国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2753 回例会 平成 29 年 6 月 16 日（金）
◇ 点
鐘
石川 憲弘 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
◇ お客様紹介
成田高等学校インターアクトクラブ
顧問 早川公敏先生
高校 2 年生 藤澤さん、川又さん、竹内さん
◇ ニコニコボックス
諸岡 靖彦 会員：アトランタ国際会議に行ってきました。
初めての渡米でしたが、八街クラブの海外通（リーダー樋渡
PAG、高橋 AG、原 PP、槍木 PP）の率いるツアーに参加し
ました。千葉南、千葉港クラブからも同行があり、８名のツ
アーとなりまた。６月７日に成田を発ち、シカゴで３泊、ア
ト ラ ン タ ３ 泊 （ 私 は 都 合 で ア ト ラ ン タ は １ 泊 ）、
帰路は単独で、アトランタから深夜のロサンゼルスで ANA
に乗り継ぎ、１３日朝５時に羽田着便で帰国しました。シカ
ゴ で は エ バ ン ス ト ン （ シ カ ゴ の 北 の 郊 外 ） に
国際ロータリー本部を訪ね、ポール・ハリスが１９０５年２月最初に会合を持ったユニテ
ィビル７１１号室の復元された展示室を見学しました。その入口には日本人
ロータリアンが寄贈した等身大の P.ハリスの立像が手を差し出すポーズで出迎えてくれま
した。最上階の１８階には RI 会長室と理事会議室があり、１７階には今年１００年を迎え
るロータリー財団の創設に尽力したアーチ・クランフの名前を冠した、財団へ
の大口寄付者を顕彰する「アーチ・クランフ・ソサエティ・ギャラリー」がありました。
この時季は 、ほとんで雨のな い好天で、展望は素晴らしく、眼下には五大湖のひと
つ雄大なミシガン湖の展望と、緑の森の中に点在する街区の美しさが印象的でした。お昼
は同じビルの一角にある例会場でエバンストン・ロータリークラブの
例会に出席しました。女性会員が半数を占めえるということと、カジュアルな服装のメン
バーの、アメリカらしいアットホームな雰囲気でした。例会では、身寄りのな
い子供たちの誕生日を祝う催しの報告が、映像とバースデー・プレゼントや歌声で伝えて
いました。膚の色が違う子供たち、片親の子、みなし児ありで、アメリカ社
会の一面を見た思いでした。アトランタの大会の様子や、翌日の八街クラブのお世話した
元交換留学生のお宅を訪問したお話は、次回 高橋宏一ガバナー補佐の来会の時に続きま
す。
◇ 会長挨拶
石川 憲弘 会長
本日と次週の例会は今年度最後になりますクラブ協議会です。私は会長として年度初めに
自分なりの６つの活動方針を立てました。会員増強、クラブ広報、親睦、奉仕活動、ロー
タリー財団、そのすべてにおいて私なりにやれることはやったと思っております。特にＲ
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Ｉの最重点取組事項の「会員増強」おいては１４名の若い新会員が私たちの仲間に加わり
ましたことは、今後の成田ロータリークラブの活性化に
つながるのではないかと期待しているところです。これ
は先輩の言葉ですが「楽しくなければロータリーではな
い」。奉仕を通じての親睦、お酒もチョッピリ入った親睦
など楽しくロータリー活動ができたのではないかと私な
りに思っております。それも会員皆様のご協力のお蔭で
す。ありがとうございました。本日は、この後クラブ協
議会に入ります。最初に２０１７～１８年度決議審議会
クラブ提出決議案承認の件です。
「手続要覧」に木更津ＲＣより提案されています「従前の
白色ページ復活」の件。千葉ＲＣより３点提案されている「長期戦略委員会のクラブ内設
置」「『四つのテスト』の例会時のクラブ内唱和」、「奉仕『Ｓｅｒｖｉｃｅ』の意味の分か
りやすい英文表記」の件です。そして、今年度総括についてです。各委員会委員長の方は
よろしくお願いいたします。また次週になると思いますが、２０１９～２０年度諸岡ガバ
