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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2659 回例会 平成 27 年 6 月 12 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      小柳政和 

◇ お客様 
  成田コスモポリタンロータリークラブ  

青木 貞雄ガバナー補佐 様、林 康博 様 
片岡 孝治 様、藤﨑 政弘 様 

◇ ニコニコボックス 

青木 貞雄ガバナー補佐 様：2014-2015年度も残り少々とな
りましたが、成田 RCの皆様を始めとする第９分区の皆様のこの
一年間の Rotary活動に対する真摯な取組みにより、私の AGと
しての責務もつつがなく終わることができそうです。皆様より
頂戴したご協力・ご支援に対し、この場を借りて厚く御礼申し

上げると共に、この一年間について少々話をさせていただきま
す。 

 成田 RCでは、本年 4月末現在で期首に比して会員が減少しましたが、Rotary活動の面
では、「Club Maintenance」を目標に掲げ、在籍歴の長い中核となる会員を中心に Rotary
及び Rotary活動についてのあくなき追求に、今年度も取組んでこられました。また、地区
の RLI活動において 6名の DLを輩出する等、積極的に取組んでこられ、その実績は、第９
分区で一番長い歴史を持つリーダーに相応しいものであったと思います。このような活動

を今後とも継続すると共に、皆さんが持つ知識、成果等を自クラブだけのものとするので
はなく、分区内の他クラブに敷衍・啓蒙していただくよう期待しております。  
さて、私にとっての AGの経験を一言で言えば、皆様に助けられて責務を果たすと共に、

11回に亘る地区 AG会議等を通じて、Rotary活動に、世界で、日本で、そして、第 2790 地
区で何が起こっているか等を学び、かつ Rotary についての知識が豊富で、また取組姿勢が
生半可ではないロータリアンが世間にはたくさんいることを知らされた一年でした。 
DLP導入により、分区代理に代わって新設された AG は、ガバナーを助けるだけではなく、
ガバナーの手足となって分区の運営を行うのが務めと教わりましたが、私は、ガバナーの

指示により会長・幹事会等を通じて皆さんに地区の方針、考え方等を伝えることに精一杯
で、実情は、第９分区の皆さんが、会員増強、Rotary Day 開催、Rotaryについての研修
等の地区方針具現化に取組み、分区及び地区の活動活性化に貢献してくれました。 
この結果、第９分区の会員数は、白井 RCの努力もあり、4月末現在純増 6名と、地区の 
目標各クラブ 1名会員純増を、第９分区６クラブ合計で達成しました。また、白井、印西、
及び富里の３クラブが、恒例の地域行事である、例大祭、Walk Rally、西瓜 Road Race 等
への協賛を Rotary Dayと命名し、Rotary及び Rotary活動の認知度向上に努めてくれまし

た。しかし、他方では、会員の高齢化及びそれに伴う会員減少、あるいは、長期的な会員
減少の改善が課題となっているクラブ、また例会出席率改善が課題となっているクラブ等
が当分区にあります。これらを改善するには、まず、例会を始めとする日常活動の充実を
図り、会員が、あるいは潜在的会員がロータリアンになって良かったと思えるクラブ運営
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を実現すると共に、Rotary 活動の知名度向上への取組みを強化して新規会員の加入促進を

図ることが第１で、次いで、新規加入会員に対する研修の深化が求められます。何故なら
ば、Rotaryについて十分に理解することなく、入会後２～３年で退会する会員が地区に多
くいる現状の改善が、会員拡大に必須だからです。 
例会の充実には、会員が例会出席を通じて何かを得ることが出来るような例会卓話を増や
すことが大切だと、私は思います。AGになって初めて例会に参加させていただいたクラブ
もいくつかありますが、その中には、食事をした後、会長挨拶、及び各種情報の周知、伝
達事項の確認だけで閉会となるクラブもいくつかありました。このような活動では、例会

に積極的に出席する意欲がわかないのではないでしょうか？従って、設楽前年度 AGの発案
による卓話者人材 Bankの活用、また、クラブ間での外部招聘卓話者の共有化等に取組み、
例会の活性化を図る必要があると思います。また、会員数の制約もあってか、新規加入会
員に対する系統だった研修・教育が行われていないクラブも分区内にはあります。 
Rotaryはクラブ運営の自主性を重んじていますが、会員数が少ないクラブにおける卓話の
充実、会員研修等には限界があると思いますので、他クラブと卓話者情報の共有、及び新
規加入会員の合同研修を行う仕組みを導入すべきではないかと、AG経験を通じて思いまし
た。 

