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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 2660 回例会 平成 27 年 6 月 19 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      設楽 正行 会員 

◇ お客様 

  成田コスモポリタンロータリークラブ  

金子 公久 様 

◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：人生、下り坂最高！今を存分に楽しんでいる

喜久川です。私のこの一年のメーキャップ、ニコニコの報告です。

各県バナー交換で 5 件、遠くは三重県、鈴木元会員の従姉妹伊勢

神宮ご用達、和紙を製造している中北さんの案内でお邪魔した伊

勢中央、徳島県は高橋会員と車で鳴門の渦潮を眼下に見て、近く

は隣りの茨城県鉾田、ビジター費 1200 円、全員普段着、仕事着

の和やかな例会でした。山梨県はガバナー公式訪問日でしたが、きちんと時間を取ってく

れました。恐竜の国、福井ロータリーは歴史も成田の大先輩、スタートは歌無し、4 つの

テストのソングだけ、女性も 10 名、ニコニコも担当委員会の流れるような報告、充実した

外部卓話。当日は教育について、ここの子供達は何で全国レベルの学力かその背景は？三

世代同居の多様性だとか。そう言えばアパートがほとんどありませんでした（借家総数日

本で最低県）、夜は福井の焼鳥秋吉へ。40 代の若い女性会員 2 名の案内で、時間を忘れて

梯子、我が妻も若さを貰ったと大喜び！これで 20 県、素晴らしい一年間でした。バナー5

点回覧します。色々な違いを堪能して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①茨城県 鉾田ＲＣ 

②三重県 伊勢中央ＲＣ 

③山梨県 甲府南ＲＣ 

④徳島県 鳴門ＲＣ 

⑤福井県 福井ＲＣ 

① ② ③ 

⑤ ④ 
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南日 隆男 会員：先週、成田＝ヒューストン線の新規開設行事で

例会を欠席しました。我が社北米路線の 10 番目です。30 年前に成

田で国際線事業を開始しここまできました。これまで支えてくださ

った皆様に感謝申し上げます。ヒューストン線の特徴は、アメリカ

の石油・エネルギー産業の拠点都市でありますので、3 分の 1 がベ

トナムから成田経由でヒューストンへ働きに行くお客様です。ホー

チミンからずっと満席が続いている状態です。そして、私事ではありますが、4 月に初孫

が誕生いたしました。男の子でしたので、千葉県に南日の姓がまだまだ残ることになり大

変嬉しく思っています。 

 

石橋 菊太郎 会員：6 月 16 日放送、テレビ朝日のモーニングバー

ドで、“セレブのお店”として紹介されました。 

 

佐藤 英雄 会員：一昨日、RLI の卒後コースのお手伝いに行きま

した。そもそもＲＬＩを始めたきっかけは、夜間例会でお酒を飲み

ながら石橋さんに勉強しろと言われたからです。お陰様でこの 2 年

間の苦しみは大変なものでした。60 の手習いと言いますが、私は 72

歳です。10 習っても 1 つも覚えていない状態です。大変苦労しまし

たが、各地区から参加された皆さんの活動の苦労話を聞いておりま

すと、私自身が勉強になりました。そして、参加された会員さんと

お話をすると、必ず成田と言うと平山金吾さんにお世話になった、教わった、と言われま

す。お亡くなりになられても、平山金吾さんの偉大さを感じ、そして誇らしく思う地区と

の時間でした。 

 

後藤 敦 会員：長原会員の会社であるエリート情報誌

に無料で取材の記事を取り上げていただき御礼申し上

げます。ありがたい反響を沢山いただいております。ま

た 6月 5日からサマーガーデンＢＢＱが開催されており

ます。ビューホテルさん、Ｕ－シティホテルさんと共に

ご検討ください。 

 

近藤 博貴 会員：昨日、大栄カントリークラブで第９分区の親睦

ゴルフ会が行なわれました。４５名の参加者がありましたが、私が

最高齢の参加ということで、旅行用のキャリーバックを頂きました。

神﨑幹事のお取りはからいだと思い感謝しています。 

 

