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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2846 回例会 令和元年 6月 14 日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ ニコニコボックス 

松本 大樹 会員：今週の月曜日に臨時取締役会が開かれ、25 日の株

主総会で会社を退任することが決まりました。一昨年の 7 月にロータ

リーの仲間に入れていただき、約 2 年間本当に楽しく色々な場面で勉

強させていただき、仲良く交流させていただきました。ありがとうご

ざいます。もともと霞ヶ関の役人でしたので、こういう場面にあまり

出る機会がなかったのですが、良い機会を頂き、本当に楽しく過ごさ

せていただきました。特に思い出に残っているのは、私どもの空港に昨年の 3 月、職場訪

問と言うことで来ていただき、成田空港を見ていただいたのは、私として嬉しい経験でし

た。私の顧問になっていただいた近藤先生はじめ、皆様には本当によくしていただきまし

た。来週の例会も出席させていただきます。私の後任といたしまして、管理部門長の関が

引き続きロータリーのメンバーとして参加させていただきます。私同様かわいがっていた

だければと思います。 

 

矢野 理恵 会員：6 月 3 日に成田に新会社“株式会社 BS ジャパン

ブランド”を設立いたしまして、7 月から菊地会員の事務所の半分を

お借りし稼働が始まります。今回 4 つ目の会社を立ち上げたと言うこ

とでニコニコ致します。新会社は商社で、農産物、海産物、物、特許

関係など、全て網羅してやって行く予定でおりますので、順次ご案内

していければと思っております。 

 

◇ 会長挨拶    神﨑 誠 会長 

皆さんこんにちは。梅雨入りして雨の日も多くなりましたが、

農業や植物にはとても必要なものですね。そして、水不足にな

らないためにも重要です。報道によりますと、年金 2 千万円不

足問題の中、安倍首相は 41 年ぶりにイランへ政府専用機で訪

問され、米国との緊張緩和に向けた仲介役を買って出ました。

12 日にロウハニ大統領と会談しました。また、日本の首相がイ

ラン訪問するのは、イスラム革命以降初めてで、13 日、イラン

最高指導者ハメネイ師とも会談されました。中東における日本の存在が高まれば喜ばしい

ことです。一方で、ホムルズ海峡で日本のタンカーが砲撃されたというニュースもありま
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した。大きな問題にならなければ良いのですが。心配です。 

 

 6 月は、ロータリー親睦活動月間です。成田クラブでは、本年の総括や小泉年度の準備

で活発な活動中ですが、6/28 最終例会は夜間の家族親睦例会で、その前には成田ゴルフ倶

楽部ハイツリーで親睦ゴルフコンペも行います。積極的な参加をお待ちしております。最

後までのご協力をお願い申し上げます。私年度の例会は、本日を含め 3 回となりました。

退会者も数名おられますが、長い間のクラブ奉仕、奉仕活動に感謝申し上げます。 

 

◇ 表彰 

米山功労クラブ 

クラブ表彰 

 

