
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

～～～～ロータリー親睦月間～～～～ 

第 2564 回例会 平成 25 年 6 月 14 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     歌唱 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：東洋人で初めてメキシコのハリスコ州

にあるアヒヒロータリークラブでメーキャップしてきました。

よその国のロータリークラブへお邪魔しますと日本との違い

を感じます。この地域は、気温が 20 度より下がらず、30 度

より上がらない。そして湿度が年間通して４０％と、かなり

過ごしやすい気候です。ちょうど向こうはクラブ協議会中で

した。幹事報告、委員長報告をやっていましたが、すごく簡

単でした。しかし、基本にはきっと適って報告されているのだと均年齢もかなり高く 70

代、80 代の方が多くいらっしゃいました。皆さんフレンドリーで、リタイアしてそこで暮

らしているという方が多かったです。 

 

平山 秀樹 会員：第 9 分区ゴルフコンペを、急遽、仕事の都合で欠席

することになってしまい、皆様にご迷惑をおかけしてしまったというこ

とで、お詫びの気持ちを込めましてニコニコいたします。 

 

矢島 紀昭 会員：昨日、第 9 分区ゴルフコンペがありました。生憎の

お天気ではありましたが、個人、グランドシニア、団体の 3 冠王を達成

いたしました。 

 

成田 温 会員：第9分区ゴルフコンペは6クラブ46名の参加でした。

1 日霧雨の天気となりました。団体は成績の良い上位 3 名のスコアで決

めます。個人優勝の矢島会員、6 位の私、7 位の設楽会員のスコアで計

算され見事優勝となりました。多少なりとも貢献できたということでニ

コニコいたします。 

 

 

設楽 正行 会員：以下同文。加えて私はラッキーセブンも頂きました。 
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喜久川 登 会員： 先週たずねた名古屋空港ロータリークラブでは、成田ロータリークラ

ブとはちょっと変わった出席報告がありました。 

今年度の会長は弁護士、幹事は私と同じ不動産業の方でした。例会が終わって少し話をお

聞きました。会員の皆さんが出席を温かく見守ってくれたおかげで会長さんの今が有ると

云う話に大変感動いたしました。色々な地域に色々なクラブが有ります。原理原則にこだ

わらず、柔軟に、楽しい考え方で当クラブも頑張っていこうと思いました。 

 

 

 

 

 

名古屋空港ＲＣ  鳥栖ＲＣ    深谷ノースＲＣ  伊豆中央ＲＣ  小倉ＲＣ 

 

◇ 会長挨拶小宮山 四郎 会長 

ようやく梅雨らしい日々が続き紫陽花の花も一層、鮮やか

さを取り戻したような今日この頃です。  

昨日 6 月 13 日（木）、そんな雨空の中、第 9 分区の親睦

ゴルフがグリッサンドゴルフクラブで行われ、我が成田ロ

ータリークラブからは 11 名の参加で、団体優勝をし、個人

戦でも矢島会員が総合、グランドシニアの部でも優勝し、

賞品独り占めでした。当クラブの団体優勝は何年ぶりかで

はないかと思います。1 日中小雨の降る中頑張って頂きまし

た会員の皆さんお疲れ様でした。 

また、本日は小井戸会員の後任として、ＡＮＡクラウンプラザホテル成田の副支配人で

いらっしゃる福原孝一君の入会式です。早くクラブに馴れていただき、我々と一緒にロ

ータリーライフを楽しんでいただきたいと思います。 

そして本日は、愈々、遠藤年度の活動方針を各委員長に発表していただくことになって

いますので宜しく御願いいたします。 

通常例会での私の挨拶も今日を含めて後 2 回となりました。会長挨拶も愈々ネタ切れに

なってきまして、あれこれと原稿を考えていました所、最近プロ野球で統一球の問題で新

聞紙上を賑やかしていますが、本日、産経新聞のコラム欄に関連した記事がありましたの

で紹介したいと思います。 

 