これらの点において、分区のリーダーである成田 RCの積極的な取組みをお願いしたいと思
います。 
皆さんの活躍、積極的な取組みにより、成田 RCは元より、第９分区の全クラブが更なる

発展を遂げるよう願うと同時に、皆様から頂戴したこの一年間のご支援・ご協力に感謝申
し上げて、AG の任期が終わるにあたっての、私のご挨拶とさせていただきます。 
お世話になり、ありがとうございました。 

 

林 康博 会員（成田コスモポリタンＲＣ）：千葉ロッテマリーン
ズの件でお知らせさせていただきます。7 月 25 日(土)、千葉ロッ
テ対北海道日本ハムファイターズ戦のイースタンリーグを成田の
ナスパ・スタジアムで予定しております。皆様にも色々な角度でご
案内しますが、成田ロータリークラブの方にもご協力を心からお願
いします。唐川侑己、斎藤佑樹の投げ合いでスタートしますので宜

しくお願い致します。（あくまで個人的希望、願望） 
 

石橋 菊太郎 会員：昨日免許の書き換えに行ってきました。ゴー
ルド免許が導入され、1回目はゴールドでしたが、その後はずっと
取れませんでした。それが昨日ゴールド免許に復帰！ 
 
 
渡辺 孝 会員：妻が 9日の火曜日、昼ごはんを食べていたら、サ
バの味噌煮で喉に骨を刺してしまいました。急いで橘先生へ電話し

ましたが、火曜日の午後休診、出かける用事があり 4時に帰るとい
うことで電話を頂き、その後すぐに取っていただきました。休診日
に患者さんから電話がかかって診てくれるのは、日本中探してもな
かなかいないと思います。これが究極の職業奉仕です。橘先生のお
蔭で、妻は今日、東京の歌舞伎にニコニコして出かけて行きました。 
 

橘 昌孝 会員：渡辺会員にお褒めの言葉を頂きましたが、実は奥
様の取らせ方が大変上手でした！一か月も前に魚の骨がささったと

言っていらっしゃる方や、ご飯の丸のみを繰り返して奥まで行って
しまったという方がいらっしゃいます。こうなるとなかなか取れな
くて、最後は麻酔をして特別は鉗子を使ってやっと取る羽目になり
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ます。奥様は、扁桃腺に刺さっていたのですぐに取れました。大事

に至る前に、骨が刺さった時は、早めに対処されることをお勧めい
たします。 
 
仲村 盛政 会員：二人目の孫が大学生になりました。二人とも車
の免許が取れましたので、車を買ってあげる事になっております。

二人とも選挙権が授与され、いよいよ一人前かなと思っております。 
 

福田 朗 会員：今月の役員会を持ちましてＡＧＰを退任すること
になりました。成田ロータリークラブに入会し 7 年弱。皆様のお仲
間に入れて頂き、色々な知識が広がり良い経験ができました。皆様
の温かいご厚情をいただき感謝申し上げます。 
成田で 40年ほど働いておりました。技術系だったのでコミュニケー
ション能力にコンプレックスを感じておりましたが、ここにきて色

んな方とお話して、それも少しずつ自信がついてきました。そしてスピーチのやり方につ
いては、皆さん上手なので本当に勉強になりました。今の私のスピーチがどこまで上達し

たかわかりませんが、今後はこれを糧に色々積極的にさせていただこうと思っております。
これからは、知り合いの学校法人から声を掛けてもらっておりますので、そっちの方面で
お役に立てればと思っております。成田の方と縁が切れるわけではなくて、私は空港会社
の頃からずっとやっているプロジェクトがあります。ロストバゲッジを無くすやり方とか
手続きの簡素化。空港会社、ＪＡＬの支援を受けて、ベンダーさん、凸版印刷さん、デン
ソーさん、アメリカのＴＳＡロックさんなどとＮＰＯ法人を作っているので、月に 1，2 度
は成田にお伺いさせていただこうと思っています。駅前あたりで会った時は、よろしくお

願い致します。 
 
石指 雅啓 会員：感謝とお礼のにこにこをさせて頂きます。今月
下旬の株主総会で取締役を退任し国土交通省に戻ることになりまし
た。ロータリアンの生活は決して長くもありませんでしたし、なか
なか優秀でもなく、真面目にも過ごせなかったのですが、私として
は楽しいロータリー生活でした。これからこのようなご縁ができた
ことを、これからも生かしていければいいなと思っております。ど