◇ 国際大会報告 

諸岡 靖彦 ガバナーエレクト 

 5 月 30 日成田を発ち空路コペンハーゲン(2 泊）へ。ドイツへ

の海峡を連絡船で渡り、鉄道、アウトバーンの陸路で、世界遺産都市リューベック経由で、

6 月 1 日夕刻ハンブルク入りしました。橋岡ガバナーや関口 PG ご夫妻以下一行 20 名と、

現地合流の漆原 GN や梶原 GND 率いる千葉クラブの方々と共々 ビアホール「ミュンヘ

ン」にて、ビアジョッキで乾杯！翌 2 日は朝 8 時、タクシーで国際大会会場のハンブルク・

メッセへ。先ずは大会登録、地区内各クラブからの信任状を提出し、次回ホノルル国際大

会の参加登録、友愛の広場を見学。開会本会議が午後の割り当てなので、地下鉄で一端ホ

テルに帰り、一服。再び地下鉄で会場へ。3:30 開会本会議。同時通訳のレシーバーがうま

く作動しないので聞きづらい。バリー・ラシン RI 会長が登場。舞台が遠いので何か所にも

設置されたスクリーンと音響で視聴。要旨は国際ロータリーが 120 万会員の維持に奔走し、

「あと少し」まで追い込んだポリオがなお相当の資金と時間を必要としている厳しい状況

下、国際間の平和と相互理解が進まない現状に対して、ロータリアンの一層の理解と協力

を求められました。そして ロータリーが 5 つの中核的価値観、すなわち親睦、高潔性、

多様性、奉仕、リーダーシップを磨き高めて、もって世界中に、地域社会により大きなイ

ンパクトをもたらすよう、期待を込めてお話されました。その晩は 200 名を超える規模で

開かれた東京第 2580 地区(松坂順一ガバナー）と当地区との合同ジャパン・ナイトに参加。

駐ハンブルク加藤喜久子総領事、独日協会会長、桜の女王など地元の名士も参加して、大

いに盛り上がりました。加藤総領事は学生時代にロータリーの奨学金でドイツに留学し、

その後外交官となったという経歴の方、頭の上に

小さな王冠を戴いた背の高い美人の桜の女王は、

青少年交換で熊本に留学した経歴の持ち主で、な

んと熊本弁でスピーチして、喝采を浴びました。

翌朝、私ども夫婦や堀口さんを残して、ガバナー

一行は北欧ツアーに旅立ちました。 3 日午前は

大会本会議、夕刻は、エルベ川沿いの港エリアの

レストランで同期 GE の懇親会に参加。同期の情

報交換など交流を深めました。昼は市庁舎付近の

街並みや運河沿いのオープンカフェのあるブラン
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ド街を散策。４日はドイツ国鉄 DB が誇る新幹線 ICE で、ハンブルク中央駅よりベルリン

へ。ドイツの鉄道は改札がなく、車内の検札があるだけ。車窓の風景はまっ平らな、まる

で変化のない麦畑と牧草地ばかりで 風力発電の風車が林立する。2 時間の乗車でベルリ

ン中央駅に到着。ホテルに旅装を解いて、ベルリンの壁が壊れたポイントのブランデンブ

ルク門を見学。平成の始めの頃のソ連崩壊、東西冷戦終結、東西ドイツ統合の歴史に思い

を馳せる。5 日はベルリンから古都ドレスデンと焼き物の街マイセンを観光。6 日、早朝ホ

テルをチェックアウト、ベルリン・テーゲル空港へ、5 時間ほどの乗り継ぎで、成田空港

へ帰ってまいりました。 

 36 年ぶりのハンブルク（千葉県の 500 万人達成記念の青年欧州研修で渡欧以来）でした

が、彼我の大きな違いを感じました。人口 8 千万人で国土は我が国よりもやや小さい位で

すがドイツには過密がありません。連邦を構成する各州が地域の特性を長い時間育成して、

国土が均等に国民経済と独自文化に寄与している点です。福島原発の事故以来原子力発電

を断念し、自国資源の石炭火力発電も近い将来は一掃して、自然再生エネルギー（風力や

太陽光発電）に移行することを国是としています。ロシアや北欧近隣国とエネルギー協定

を結び、国外からは移民を受け入れています。国家社会が徹底して話し合いを重ねて、合

意したことは時間をかけても貫くゲルマン精神と鉄の合意は、人気取りに傾き、問題先送

りの傾向が強い我が国とは大分距離があります。国際大会とドイツの旅は、7 月からのガ

バナー年度を控えて、我と我が国、我が地区を省みる良い機会となりました。 

 

◇ 委員会報告 

・地区大会委員会   設楽 正行 委員長 

来年の 2 月 8 日、9 日に地区大会が行われます。それを成功裏に終わ

らせるためには、やらなければならないことが山積しております。 

今日、関係者には事前に FAX でご案内しておりますが、委員長会議

を行います。その後、委員会を開いていただき地区大会の準備に集中

していただきたいと思います。立派な地区大会にしていきたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

・国際奉仕    平山 秀樹 会員 

佐瀬委員長の代理として報告させていただきます。これまで成田 RC

から支援をしてきた新モンゴル高専が１７日に第一回の卒業式を迎

えます。この記念すべき節目の日に理事会の承認をいただき、ブヤン

校長の希望の「妊婦体験セット」と「高齢者体験セット」を送ること

になりました。１２日水曜日にブヤン校長の友人の MIAT モンゴル航

空のアマルサナー氏の協力を得てウランバートルに送ることができ

ました。残念ながら佐瀬委員長も私も卒業式への出席はかないませんが、よい卒業式であ

ることを祈っております。近々写真を送ってもらえることになっています。 

（贈答品） 

 