諸岡 靖彦 会員：この所、公私にあわただしい毎日が続いて、タ

イムリーに物事が処理できなかったり、大事なことを忘れてしまっ

たりの失態を演じています。本日例会終了後に今年度最終回の「長

期計画（CLP）委員会」が開催されます。直前のご案内となりました

が、よろしくお願いいたします。あわただしさのひとつは、今年度
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地区 RLI 最後の行事でありました 『卒後コース』 でありましたが、めでたく１７日に

無事終了いたしました。当日のプログラムはパストガバナー白鳥政孝さんの基調講演 

『RLIの心構え～あなたのクラブを変身させる』と、つづいて ３クラス×2時限のセッシ

ョン でした。1時限目は クラブ管理・運営のくくりで、2時限目は クラブの奉仕プロ

ジェクトのくくりで、クラブを活性化に向けて変化させようという話題を、それぞれ活発

な討論が展開されました。卒後コースの準備に加えて、引きつづき次年度はこの RLI の推

進委員会を担当することで、その立ち上げの動きも始めなければならない時季でした。そ

んなこんなで、あわただしさが何層にも重なった、ここ数日でした。 

 

長原 正夫 会員：香取市の依頼を受けまして、当社の編集記者で

ある三浦真紀というものが、テレビ東京で午後 4 時から放映されて

おります“Ｌ４ＹＯＵ！”の『街の達人に教わる佐原の名所&名店』

ということで道案内をいたしました。ゲストは阿藤快さんでした。

11 日に撮影し 23 日（火）4 時から放送されます。是非ご覧くださ

い。 

 

◇ 第 9分区ゴルフコンペのご報告   成田 温 会員 

6 月 18 日（木）成田ロータリークラブをホストクラブとして 12

組・45 名の会員が集まり、第９分区親睦ゴルフコンペが大栄カン

トリークラブにおいて盛大に催されました。当日は曇り時々雨の天

候で多少濡れましたが楽しくプレーする事ができました。パーティ

ーでは松田会長も出席され挨拶に続き表彰式のプレゼンテーター

を務められました。当クラブの成績は団体、個人、グランドシニア

において 17 名の会員中誰一人として入賞する事がなく、他クラブの皆様に楽しんでもらう

というホスピタリティーをいかんなく発揮した次第であります。しかしながら残念だった

事は、団体戦では４位でしたが２位から４位までの各クラブ上位３名のネットストローク

トータルの差が 0.6 ストロークという接戦でした。当クラブの対象者は小坂、諸岡、長原

会員の３名でこのうち誰か一人（長原会員）がもう少し頑張れば２位に入賞する惜しい状

況でした。唯一の救いとして神崎幹事がグロス７５でべスグロ賞を取った事を報告してお

きます。そんな訳で楽しく終了いたしました。参加された会員の皆様ご協力ありがとうご

ざいました。次回の八街ロータリークラブ創立５０周年記念コンペで頑張ろう！ 
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◇ 表彰 

米山功労者第 1 回 

諸岡 正徳 会員 

 

◇ 委員会報告 

・次年度クラブ広報委員会   甲田 直弘 委員長 

例会終了後、委員会を開催いたしますので担当の皆様は宜しくお願い致します。 

 

・成田環境ネットワーク   出向者 小川賢 会員 

今年度第 1 回空港周辺道路美化活動について、先週神崎会員からもお願いがあったかと

思いますが、6 月 30 日、9 時、成田国際文化会館集合。毎回 7、8 名参加いただいており

ます。今回もご協力いただける方は小川まで宜しくお願い致します。 

 

・次年度クラブ会報委員会  角田 幸弘 リーダー 

例会終了後、委員会を開催いたします。事前にメールで連絡してありますので、担当の

方は宜しくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告    神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・多古ＲＣ 6 月例会変更 

・地区奉仕プロジェクト委員会 NEWS LETTER 第 6 号（2015.6 月号） 

・成田交通安全協会 平成 27 年定期総会資料 

・「最終例会」、「祭りを見よう会」出欠確認 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 今年度も来週の最終例会を残すのみとなりましたが、神