黒柳徹子さんの名誉のために、ずいぶん昔のことだと断っておく。スペインを旅行中、

大好きなパンダのぬいぐるみを並べている店を見つけたそうだ。ボールのように丸まっ

ているのは珍しい。早速買おうとしたら、店のおじさんが、足でける格好をして言った。

「これはサッカーというスポーツのボールだ」（『不思議の国のトットちゃん』）◆黒

柳さんの「スポーツ欠落」は野球でも発揮される。何しろ監督に、「ホームランのサイ

ンはどうやるんですか」と真顔で聞いたことがある。球審は、打者が打つと先回りして、

一塁でジャッジすると思い込んでいた◆そんな黒柳さんならいざ知らず、多くの野球フ

ァンは早くからおかしいと感じていた。２年前から導入した統一球は、「飛ばないボー
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ルのはずだった。ところが、今季は本塁打が全球団で増え、「空中戦」も目立っている

◆日本野球機構（ＮＰＢ）は、プロ野球選手会からの指摘を受けて、ようやくボールの

変更を認めた。これまでメーカーにまで口止めして否定してきたのは、「混乱を避ける

ため」だったという。選手とファンが納得できる言い訳とは、とても思えない◆加藤良

三コミッショナーは、外務省時代から「欠落」どころか、筋金入りの野球通として知ら

れていた。憧れの長嶋茂雄さんと初めて対面した時、現役１７年間の打率、打点、ホー

ムランをそらんじて、本人を驚かせたエピソードを持つ◆統一球はそもそも、加藤コミ

ッショナーの強い意向で実現したものだ。自分の名前が刻印されたボールへの愛着は、

ひとしおだろう。その仕様の変更に気づかず、事務局からの報告も受けていなかった、

と会見で言い切った。不思議なこともあるものだ。 

 

◇ 入会式 

福原 孝一（ふくはら こういち） 会員  ANA クラウンプラザホテル成田 

推薦人 小澤 美良 会員、阿部 慎一 会員 

顧 問 平野 省二 会員 

所属委員会  会員増強・退会防止委員会 

         S.A.A. 

職業分類  空港ホテル 

 

私は、ＡＮＡホテルに平成 7 年に入社いたしまして現在にいたります。父親が 35 歳の頃、

潮来ロータリークラブに入会いたしましたので、若い時からロータリーというものがどん

なものかというのは感じておりました。国際奉仕委員長や会長なども務め、沢山の交換留

学生も受け入れておりました。その中である女性の一言が印象に残っております。「孝一

は日本語わかるよね？でも英語はわからないでしょう」。この一言が僕を留学に行かせた

のではないかと思います。まだ若輩者ですので、皆様にはたくさんご迷惑をおかけするか

と思いますが、ご指導を受けながら一歩ずつ成長できればと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、 次週 6 月 21 日は今年度の総括です。各委員長さん方は、発表の準備をよろしくお

願いいたします 

２、 6 月 28 日は最終例会です。多数の参加をお待ちしております。尚、オークションを

行いたいと思いますので、会員の皆様にはオークションにかける品物をご持参下さいま

すよう、よろしくお願いいたします 

３、 成田市交通安全協会より平成 25 年度定期総会資料が届いております 
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◇ 次年度委員長 活動方針発表 