こかでロータリアンになれれば、これに優るものはないと期待しております。本当にどう
もありがとうございました。 
 

角田 幸弘 会員：先ほどから橘先生のお話が出ておりますが、私
も 5 月 3 日、友人がゆめ牧場で耳が痛くなり、休診中の橘先生の玄
関を叩かせていただきました。改めてお礼申し上げます。テーブル
の上に「ＮＨＫワールド」のちらしを一枚置かせていただきました。

日本では放送してない海外向けの番組です。そこで昨日、私が代表
をしておりますゆめ牧場での活動が放送されました。ハイブリッド

ディーゼルの機関車が世界をリードする日本の技術で作られたというものでしたが、蒸気
機関車も愛しているということで。今度はネットで見られるそうです。ゆめ牧場の秋葉会
員にもお礼を申し上げたいと思います。 
また。次期クラブ会報の委員会を来週の例会後に行います。該当される方にはメールを差
し上げておりますのでよろしくお願い致します。 
 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会   矢島 紀昭 雑誌・広報リーダー 
「ロータリーの友」の縦読み 57ページに卓話の泉があります。そ
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こに健康に関する記事が掲載されております。歯科の先生が『かむことの効用』について

書いていらっしゃいます。 
歯医者に行きますと、待合室で良く見かけるポスターに 8020（ハチ・マル・ニイ・マル）
運動とあります。80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保ち、健やかで充実した人生を送
りましょうという意味です。皆さん、一度口に入れたら 30回咀嚼しましょう。 
健康に留意して頂きたいと思います。 
 
・クラブ研修委員会  遠藤 英一 委員長 

例会後、1時からクラブ研修セミナーを開催いたします。三つにグ
ループ分けして行いますので、ご協力よろしくお願い致します。 
 
・成田市民憲章   出向者 平野 省二 会員 
6月 1日、市役所で市民憲章推進協議会の総会が行われました。憲
章の中の「若い力を育て明るい成田をつくりましょう」という事
で、成田ロータリークラブは、3月 8日『成田ロータリークラブ杯
争奪少年サッカー大会』の開催を報告して参りました。総会終了

後、8団体の表彰式、6個人の表彰、感謝状が贈呈されました。 
 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 
・白井ＲＣ 6月例会変更のお知らせ 
・東金ＲＣ 事務局のＦＡＸ番号変更 
・多古ＲＣ 週報 4-5月 

・成田市国際交流協会 平成 27年度総会資料 
・成田空港対策協議会 第 33回定時総会資料 
・交通遺児育英会 君とつばさ 5/20 
・なりた環境ネットワーク 第 1回空港周辺道路美化活動の実施について 
  6/30（火）09:00成田国際文化会館 
・6/26（金）最終家族例会出欠確認 成田ビューホテル 18:30 
・6/18（木）第 9分区親睦ゴルフコンペ組合せ表 大栄ＣＣ 08:30集合 
<訃報>・成田ＣＲＣ宮崎会長の御母堂様葬儀 6/13.14ナリコー寺台セレモニー 

 
◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 
皆さんこんにちは、たくさんのニコニコをもらいました有り難うございます。 

そして、本日は青木ガバナー補佐、片岡様、林様、藤﨑様がお見えです。いよいよ 7 月 

1 日には青木ガバナーエレクトとしてのスタートとなります。ご活躍を期待しております。 

 

さて、本日は成田ロータリークラブが誇れるものの一つ 

「クラブ研修セミナー」です。 

主催するクラブ研修委員会ですが、5 年前まではロータリー
情報委員会という名称で、直前会長の仕事として主に RI、 

地区からの情報を皆さんにお知らせすると云う形で運用され
ていました。多くのクラブでは今でもこの形態で運用されて
いるのが殆どです。 

成田の伝統PDCAにより 5年前に今の特別委員会へと移され、
クラブ研修委員会となりました。 

そしてこの 5 年間でその内容も充実したものに変わってきています。きっかけは RLI との
出会いです、少人数のグループでテーマを決め話し合いの進行役 DL が皆さんの意見を引
き出すという手法です。 
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さて、今年度の研修セミナーのテーマは、ロータリーの金看板の「職業奉仕」です。 

 

職業奉仕については多くの人がそれぞれの感覚で勉強分析をして書物も出されています。 

これらを分類すると 
１． シェルドン派（田中毅 PDG） 

      「職業奉仕」は経営方法であり実利的なものであると解釈。 
２． 天職派（佐藤千寿 PDG） 
   ロータリー運動の原点を「禁欲的プロテスタントの精神構造」とし、日本の伝