崎幹事、理事役員の皆さま、そしてなにより会員の皆さま

には本当にお世話になりました。ご協力をいただき無事一

年間を全うする事が出来そうです。 

本日は一年間の総括をさせていただきます。詳細は各役

員、委員長にお任せして私からは、年度ターゲットとして

掲げた「クラブ・メンテナンス」について、成田ロータリ

ークラブ一年間の姿を申し上げます。 

 

 恒例の祭りを見よう会から始まり来週の最終例会までで合計 7 回の家族例会を実施でき

たことです。65名のメンバーによる成田ロータリークラブですが、我々をサポートしてく

れるパートナー・家族の存在は非常に大きなものです。たくさんの参加をいただき親睦を

深めロータリーへの理解をもらい成田ロータリークラブを支える大きな力となっていただ

きました。 
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 内容に入ります。 

 先ず財務についてです・本来は小柳会計からの報告ですが、これだけは私から言わせて

下さい。二重丸です。余剰財政が厳しい状況の中、予算編成を分配方式ではなく積算方式

とし各項目の支出上限を設定してのスタートでした。皆さんにそれを理解していただきご

協力をいただいた形が実証結果として現れました。 

 

クラブの方向性を見極める長期計画(CLP)委員会では、「クラブ・メンテナンス」を審議

する主たる委員会として大いに活躍してもらいました。 

継続的に行われてきた各種行事、奉仕活動の見直しと、成田ロータリークラブ基金の充実

という視点から審議をいただいたロータリー財団認証ポイントの有効活用という決定をも

らいました。 

  

 クラブ研修セミナーは素晴らしい形になりました。今年のテーマは職業奉仕でしたが、

このテーマをゲストスピーカー無しの自前で出来ることは成田の強みです。 

新会員に対する入会前のレクチャーに始まりロータリーへの理解を深めてもらう研修セミ

ナーはその効果を現し始めています。 

 

 定着した感のあるメディア協議会も素晴らしいものに進化してきました。記者クラブメ

ンバーと地域のリーダーたるロータリアンとの意見交流は地域を考える我々にとって間違

いなくプラス要素としての存在になりました。当初のロータリーをメディアに取り上げて

ほしいと云う初期のもくろみを遙かに超えています。 

 

 全てについてお話しすると切りがありませんが、「決して急がないクラブ・メンテナン

ス」をお願いした一年間でした。実施できなかったもの、目標を下回ったものなどもあり

ますが、それぞれにその目標に近づいている通過点でありその内容は認められるものです。 

 

そして、これらの実績とノウハウは佐瀬次年度に於いて充実度を増しながら素晴らしい

成田ロータリークラブに育っていくことを確信しています。 

一年間有り難うございました。 

 

◇ クラブ協議会 ◇ 

≪今年度総括≫ 

司会／進行 神﨑 誠 幹事 

・会員増強・退会防止委員会  小寺 真澄 委員長 

会員増強については、６６名でスタートした今年でしたが今現在

の会員数は、６５名となり目標値を達成出来ませんでした。 

 最初の委員会に於いて、例会長期欠席者の対応については、対

象者の会社訪問等を実施し、出席を待っている旨を伝えてまいり

ました。 

 また、職業分類に於いては、１年間で完遂することは難しく、
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今後の課題としたいと思います。 

 

・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 

委員会開催日時： 

 ２０１４年６月２０日（金）１３：５０〜１４：３０ 成田ビューホテル 

 ２０１４年８月２９日（金）例会終了後〜１４：３５ 成田ビューホテル 

 ２０１５年１月２３日（金）１３：３０〜１４：２５ 成田ビューホテル 

 ２０１５年３月１３日（金）１３：４５〜１４：３０ 成田ビューホテル 

 ２０１５年４月２４日（金）例会終了後〜１４：００ 米屋観光センター 

 ２０１５年５月１５日（金）18:30〜19:20 成田 U－シティホテル 

委員：堀口路加委員長、矢島紀昭リーダー、深堀伸之サブリーダー 

    近藤博貴会員、橘 昌孝会員、喜久川登会員、滝沢尚二会員、山崎義人会員 

    藤崎壽路会員、秋葉博行会員、湯川芳朗会員、小池正昭会員、鈴木敏道会員 

 