ナー組織案も出来上がりましたので併せて次週クラブ協議会で発表させていただきます。
そして皆さんに大変急なことでご心配をかけました成田ＲＣの事務局の件ですが、渡辺会
員、成田会員、神﨑会員、長原会員、そして私と５名で１５日に面接をし、今日の例会前
に臨時の新旧合同理事会を開きました。現事務局黒須様の知り合いで野口様、４０歳、成
田在住の方が決定しましたので皆様にご報告いたします。
◇ 委員会報告
・国際奉仕
南日 隆男 サブリーダー
月初めに収集させていただいております使用済み切手の活動報
告です。今年度も終わりになりますので収集日を月末の 30 日、
最終例会の日といたします。次年度分は予定が立て込んでおりま
すので 8 月から収集させていただきます。月 1000 枚のペースで
収集させていただきましたので、最終まとまりましたら次年度報
告させていただきます。
・次年度プログラム担当
久米 剛 リーダー
次年度のリーダーです。次年度のプログラム委員会を開催いたし
ます。
・成田環境ネットワーク
出向者 小宮山 四郎 会員
先週空港道路周辺美化運動について案内を申し上げましたが、早
速 10 名の方に登録をいただきました。しかし欠席者が出てきた
ため追加で登録をしたしますのでご協力をお願いいたします。28
日水曜日当日は、成田クラブのジャンパーを着用でお願いいたし
ます。新会員の中でジャンパーを持っていらっしゃらない方は事
務局までお知らせ下さい。
9 時 15 分出発式ですのでその前に成田国際文化会館までお集まり下さい。雨天決行ですが
7 時に本部から連絡が来ますのでその時は皆さんにまた連絡をする予定です。
・次年度 S.A.A.
小寺 真澄 会員
例会終了後、次年度の S.A.A.委員会を開催いたします。
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・出席奨励／次年度管理運営委員長 角田 幸弘 会員
例会終了後、今年度の総括の委員会を開催します。また、次年度の
クラブ管理運営委員会よりお願いです。祭りを見よう会の出欠を行
っております。新会員の皆様は、是非祭りを見よう会で親睦を深め
ていただきたいと思いますので、出席をお願いします
・インターアクト現状報告
成田高等学校インターアクトクラブ
顧問 早川先生
今日はお招きいただきありがとうございま
す。毎回お邪魔するたびに部員不足と言うお
話をさせていただきました。今年になり新入
部員がありまして、二年生で一人、一年生で
三名。全部で七名になりました。私が顧問に
なって 6 年になりますが始まって以来の隆盛
ぶりといってもいいのではないかと言う状
態になっております。ただインターアクトク
ラブとして最盛期は 40 人、50 人がいたと聞いておりますので、それを目標にまたがんば
っていきたいと思っております。新入部員が入ってきてくれた理由として、ボランティア
や国際理解と言うものに対して興味があると言う事はもちろんですが、国外研修に参加さ
せていただいたり、夏に陸前高田へロータリークラブの皆さんとご一緒させていただいた
りと言う経験を聞いて、そういう経験をしてみたいと言う生徒が入ってきてくれました。
新しく入った生徒にも同様の経験をさせたいと思っております。国外研修も行く気満々で
す。修学旅行と同時期なので日程がうまく合えばなと思っております。成田ロータリーク
ラブの皆さんには日ごろから物資に渡る多大なご援助をいただき感謝しております。今後
とも生徒たちが良い経験をする上でのいろいろなご協力をいただければ幸に存じます。本
日はありがとうございました。
◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪回覧≫
・週報 成田コスモポリタン、成田空港南ロータリークラブ
・記念誌 銚子ロータリークラブ６０周年記念誌
・例会変更 八街ロータリークラブ
・ハイライトよねやま 207
・第 14 回ロータリー韓日親善会議 2017
≪連絡≫
・各種出欠表