統的職業観と一致するとする。 
３．「職業奉仕」を職業倫理ととらえる（深川純一郎 PDG） 
   ロータリーは職業人倫理運動である。 

などがあり、さらに、「道徳律・悟の境地」を加え 4分類という説もあります。 

何かのタイミングでどれかの文献ないし意見に遭遇する事があると思います、その時に思
い出してください、他のものも必ず見て欲しいという事です。 

あなたはどの派ですか？それはその人の職業、立場、取り巻く環境でそれぞれ異なるとい
うことです。それはロータリーが唱えている「多様性と寛容」です。 

 

今年の研修セミナーはこれらの事をふまえ 2 回の卓話をもらいました。 

10 月 10 日に橘会員にプロフェッショナルという立場で、3 月 13 日には鈴木信行会員にビ
ジネスとしての立場でお願いしました。 

 

今回は今年度研修セミナーの総括りです。 

10 月の橘会員のお話を覚えていますか？ 

成田ロータリークラブのチャーターメンバーであるお父様と共に朝早くから夜遅くまで時
には急患の対応にとの中でスタッフの大変さを思いながらも夜中の急患対応に「開業医は
患者さんが困っているときには夜中でも診てあげるのはあたりまえだ」と父は身を以て私
に「職業奉仕」を教えてくれたと、またナイチンゲールにも触れました、 

私たち看護するものにとって、看護とは、年ごと月ごと週ごとに＜進歩＞し続けていない
かぎりは、まさに＜退歩＞しているといえる、そういうものなのです。  
と、そして明治大学登山部の隊長さんの話を引き合いにされました。 
「皆さんチームワークについてどのように考えていますか？おそらく皆さんはチームワー

クについてお互いが助け合うものと考えていることでしょう。しかし 8000ｍの山でお互い
が助け合う状況になったら皆死んでしまいます。各隊員が持っている最高の力を発揮して
初めてチームワークが成り立つのです。」 
そして、橘医院のチームワーク、訓練、そして患者さんとの信頼関係について、更にはロ
ータリークラブにもそのまま当てはまる事ですとお話をいただきました。 

 

3 月には鈴木信行会員に「ANA グループの挑戦と取組」と題し卓話をもらいました。 

「ANA グループの経営理念・経営ビジョン・行動指針・ＡＮＡ’ｓ Ｗａｙ」紹介と、 

会社イメージの「あんしん、あったか、明るく元気」についてお話をしてもらいました。 

 

私達ＡＮＡの考え方としては「人」は間違いやエラーを起こすものというのが前提です。
「絶対安全」など有り得ません。そのためにも、ヒヤリハットなどの負の連鎖を断ち切る
為に、そのヒヤリハットを共有することが大事だと考えています。 

安全のため、お客様のため、そのために、一人ひとりの責任ある誠実と行動とが結びつき、
組織力やチーム力が強化され、最高レベルのオペレーションの実現に繋がるのです。 

と、このお話も全ての会員の事業に通ずるものだと思いました。 

 

委員会がお二人にお願いした狙いは、冒頭に触れたお二人の仕事が「天職派」と「シェル
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ドン派」に分類されるのではと思ったからです。 

 

生のお話から時間が経過していて記憶が薄れていると思います。しかし、今日は地区でも
指折りの RLI･DL 資格者による絶妙な進行が行われます。 

橘会員、鈴木会員の職業観とご自分の職業観にグループ内の意見をぶつけ合いながら、「ロ
ータリーの目的」、「四つのテスト」、「ロータリアンの行動規範」を改めて読み直して
ください。 

今日は間違いなく素晴らしい展開になるでしょう。 

これは他のクラブでは実現できない贅沢なセッションです、期待してください。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

◇ クラブ研修セミナー（ＲＬＩ方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

齊藤 三智夫 会員 6 月 2日 富里ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加 会員 6 月 6日 地区米山奨学生研修会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 7日 次年度ＲＬＩ推進委員会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 7日 
今年度地区ＲＬＩ委員会 
卒後コース打ち合わせ 

堀口 路加 会員 6 月 11日 
地区米山記念奨学委員会、指定
校選定委員会 

橘 昌孝、佐瀬 和年、松田 泰長、成田 温、石川 憲弘、諸岡 靖彦 
浅野 正博、杉浦 健 各会員 

6 月 11日 プログラム委員会 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 6 月 13日 
地区フェアウェル・ 
チャリティパーティ 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 6 月 13日 
地区次年度ガバナー補佐、 
委員長連絡会議 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ４２ ２２ ６５．６３％ ７３．４４％ 

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 

 