⑴メディア協議会の開催 

開催日 ：２０１４年７月２９日（火）、２０１４年１０月２１日（火） 

２０１５年２月１７日（火）、２０１５年４月１４日（火）の４回 

開催場所：成田 U シティホテル 

参加メディア：時事通信社、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、千葉日報社 

 

①成田には空港があることもあって、記者クラブがあり、記者クラブには NHK も加わっ

ている。これは他の地域にはない好条件。しかしながら記事にしてもらうことは簡単では

ない。記者は社会性が強いもの或いは季節感のあるものについては記事にしてくれるが、

そうでない記事はほとんど書かない。 

②空港記者クラブには社会部の記者が多い。 

 記者の先に国民がいて社会があるという観点で記者と関わることが大切で、何かあった

時のチャンネルとして記者もロータリークラブやロータリアン

との関わりは意識しているし、求めている。記者も自分たちの後

ろには国民がいて社会があるという自覚を持っているわけで、社

会に理解してもらうということよりも、まずロータリアンのこと

やロータリーのことを記者に知ってもらうことが社会への理解

に繋がっていくはず。（そもそも広報と広告は違うことを認識す

る必要があり、広報とは事件への対応であり、また社会といかに

つながるかが目的になる。その源流はアメリカにおいて国民の戦

争理解を得るために、国が政策を押し通すためにやってきたこ

と。） 

③成田ロータリークラブのメディア協議会は、成田空港を持つ成田市の地域の問題や課題、

将来の展望を広く議論・確認する場として育てていくのも一つ。 

④見方を変えてメディアの記者と友達になるというのでも良いのではないか。 

 では何回が適当か？この２年間は、たまたま転勤はなかったが、必ず彼らには転勤があ

るので、ある回数は必要。但し、公式のメディア協議会は回数を減らしても、非公式に交

流を持つことは必要。ただ誰がそれをやるかは難しい。 

⑤この１−２年メディア協議会をやってきてはっきりしてきたこと、それは８年前にメディ

ア協議会を始めた当初の目的は外れたが当たり前ということ。２７９０地区の広報委員会

でもプレスリリースの作り方という冊子を作成してはいるが、どうやってロータリーの活

動を記事にしてもらうかという８年前のメディア協議会を始めた時と視点が変わっておら

ず、この方法ではだめだろう。成田ロータリークラブがメディア協議会を通じて築いてき
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た記者と腹を割って話ができる、飲める、これが財産だと思う。 

⑥自分の仕事を通じていかに周りの人に役に立ってもらうか、そのために何ができるかと

いうことを考えることも広報にとっては必要。 

⑦次年度は NHK を加えることを課題とする。又、成田ケーブルテレビの存在の大きさも

再認識し、メディアとしてメディア協議会においても役割を意識する必要がある。 

 

⑵ロータリー雑誌紹介  

・ 一年間、矢島会員お一人に負担をかけたが、委員持ち回りで、みんなでロータリー雑誌

の記事を紹介するということはよいこと。小宮山年度にはそういう配慮もしていた。 

・ ロータリー雑誌には指定記事があるので、必ず目を通すように紹介する必要がある。 

・ 次年度はロータリー雑誌紹介を第２例会にすることで、広報委員も十分に目を通す時間

ができ、輪番で紹介する方法も可能になる、そのようなメリットが大きいことを申し送

ることとしたい。 

・ ロータリー雑誌の記事を紹介するだけでなく、話し合いの場、意見交換の場、感想を発

表する場を設けてもよい。 

 

⑶ホームページの更新充実 

・ 新会員情報の更新は１ヶ月以内には行うように心がけること。 

・ 職業分類が非更新になっているのでこれも申し送っておく必要がある。 

 

