリーに入会するのは初めてでございま
す。何分わからないことが多いので皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしま
す。前任が唯一の女性ロータリアンでございましたので、それを押しのけた男としてやや
アウェイ感を感じておりますが、どうぞ男性の杉浦もご贔屓にご指導のほどよろしくお願
いいたします。 
 
◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  矢島 紀昭 リーダー 

ロータリーの友、横読み 39 ページに「ロータリーの特別月間が変わ
ります」ということで記事がございます。特別月間が制定されたのは、
1983 年から 84 年。それ以前は全て特別週間でありました。月間の制
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定に伴い自動的にそれまで週間だったものが月間に変わったものです。その特別月間が昨

年より 10月に催されましたＲＩ理事会で大きく変更されました。新年度から変更されます
従来の雑誌月間やロータリー理解推進月間がなくなり、新たに『ロータリーの友月間』が
新設されます。新年度から新しい月間はこれから申し上げます次の通りです。8 月は会員
増強、拡大月間、9 月は基本的教育と識字率向上月間、ここにロータリーの友月間が加わ
ります。10 月は経済と地域社会の発展月間、11 月はロータリー財団月間、12 月は疾病予
防と治療月間、1月は職業奉仕月間、2月は平和と紛争予防／紛争解決月間、3月は水と衛
生月間、4 月は母子の健康月間、5 月は青少年奉仕月間、6 月はロータリー親睦活動月間。

何月は何月間か、ご理解をお願いいたします。 
 
・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 
5月 15日、クラブ広報新旧合同打ち合わせ会を 18時 30分から成田Ｕ
ーシティホテルで行います。 
 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・5月例会変更 八街ＲＣ、印西ＲＣ、多古ＲＣ、佐原香取ＲＣ 
・出欠席の確認 5/27（水）ゴルフ同好会、 

6/18（木）第９分区親睦ゴルフ 
・週報 成田空港南ＲＣ ３月分 
    成田コスモポリタンＲＣ ３月分 
・成田市社会福祉協議会だより 福祉なりた No.114 
・成田市国際交流協会 NEWS LETTER 5月 

・宇佐見ガバナーより「ＲＹＬＡを開催したこと」の感謝状 4/29付 
 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
第 11 回理事・役員会 

 
１． 5 月、6 月の例会及び事業、行事計画の確認 

５月の予定  

１日 (金) 休会 定款第 6 条第 1 節（ｃ）により休会 

８日 (金) 月初例会 第 11回理事・役員会 
１５日 (金) 通常例会 卓話 大澤会員、第 11回長期計画（CLP）委員会 

新旧広報委員会Ｕ－シティホテル 18：30 

１８日 (月) 移動家族例会（観劇） 12時半成田発、18時から 20時明治座で歌舞伎 
２２日 (金) 振替休会 クラブ研修委員会 12時ビューホテル 
２９日 (金) 通常例会 卓話 杉浦会員 

６月の予定  

５日 (金) 月初例会 第 12 回理事・役員会（新旧合同） 

１２日 (水) 通常例会／クラブ研修セミナー  

１９日 (金) 通常例会  本年度事業総括報告（各委員会） 

２６日 (金) 最終家族例会 ビューホテル 

５月２８日（木）会長幹事会（富里）／６月１３日（土）フェアウェルチャリティパーティ 
６月１８日（木）第９分区親睦ゴルフコンペ 大栄ＣＣ                                承認 

３．新入会員について 
   全日本空輸株式会社 執行役員成田空港支店長 南日隆男氏                            承認 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登、高橋 晋 各会員 4月 20日 鳴門ロータリークラブ 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、遠藤 英一、神﨑 誠 
小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加、深堀 伸之、設楽 正行長原 正
夫、小宮山 四郎  各会員 

5月 8日 第 11回理事・役員会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４３ ２０ ６８．２５％ ６９．８４％ 

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 

 