 

 

 

高齢者体験セット 
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・次年度会員増強・維持拡大委員会 小寺 眞澄 委員長 

委員会開催予定でしたが地区大会の緊急委員会が開催されますので

延期いたします。 

 

・誕生日写真撮影   担当 佐瀬 和年 会員 

誕生祝いの写真撮影につきまして、今現在、3 分の 1 位の方しか終

わっておりません。今年度も残すところ後二回の例会です。つきま

しては、この二回の例会前に撮影出来ないかと思っております。最

終例会では、ご家族と一緒のところを撮影する予定でもおりますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告    平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・最終例会、祭りを見る会の出欠表 

・ロータリー希望の風奨学金より、『風のたより』 

・ボーイスカウト成田第一団 2019 年育成年次大会の資料 

・米山記念奨学会『ハイライトよねやま』 

・RI 日本事務局よりコーディネーターニュース 

・成田市国際交流協会『ニュースレター』 

 

◇ クラブ協議会  

司会進行 平山 秀樹 幹事 

議題 第 1 号議案 次々年度 会長  堀口 路加 会員 

成田温指名委員長より発表され、承認されました。 

 第 2 号議案 次年度組織   

小泉英夫会長エレクトより説明があり、承認されました。 

 第 3 号議案 改正クラブ定款・細則改正 

設楽正行内規規定委員長より説明があり、承認されました。 

 

・内規規定委員会  設楽 正行 委員長 

定款は 3 年に一回変更になります。 

ダイジェストに沿ってご説明させていただきます。別紙参照。 

危機管理に関しまして、本年度、ロータリー章典にもセクハラについ

て記載されております。皆様も、充分意識してご注意下さるよう、宜

しくお願いします。 

 

・クラブ研修委員会  成田 温 委員長 

本年度のクラブ研修会はなるべく具体性があり取り組みやすい研修

を目標といたしました。第一回のクラブ研修会は、平成３０年１０月

１７日の第１０グループ情報研修会の事前研修として、10 月 5 日の例

会終了後に地区研修委員でもある、成田クラブの小寺会員をプレゼン

ターとして、「ロータリーって何？」～ロータリーの理念を再考する
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～をテーマとして行いました。 

理念研究会提供 DVD「だれでもわかるロータリーの理念」も、題名のとおり大変分かり易

く為になったのではないかと思います。 

 第２回目は、令和元年 5 月 31 日の新会員歓迎会に先立ち、「諸岡 G 年度を迎えるにあ

たって」のテーマで、ユーシティホテルに 25 名の会員を集め行いました。ガバナー排出ク

ラブの会員としてガバナーの思うところ、方針をよく解っていただく様、三大セミナーの

ガバナーエレクト地区運営方針を基にして、研修いたしました。新会員のみならず、参加

していただいた他の会員皆様にも熱心にお聞きいただいた研修会でありました。 

 神崎会長よりご指示の通り、年間 2 回の研修会を終了いたしました。 

 

・指名委員会   成田 温 委員長 

今年度は、緊急で会長エレクト及び会長ノミニーの指名がありました。 

最初が、深堀会長エレクトの退会により、新たに小泉会長エレクトの指名があり、理事会

及び１０月１９日のクラブ協議会で承認されました。次に高橋会長ノミニーの体調不良に

よる会長ノミニーの辞退の申し出により、新たに堀口会長ノミニーの指名がありました。

５月１０日の理事会の承認を得て、６月１４日、本日のクラブ協議会で正式に承認されま

した。 

本来であれば、定款第８条第２節の定めにより就任１８か月前の年次総会において決め

られねばなりませんが、緊急の措置として２件共にクラブ協議会での変則の承認となりま

した。 

都合 4 回の指名委員会を開催いたしましたが、小泉会長エレクト及び堀口会長ノミニー

お二人の快諾により事なきを得ました。指名委員会の皆様のご協力、ありがとうございま

した。 

 