 

（特別寄稿：成田ロータリークラブの広報活動に対する意見として） 

鈴木 敏道 会員 

私は、自分の会社で広報の仕事を担当していたことがありますので、その経験からお話

させていただきます。 

広報というのは、その目的として大きく２つに分かれるものと考えています。 

一つは、会社であれば、自社の業務、活動や商品などの情報を発出し、それがメディア等

で取り上げられ、社会や消費者、株主、従業員などのステークホルダー（利害関係者）に

理解され支持してもらうこと、もう一つはマスメディアの記者などの方々と交流すること

により社会の流れや自社の位置付けを確認することであると考えています。 

 まず、一つ目ですが、広報というのは、学問として日本の大学でも研究されているので

すが、日本でその活動が始まったのは、第 2 次世界大戦後で、GHQ によりその概念 PR

（Public Relationship）が民主化政策の一環で導入されたと聞いています。広報は、特に

アメリカで発展したものですが、自由主義国家の中で、政府が戦争に国民の多額の税金を

使うという政策を理解してもらうため、新聞やテレビなどのマスメディアを通じて広く報

じてもらうことで、国民の理解と支持を取り付けることであったそうです。 

 また、広報は、情報を発出するという意味で広告と混同されることが多いのですが、似

て非なるものです。広告が、テレビ、新聞、雑誌などの広告枠を買って商品や企業を消費

者に宣伝するのが目的であるのに対し、広報は、会社や企業活動、時には新商品に係る情

報をプレスリリースや記者会見でマスメディアに発出し、それを記事にしてもらうことで、

広く情報を社会に知ってもらい企業イメージ向上や取り組みを理解してもらうことを目的

とします。よって、広告は広告枠を買うので広告費がかかりますが、広報はそのような金

がかからないものなのです。 

 しかしながら、記事にしてもらうことは、そう簡単なものではありません。企業の広報

担当は、日夜、情報をマスメディアにたくさんリリースしたり、説明の場を設定して直接

説明したりします。しかし、記事にするのを決めるのは記者ですから、思った通りには行

きません。そもそも大手のマスメディアは自らの存在を「国民の知る権利」に由来してい

ると自認していますから、記事にする価値がないと容易く取り上げてはくれません。記者
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と話すときは、記者の向こうに読者、つまり国民や社会がある認識をもって話すことが必

要になります。ですから、この意味で、ロータリークラブとして取り組みを記事にしても

らうことを目的にするなら、なぜ、何のために広報をし、社会に何を伝えたいのか明確に

すべきであると考えます。 

 

さて、もう一つの目的は、メディアの記者などの方々と交流することにより社会の状況

や自社の位置付けを知ることであると申し上げました。 

会社でも団体でも、自らの行うことは正しいのか、また、会社や団体の進む方向は正し

く、社会で支持されるのか、客観的に評価し、判断することに、経営者は頭を悩ます問題

であると思います。 

外国から伝わった PR（Public Relationship）は、日本では広報と訳されています。私見

ですが、本来は「社会との関係づくり」という意味合いが強いと思っています。その関わ

りの一つとして、社会、経済をいつも広く見ているマスメディアの方々と交流し、自らの

位置付けを客観的視点で確認することは価値のあることだと思います。 

この意味で、地域社会を代表的する方々が所属する成田ロータリークラブにおいて、日々

の取材活動を通じて行政や地域社会、経済を幅広く見ているマスメディアの方々と意見を

交わす機会を持つことは、社会貢献というクラブの主旨からも極めて有益であると思いま

す。地域の問題や課題などをテーマとして、意見を交換する場。もちろん記者の方々も個

人ですから、意見の食い違いも当然あります。その一方で、他の地域での実例が聞けたり、

考えもつかない視点から意見が出たり、得るものは大きいのではないかと考えています。 

幸いなことに、成田には成田空港に大手テレビ、新聞社の記者クラブが存在します。こ

れは他の地域にはない立地です。私個人の意見としては、成田ロータリークラブの広報活

動は、記事にしてもらうことより、成田空港を持つ成田市の地域の問題や課題、将来の展

望を広く議論・確認する場として育てていくことがふさわしいのではないかと考えます。 

 