司会／成田 温 次年度幹事  

〇次年度会長 遠藤 英一 会員 

 この度、５０年を超える歴史と伝統のある成田ロータリ

ー・クラブの会長を務めることとなり、身に余る名誉である

と同時に、責任の重さを痛感いたしております。次年度の活

動方針の詳細につきましては、「クラブ活動計画書」に記載

する予定でおりますので、ここでは簡単におおまかな方針を

発表いたします。 

 まず、次年度のＲＩ会長のテーマは「ロータリーを実践し 

みんなに豊かな人生を」であり、そこでは、①会員増強の推

進、②ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実、③ロータリー・ファミリーを通じたネ

ットワークの充実、の３点が強調されております。また、第２７９０地区の関口ガバナー

は「職業奉仕イコール職業を通じての自己研鑽」を大前提とした７つの目標要旨を掲げて

おられます。これらＲＩと第２７９０地区のテーマに基づき成田ロータリー・クラブのテ

ーマは「活力に満ちた楽しいクラブを目指して」とさせていただきました。 

 当クラブが「クラブ・リーダーシップ・プラン（ＣＬＰ）」制度を導入して６年が経過

しましたが、会員の入れ替えもあり、名称を変更した「長期計画（ＣＬＰ）特別委員会」

の会長経験者である委員の皆様には、改めてＣＬＰの理念、その実践状況、あるいは研修

に関して再検討をいただくとともに、理事会に対してご意見をいただきたいと思います。 

 クラブ広報に関しましては、関口ガバナーの目標要旨の１つにそくし、空港関連マスコ

ミ各社と季節ごとに定例協議会を行うことといたしました。また、職業奉仕はじめ５つの

奉仕活動を充実させることは当然のこととして、関口ガバナーの「親睦を重視する」との

お考えにそくし、会員そして会員のご家族の皆様に楽しんでいただけるような企画を立て

たいと思います。 

 最後に、次年度の一大イベントは、来る８月９日(金)に成田高等学校で開催が予定され

ている「第４７回インターアクト年次大会」であります。当日は、例会日でもありますが、

すべての会員にご協力をいただき、当クラブが予算措置も含めて全面的に協力支援する必

要があります。重ねて会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

〇次年度幹事 成田 温 会員 

２０１２年１２月の衆院選において自民党が大勝し、安倍政権

が発足しました。その後、財政・金融・成長戦略の三本の矢を基

とするアベノミックスにより、長い停滞から抜け出せるかも知れ

ないとの期待が社会全体に満ち始めておりますが、経済だけでは

なく日本人としての誇りや美徳も取り戻せる様願うばかりです。 

 この度遠藤会長のもと幹事の大役を勤めることになりました。

五大奉仕の実践、充実を大前提とし、親睦活動と広報に重点を置

くという遠藤会長の考えを支え、会員皆様が楽しくロータリー・ライフを送れるように努

力していくつもりです。 
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本年度は成田ロータリー・クラブがホストを務める行事が例年以上に多く予定されてお