◆

クラブ協議会

◆

≪今年度総括≫
議長／石川 憲弘 会長
司会／進行 吉田 稔 幹事
【審議事項】
・2017-18 年度決議審議会クラブ提出決議案承認の件
内規規定審議委員会 設楽正行 委員長
１．今後発行される「手続要覧」に従前の白色のページを復活させることを検討するよう
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ＲＩ理事会に要請する件（木更津ＲＣ提出決議案）
賛成
２、継続的なクラブ発展の機会を持てるよう、クラブの特性を生かした長期戦略（計画）
委員会のクラブ内設置を推奨ロータリークラブ細則に明記するよう要請する件（千葉ＲＣ
提出決議案）
棄権
３、ロータリアンの道徳的指標である「４つのテスト」をすべてのクラブの例会開催時に
唱和することを推奨するようＲＩ理事会に要請する件（千葉ＲＣ提出決議案）
棄権
４、ロータリーの基本理念である「Ｓｅｒｖｉｃｅ」の言葉をわかりやすい英文で表し、
その英文を「Ｓｅｒｖｉｃｅ」の公式の解釈とするようＲＩ理事会に要請する件（千葉Ｒ
Ｃ提出決議案）
棄権
・長期計画（ＣＬＰ）委員会
松田 泰長 委員長
結論から申し上げます。当委員会の活動は本年度ありませんでした。
この委員会の役割としては PDCA の中の”C”の部分、チェックの作
業があります。本年度、石川会長の素晴らしいリーダーシップに対
してチェックの必要がありませんでした。したがって、当委員会か
らの次年度・成田年度に向けての答申は、昨年度のものが有効とご
判断頂いて諸活動実施をお願いします。
・クラブ研修委員会
佐瀬 和年 委員長
RLI を始め、DL 研修にも多くの会員を促し続け、その成果は素晴
らしい展開を生み出しています。クラブ内の研修においても、RLI
の手法を用いて行い従来のクラブ研修とは違った効果を上げてい
ます。大きな違いは、「リーダーのスピーチを聴く」スタイルでは
なく、参加者全員が自分自身の考えを述べて、その内容について他
の会員との意見交換が中心になり、発言が活発に行われ既成概念に
捉われない成果が得られた事です。今後も年度中に二回以上のクラ
ブ研修が行われる事を願います。
・指名委員会
佐瀬 和年 委員長
2019 年～2020 年は、諸岡靖彦会員がガバナーを務める年になります。会長指名の難しい
年度となりましたが、深堀伸之会員の積極性とスピーディーな仕事振りには感服致してお
りました。深堀会員も時間をかけて考えておられましたが、快く引き受けて下さいました
事に感謝いたします。
・内規規定委員会
設楽 正行 委員長
本年度以下の３点につき報告いたします。
1.２０１６年４月ＲＩ規定審議会において諸規則の変更が行われ
ました。これをいち早く翌年の活動計画書に掲載すべくネットで
調べ、訂正を行い掲載いたしました。また、石川年度には入会金
は取らないことが理事会決定され、そのための細則の変更を行い
ました。
2.２０１７年４月上記変更の手続要覧の日本語版が届きました。それを精査したところ何
点かの修正部分が分かり、そのため定款の一部変更を行いました。
尚、手続要覧は３年ごとに変更されますが、これは其々の時代、社会の変化に対応し、
効果的な活動をするためのＲⅠの決定事項であり、すべてのクラブが取り入れるべきも
のであります。
3.石川年度で入会金が廃止されましたが、成田年度では徴収することとなり、クラブ細則
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の変更がなされました。但し、金額は従来の７万円から５万円になりました。
・広報・公共イメージ委員会
長原 正夫 委員長
今年度は、地域社会にロータリー・クラブの活動を広く伝
えよう。と目標を掲げました。
１． 月刊「ロータリーの友」への掲載
・2016 年８月 28 日に玉造中学校体育館に於いて、第 10
回成田ロータリー・クラブ杯剣道大会（中学校）が開催
されました。
・2016 年 9 月 16 日に大成会かしの木園移動例会に於い
て、洗濯機、DVD プレーヤー、液晶テレビ贈呈式を行う。
２．2016 年 12 月 8 日に千葉日報新聞社に、モンゴル交流事業として、測器機器
贈呈した記事が掲載された。
３．その他、地元メディアとして、成田ケーブルテレビ、エリート情報に掲載されました
４．月始め例会に「ロータリーの友」の記事を毎月紹介した。
５．メディア協議会の開催
2017年2月10日成田ユーシティホテルにて、移動夜間例会に於いて、成田国際空港株式
会社 、地域共生部担当次長関口様、空港計画部担当部長竹村様、地域共生部主席大畑