 

・クラブ管理運営委員会   

〇プログラム  音花 昭二 リーダー 

松村会員にしっかりと内容を固めていただきましたので、スムー

ズな運営をすることが出来たかなと思っております。ポイントは

プログラムと内容を前持って固め、関係者の皆様と共有化できた

ところです。司会、卓話などでご協力頂きました皆様、ありがと

うございました。 

 

〇クラブ会報  成田 温 リーダー 

今年度の当初計画は概ね実行出来たと思いますが、ニコニコに関

して原則として書いていただくとの計画は未達に終わりました。 

＊ プログラムに申し込み時に書式を渡してもらう。 

＊ 急なニコニコへの対応は司会者より書式を渡してもらう。 

以上２点をプログラム委員会とも取り決めてありましたが、満足

のいく結果とはいきませんでした。 

現在、会報は事務局に作成・編集してもらっておりますが、ホームページに載せますので、

公表する事となりニコニコとはいえ間違えは許されないものになっております。字句・年

代等の確認等に大変時間がかかっておりますので、是非、会員皆様のご協力をお願いいた

します。次年度への申し送り事項として対応していただければと思います。 
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写真撮影等、分担予定をあらかじめ決めてありましたが、急な欠席にもかかわらず委員の

方々の積極的な協力により問題なく廻りました。委員の方々のご協力に感謝いたします。 

 

〇親睦  吉田 稔 リーダー 

今年度の親睦行事は、以下のとおり計画に基づき実施しました。 

上期 下期 

7 月 祭りをみよう会 1 月 新年会 

8 月 納涼屋形舟 2 月 新酒を楽しむ会 

9 月 月見例会 3 月  

10 月 知多半島旅行（２泊３日） 4 月 月桂樹例会 

11 月 新人会員歓迎会 5 月 歌舞伎観劇 

12 月 忘年例会 6 月 最終例会 

３月以外、毎月何らかの形で実施いたしました。特に、忘年例会

においては６５名の参加をいただきました。また、基本的に補助

金の予算を超えることなく事業運営ができました。 

親睦事業の運営については、実施回数および内容について様々な

意見がありますが、多彩に満ちた年度であり、会員相互の親睦が

深まったのではないかとおもいます。 

 

・クラブ管理運営委員会  石橋 菊太郎 委員長 

ゴルフ、釣り、囲碁・将棋と同好会の活動も活発に行われました。

委員長としての感想といたしまして、委員会のリーダーは 4 人お

りますが、委員長の補佐役としてもう一人だれかいたらいいので

はないかと思いました。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 

〇職業奉仕   諸岡靖彦リーダー 

ロータリー活動において会員個人の原点は、申すまでもなく職

業奉仕であります。今年度は松田会長のターゲットである＜クラ

ブ・メンテナンス＞に沿って、個々のロータリアンの職業倫理の

磨きこみを、例会卓話とクラブ研修委員会とのクロス・プロモー

ションに拠るセミナー研修で、多角的に深く考えいただける機会

を作らせていただきました。 

すなわち例会では、職業奉仕に関する会員卓話として、職業奉仕月間の１０月１０日に

は橘 昌孝会員よる Profession 専門職業人、医師という公益性の高い専門技術職としての

職業観、ご自身の職業奉仕体験について伺いました。また３月１３日の例会では、利潤動

機が直接的な Business の分野の職業奉仕について、全日本空輸（ＡＮＡ成田）鈴木信行会

員の卓話を伺いました。 

クラブ研修セミナーとしては、１１月１４日と６月１２日の２回に亘り、予定通り実行

することが出来ました。職業奉仕をテーマにした少人数、円卓着座式の討議を、地区ＲＬ

Ｉ認定ディスカッション・リーダー（ＤＬ）の導きのもと、それぞれの職業をベースに会
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員同士の意見交流と、相互啓発の話し合いを進めることが出来ました。ご参加いただいた