・クラブ管理運営委員長 小寺 眞澄 委員長 

神﨑会長の下、クラブ管理運営委員長を務めさせて頂きました小

寺です。 

各委員会のリーダーならび委員の方々に、プログラム諸行事の進

行および関係者（他委員会、会場など）との打合せ、クラブ会報、

週報等の作成（校正など）および記載記事の収集、親睦、交流会（ゴ

ルフ、旅行など）の会場設営ならびに開催、ＲＦ（含同好会）、既

存同好会の活性および趣味、娯楽による交流の充実等のそれぞれの

お願いを年度はじめにいたしました。 

プログラムは、矢野リーダーを中心にほぼ２ヶ月に１回の間隔で委員会を開催し例会で

の司会進行並びに卓話等の調整をして頂きました。会員卓話は、新会員卓話が中心となり

最大で３名の自己紹介卓話となってしまい十分な時間が得られなかったと思います。来年

度以降ニコニコ等を利用して、自己アピールをして頂きたいと思います。 

クラブ会報は、去年度からの引継ぎでありましたが、当初目標とはかなりの隔たりがあ

り事務局に殆ど頼ってしまったこと反省しております。 

また、会員の皆様から発言内容をデータでの提出を協力して頂いたことに感謝し、今後

も宜しくお願い致します。 

親睦委員会は、伊藤（隆）リーダーを中心に今は転勤された谷・伊藤（英）元会員・ロ
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ーソン会員そして、ポール会員が行事ごとに委員会を開催し提案書を作成しては会長に跳

ねのけられるということを繰り返して開催いたしました。落語観賞会においては、角田会

員並びに奥様の由香様のご尽力により開催できたことを、改めて感謝申し上げます。 

親睦活動においていろいろな見解があると思いますが、ロータリアンの寛容な心でご理

解を頂きたいと思います。 

ＲＦ（含同好会）は、ゴルフ・釣り・旅行同好会は、各々２回開催され趣味・娯楽を通

じて会員間の親睦をより一層深めたものと思います。囲碁同好会は、諸事情の理由により

開催されておりませんが、来年度以降活発な活動を期待いたします。 

最後に、クラブ管理運営委員会は、申し述べることもなく五大奉仕部門のクラブ奉仕と

なりますが、他奉仕部門が円滑に活発に活動する支えとなり、また、他委員会との連携を

図りクラブを活性させる重要な委員会であることを再認識いたしました。 

委員皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

・長期計画委員長  石川 憲弘 委員長 

上半期には恒例になりました青少年の健全育成奉仕活動剣道大会、

そして 12 月 23 日にはいこいの広場にて日本ボーイスカウト成田

第一団等広場利用者への衛生設備設置がありました。下半期には大

清水にあります大成会への 2 回目の支援、この時は入居者と同じ食

事をいただき社会福祉法人大成会ささえあい管理者加藤正子様よ

り障害児入所施設の現実の話がありました。現在全国で知的障害児

数は 221000 人でありそのうちの約 7000 人が施設に入所しているそうです。剣道大会ボー

イスカウトの支援は成田クラブにとって大事な長期計画です。この大成会支援も長期計画

になりますよう私としては願っております。 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９名 ６７名 ４３名 ２４名 ６４．１８％ ７４．６３％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 正徳、矢野 理恵 各会員 6 月 6 日 地区 管理運営統括委員会 

神﨑 誠、平山 秀樹、橘 昌孝、菊地 貴 各会員 6 月 7 日 雑誌広報委員会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 8 日 地区米山奨学委員会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 8 日 RLI DL 養成講座 

諸岡 靖彦 会員 6 月 14 日 
橋岡年度ガバナー補佐 
地区委員長会議 

諸岡 靖彦、平山 秀樹、小寺 眞澄、齊藤 三智夫、矢野 理恵 
堀口 路加、諸岡 市郎左衛門、角田 幸弘 各会員 

6 月 14 日 フェアウエル・パ－ティー 

諸岡 靖彦 会員 6 月 16 日 
地区青少年交換委員会  
派遣認証書授与式 

喜久川 登 会員 6 月 17 日 寒川ロータリークラブ 

堀口 路加、成田 温、長原 正夫、齊藤 三智夫 各会員 6 月 18 日 第 3 回月信委員会 

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 

 