様、成田商工会議所空港委員会河島様、空港記者クラブの皆さんと、「成田空港の機
能強化」について協議会を開催しました。
・クラブ管理運営委員会
矢島 紀昭 委員長
クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの円滑な運営を助け
ることにあります。
本年度は新会員を含め三年未満の会員も多く、大いに学ぶ機
会、楽しむ場として各委員会が積極的に行動を展開し、会員
同士の絆を深める活気あるクラブであったと思います。
各小委員会の運営につきましては
１、プログラム委員会では
（１）司会は委員会全員で担当しました。
（２）卓話は内部卓話
新入会員を中心に年１７回
外部卓話
映画監督斉藤さんを含め７回実施
時間も３０分の配分が出来ました。
また、１２月、１月、４月、５月、のそれぞれの特別月間卓話も
計画どおり行われました。
２、親睦委員会では
（１）家族例会は７月の祭をみよう会に始まり、年６回実施、最後に
「手に手つないで」参加者全員で歌い大いに盛り上がりました。
特に、沖縄親睦旅行、そして迎賓館赤坂離宮館の見学は強く印象に残ったので
はないかと思います。
３、同好会活動では
ゴルフ
年２回
会員数
２０名
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囲 碁
年５回
会員数
６名
海つり
年３回
会員数
８名
活発に実施されました。以上報告を終わります。
一年間会員皆様のご協力ありがとうございました。
・奉仕プロジェクト委員会
小宮山 四郎 委員長
奉仕プロジェクト委員会では年初活動方針について協議し、活
動を開始しました。
各委員会毎に報告いたします。
〇職業奉仕委員会
この委員会は研修委員会と重なる所が多くありますが、全
会員が職業奉仕についての理解を深め、また新会員が早くク
ラブに溶け込んで楽しいクラブライフを送れるよう職業奉仕
についての卓話を前期では小川会員、後期では橘会員にお願い致しました。
〇社会奉仕委員会
今年度、石川会長が掲げる社会奉仕の重点目標の一つとして、地元にある障害者施設
「かしのき園」に地区補助金を利用してプロジェクター、テレビ等を寄贈し９月１６日
には同園で移動例会を行い、大変感謝されました。
〇国際奉仕委員会
南日リーダー、大塚サブリーダーが中心となりお金をかけない国際奉仕として使用済
み切手を原則毎月第一例会で会員に収集をお願いし、ジョイセフの世界平和活動に送る
ことにより今年度は国際奉仕活動にかなりの貢献ができたと思います。
〇青少年奉仕委員会
継続事業として行っています中学の剣道大会を８月に玉造中学校で開催し、少年たち
の試合に向き合うひたむきな姿と、きびきびとした態度と澄んだ瞳が印象的でした。
また、１１月にはボーイスカウト成田第一団と津富浦キャンプ場で隊集会に参加して
子供たちとロープの結び方、神経衰弱ゲームの後、全員でバーベキューや焼きそばを食
べながら親睦を深め、楽しい交流会となりました。
以上、奉仕プロジェクト委員会としての活動はほぼ計画通りに経過しましたが、前期
の総括でも触れましたが、会員数は画期的に増加しましたが各会員の奉仕活動における
参加者が増えてこないところに問題があるように感じました。次年度は研修委員会を中
心として奉仕の理念と実践について当成田クラブとしての特質が出せる様、協議を重ね
ていただきたいと思います。
◇

点

出 席

鐘

石川

会長

表

会員数
７１
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６９

５０

１９

７２．４６％

６８．０２％

ＣＡＲＤ
氏

小川
諸岡
松田
平山
諸岡
小川

憲弘

賢 会員
靖彦 会員
泰長、諸岡 靖彦、神﨑
秀樹 各会員
靖彦 会員
賢 会員

名

誠、佐藤

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

月 日
６月７日
６月８日
英雄、堀口

路加
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ク ラ ブ 名
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
Evanston ロータリークラブ

６月１９日

RLI ファシリテーター養成講座

６月２０日
６月２１日

四街道ロータリークラブ
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

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