皆さんの感想は如何でしたでしょうか。 

私自身も３月２０日の例会卓話で、ロータリーの学びと職業奉仕について自分の考え方

を整理することが出来ました。ロータリーの金看板といわれてきた「職業奉仕」ですが、

我々ロータリアンは職業上の高い倫理基準と各人の職業スキルを生かして地域社会や世界

に尽くすべきことは、時代がどんなに変わっても持ち続けなくてはならない矜持であると

信じるものであります。 

 

◎ 私が出会った最も解かりやすい職業奉仕の定義は、 

     あなたの職業を通じて他人を助けること です。 

 

〇社会奉仕   佐藤 英雄 リーダー 

①8 月 24 日（日）第 8 回成田ロータリークラブ杯 中学校剣道大

会が栄町中学校で開催され、多くの参加校が熱戦に汗を流しまし

た。 

②本年度 3 月 8 日（日）成田陸上競技場において第 8 回成田ロー

タリークラブ杯争奪サッカー大会が松田会長のキックオフで開催

されました。 

③成田環境ネットワーク主催の「空港周辺道路美化運動」及び「印旛沼クリーンハイキン

グ」の参加 

④2 月 16 日（月）17 日（火）東日本大震災被災地の応援に関して、岩手県陸前高田市ロ

ータリークラブを訪ね、現地の状況ロータリー活動の現状などを話していただき、被災者

の精神的問題の深さ、復興とは程遠い生活、実態を聞くことによって、現地の皆様の頑張

りにより一層の感銘を受けました。 

 

〇青少年奉仕   近藤 博貴 リーダー 

◎ インターアクトクラブと成田ロータリークラブの合同例会 

   ・日時 平成２６年１０月１日（水）１５時４０分から 

   ・会場 成田高校 特別教室 

   ・参加者 インターアクトクラブ員６名（男子２名 女子 

 ４名）、顧問教師      

        ロータリークラブ会員 ９名 事務局員 

        卓話「インターアクトあれこれ」のあとクラブ員と話し合いを行なった。 

◎ 第２７回 インターアクト国外研修 

   ・平成２６年１１月８日（土）～１１日（火） 

   ・研修地 台 北 

   ・成田高校参加者 ４名 飯田沙矢 会田みなみ 木内優歩 土屋舞加 

   ・現地の活動 台日学生グループと交歓を行ない、菁桐小学校（母子学校） 

を訪問、その他総統府、国立歴史博物館などを見学した。 

◎ 第４８回 インターアクト指導者講習会 

   ・平成２７年５月１３日（水） 
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   ・会場 千葉市ポートパーク 会場付近の清掃作業を行なった。 

   ・成田高校参加者 生徒 ６名 顧問教師 １名 

◎ 第３８回ＲＹＬＡセミナー 

   ・平成２６年１０月１８日（土）～１９日（日） 

   ・会場 ガーデンホテル成田 

   ・参加者 約１００名（ロータリアン、交換留学生、ローターアクト、 

              インターアクトなど各クラブの推薦参加者） 

   ・例年どおりウォークラリーを実施した。 

 

・奉仕プロジェクト委員会  設楽 正行 委員長 

4 つの小委員からなる当委員会の活動の報告を致します。個別のこ

とは各リーダーが致しましたので、全体的なことを簡単に述べさ

せていただきます。 

本年度は松田会長の「クラブ・メンテナンスを受け当委員会では

継続事業は行うが、その見直しを行い、次年度以降に資すること

を重点的に行いました。 

結果、サッカー、ボーイスカウトの支援は本年度で終了いたしました。 

そして年度内の事業計画の実行（数値目標）はすべて行われました。 

また新たに社会奉仕と国際奉仕のクロス・プロモーションとして、モンゴル支援事業を立

ち上げ佐瀬年度に向けての地区申請を行いました。 

反省点として 

１．広報委員会との連携があまりとれず、結果、事業の広報活動が広がらなかった。 

２．其々の小委員会活動について委員の勉強会が行われず、情報の共有性に問題があった

（職業奉仕は除く） 

３．PDCA の機能が活用されていなかった 

以上報告し、次年度委員会において改善されることを期待致します 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  長原 正夫 委員長 