り、また設楽ガバナー補佐を当クラブ全員で支えていかねばなりません。 

かなり忙しい年度になると思われますが、円滑なクラブ運営を目指し微力を尽くす所存

ですので、会員皆様のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 

〇次年度会計 吉田 嘉浩 会員 

遠藤会長が掲げられた「年度基本方針」を円滑に遂行するた

め、限られた予算を有効に活用し、楽しく活力にあふれたクラ

ブ活動が実践できるよう、会計として努めてまいります。 

 今年度はインターアクト地区大会、インターシティ・ミーテ

ィング等、当クラブがホストを務める行事がいくつもあるため、

予算編成にあたっては綿密に各種予算額を決定いたしました。 

 なお、移動例会や各行事は会員相互の親睦を一段と深めると

同時に、ロータリー人生を楽しむためたいへん意義のあるもの

ですが、開催にあたりましては、財政厳しきおり、ご参加の皆様には自己負担も引き続き

お願いするなか予算内で収めたいと存じます。一方、各委員会活動については予算を積極

的に活用し活発な活動が行われることを期待します。 

 また、新年度になりますと早々に年会費お振込をお願いいたしておりますが、次年度よ

り千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行の３行で取扱いできるようにいたしました。会員皆

様のご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

〇次年度会員増強・退会防止委員長 平山 秀樹 会員 

私自身が入会三年目で今現在クラブのことが分かっており

ません。諸先輩のご指導を賜り、40 代、50 代の新入会員の

目線で、入りやすい、定着しやすい会員拡大活動をめざしま

す。 

 委員会として、中期計画に基づき純増２名を目標としてお

ります。地元のネットワークを活かした少人数による会員拡

大活動、職業分類の見直しなど、できるてだてをつくします。

今年は、特に女性会員の増強につとめます。第一号女性会員

に続き、女性の方だけでもサークル活動ができる程度の人数を確保したいです。 

 また、私自身の経験から先輩会員の事業上の後継者の方へのアプローチをさせていただ

くことを検討させていただいています。ロータリー活動を通して、ご自身の事業の伝統の

継承、あたたかい温もりのある人間関係、ソーシャル・キャピタルとも言われる信頼の人

間関係のスムーズなバトンタッチなど、いわば代をつなぐロータリー活動が成田ロータリ

ークラブだからこそできると信じております。 
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〇次年度クラブ広報委員長 池内 富男 会員 

 基本的には昨年に引き続き、クラブとして「公共イメージ」の

訴求を重視してゆく。ガバナー補佐のお考えも参考にし、広報の

基本は 

１．ロータリーの奉仕活動を世間にアピールしてゆくこと 

２．会員個人の「陰徳」を大事にし、奉仕活動を地道に行ってゆ

くこと 

この２つの目標に向かい、クラブ広報委員会としては一方に偏しない様バランスをとって

ゆく。 

 そのためにも会長の推進する成田記者クラブとの定例協議会を年 4 回実施するものとす

る。 

 また、ホームページについては昨年来の方針を踏襲し、常なる更新に努める。 

 そのほか、ガバナーの方針にある趣味による絆強化の面からも、ゴルフ、つり、囲碁各

同好会の活動を広報委員会の方からもバックアップしていきたいと思っております。さら

にはケーブルテレビさんのご支援もいただき活動していきたいと思っております。 

 

〇次年度クラブ管理運営委員長 諸岡 靖彦 会員 

クラブ管理運営委員会はクラブの効果的な運営に関する活動

を所管いたしますが、例会の運営と会員相互の親睦を進めること

が２大目標であります。例会が会員の求める期待に応えられる内

容と水準を維持し、向上させることによって、会員同士がお互い

に気心を通わせ、尊重しあい、奉仕の実践に志と絆をより強く、

より親密に高めあって行けるための深い親睦のあり方を求めてまいりたいと考えます。 

１．委員会の運営基本方針 

 （１）全員参画‥‥計画表と担当責任分担を明確にして、欠員の補填に万全を期す。 

 （２）ＰＤＣＡ‥‥毎月、四半期、半期の計画に対して、実行～反省～改善を図る。 

 （３）クロス・プロモーション‥‥ 

当委員会内、当クラブ内関連委員会、及び地区内、分区内その他ロータリー関係

者をはじめ、地域諸団体との連絡、共同歩調に配慮する。 

  

（４）理念確認‥‥「ロータリーの目的」、「四つのテスト」に照らしてクラブの運営の

是非を考える。 

２．例会と会報の運用 

    プログラムとクラブ会報は特に連係して、しつらえ、進行と卓話講師との連絡調

整に当たる。会報の記事は事務局の負担が高じないようワードのデータ原稿とす

る。 

３．親睦とフェローシップ（Fellowship）を考える 

    奉仕と親睦はロータリーの二本柱であり、クルマの両輪である。奉仕活動の同志

である会員を大切にする親睦のあり方を考え、実行を進める。 

４．会員の多様性を例会と親睦（ゴルフや趣味の同好会活動を含む）の中に取り入れて、

活力のある『元気なクラブ』を実現する。 
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〇次年度奉仕プロジェクト委員長   矢島 紀昭 会員 

この奉仕プロジェクト委員会は成田ロータリー・クラブにお

いて一番重要な活動を求められている委員会であると認識し

ております。不慣れではありますが職業奉仕・社会奉仕・国際

奉仕・青少年奉仕の各委員会の皆様のご協力をいただき、会長

方針に従って継続事業並びに新規事業についても積極的な推

進を図っていきたいと思います。本年度は当クラブの一大行事

として「第４７回インターアクト年次大会」が成田高校おいて

８月に開催されることになります。全面協力のもと成功させた

いと思います。各奉仕委員会の具体策は各リーダーの計画に従って進めてまいります。 

 

〇次年度ロータリー財団・米山記念奨学委員長 小川 賢 会員  

≪代理  近藤 博貴 会員≫ 

 当クラブのロータリー財団・米山記念奨学委員会は、会員か

らの寄付を扱うという点 

で、便宜的にふたつの委員会を一つにしたものです。 

ロータリー財団委員会は、国際ロータリーのロータリー財団

が推進するプログラムに 

必要な活動資金を寄付します。寄付金額は普通１千ドルを単位

にしていますが、この寄 

付はドル建ですので、為替レートにより寄付金額が変動します。

今年は円安の傾向です 

から前年度よりもいくぶん寄付金額が増加するかもしれません。 

 米山記念奨学会は、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事 

業です。この寄付金には、普通寄付金と特別寄付金の２種類があります。普通寄付金は 

日本の全ロータリーアンが、年額４千円以上の金額を拠出するようになっています。特 

別寄付金は個人・法人・クラブからの任意寄付で金額に特に決まりはありません。 

 当クラブでは、従来からロータリー財団の寄付は１千ドル、米山記念奨学会の特別寄 

付は１０万円を基準にして、一括かまたは分割して拠出する方法を取ってきました。 

 今年度のクラブの寄付目標額は、例年どおりロータリー財団１００万円、米山記念奨 

学会１００万円としましたので、新年度になりましたら、会員各位にご協力をお願いす 

る予定でいます。 

 国際ロータリーのロータリー財団は１９１７年に基金として発足し、まもなく１００ 

周年を迎えます。ロータリー財団のプログラムの一つ［未来の夢計画］が、今年の７月 

から全世界の地区に導入されます。地区とクラブでロータリー財団が、「自分たちの財団 

であるという自覚を高めること」「ロータリーの公共イメージを向上させること」などが、 

［未来の夢計画］の目標だそうです。ロータリー財団に対して、寄付をするだけでなく、 

使用するもの、または利用するものという意識改革をすすめようとしています。 

 米山記念奨学生については、２０１１～１２年度にはミャンマーのボボチョー君を受 

入れましたが、本年度はすでに紹介済の中国、内モンゴル自治区出身の孟克巴図（ムン 

クバト）君（千葉大学博士課程）を受入れています。クラブとしても、どういう支援が 
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できるかを考えていくつもりです。 

 

〇次年度 S.A.A.（正）   小澤 美良 会員 

入会まもない私がこのような役について良いか否か迷いま

したが、少しでも会のお役に立てればと思い、つとめさせて

頂く事としました。昨年、一年の活動を振り返ると、やはり

SAA の役割としては例会をより厳格に、しかし楽しく運営す

る事が最大の使命であると考えます。成田ロータリー・クラ

ブは大変に参加者も多く、また他クラブからのお客様も多く

いらっしゃいます。食事の手配はもとより、例会中の私語や

携帯電話などに注意を払い、皆が楽しく気持ちよく過ごせる状態を作っていきたいと思い

ます。 

今期のメンバーの皆さんの力をお借りしながら、質の高い活動を目指していきたいと思

いますのでご指導ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 6月 5日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

喜久川 登 会員 6月 10日 名古屋空港ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

石橋 菊太郎 会員 6月 11日 
メキシコ ハリスコ州 

アヒヒロータリークラブ 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、吉田 嘉浩  

各会員 
6月 17日 次年度クラブ活動計画書構成 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ３７ ２４ ６０．６％ １００％ 

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 

 