 今年度は、ロータリー財団リーダー（平野会員）、米山記念

奨学会リーダー（本宮会員）のもとスタートし、クラブ寄付目

標として、ロータリー財団へ 10 名 10,000 ドル、米山記念奨学

会へ 10 名 100 万円を、一括及び分割のご寄付をお願いしまし

た。 

皆様のご協力により、ロータリー財団へ 11 名、米山記念奨

学会へ 17 名、合わせて 28 名の方々にご寄付を頂き、目標をクリアする事ができ、感謝い

たします。また、米山記念奨学生として、内モンゴル自治区の孟克巴図（ムンクバト）奨

学生（千葉大学大学院博士課程）を、今年の３月まで受け入れました。 

委員会では、ロータリー財団とは、ロータリー財団の補助金を通じて、ロータリアンは、

人々の健康状態の改善、教育支援、貧困救済に努め、世界理解、親善、平和を促進する活

動を行う。と明確な目標があり、地区補助金、グローバル補助金、パッケージ・グランド

など補助金活用などあります。 
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ロータリー財団への寄付として、ポリオ・プラス基金、年次基金、恒久基金などの寄付

について学ぶことができました。そして、今年度はロータリー財団認証ポイントの有効活

用について委員会を開催いたしました。 

「個人に対する認証」「クラブに対する認証」など。この、ロータリー財団認証ポイント

については、次年度で有効活用する事となりました。 

一年間あっという間に過ぎてしまい、あまり委員会にご奉仕できなかった事を申し訳な

く思っております。 

 皆様のご協力により、無事一年間できた事を感謝しまして、ロータリー財団・米山記念

奨学会のご報告と致します。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．  吉田 稔 会員 

例会において、会員やお客様が、最初に挨拶を交わし合うのがＳ

ＡＡです。 

来場者を気持ちよく、迎えるために各Ｓ．Ａ．Ａ．が協調しあい

ました。 

各Ｓ．Ａ．Ａ．の出席率も、極めて高く、また早めの時間に集合

したのも今年度の特徴です。月初め例会の、テーブル抽選の完全

実施をはじめ、お客様のご案内、例会マナーの充実をはかり、例会出席者のお迎え役とし

て「さわやかＳ．Ａ．Ａ．」を実践できました。 

 

＜特別委員会＞ 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会   小宮山 四郎 委員長 

当委員会は、８年前に導入した（ＣＬＰ）委員会の立ち上げ

メンバーと現役員を含む１１名で構成され、今年度、松田会長

の提唱されるクラブ・メンテナンスを前提として長期計画、具

体的な中期計画（プロジェクト）を理事会へ提案し、審議決定

の筋道へ繋ぐため、基本的に毎月一回（第３例会後）開催致し

ました。 

協議の内容としては、会員基盤、組織基盤、財政基盤及び奉仕

プロジェクト（継続事業）の在り方についてクラブ基金の育て方、委員会活動の進め方、

会員基盤の強化等、議論を重ねてきました。 

１．クラブ基金と一般会計取り扱いについて、クラブ基金は必要であり、内規委員会で基

金の取り扱いについて検討して当委員会に差し戻し再度検討。 

２．次年度の活動計画が年内までに出来ているよう要請、ロータリー財団の未来の夢計画、

財団の補助金を利用した奉仕プロジェクトの計画、また中、長期の計画が立てやすく

なり、早期の委員会構成の作成を次年度に要請する。 

３．継続事業については次年度に向けてスリム化が出来るよう、検討、審議を重ねる。 

４．認証ポイントの意義と仕組み、ロータリー財団寄付への個人、クラブが持っている認

証ポイントの意義について、クラブ会員に正確に伝え、３年未満の新会員、企業会員

にも在籍中にもっと関心を持ってもらえるよう、ロータリー財団委員会と協議する。 

５．長期計画と数値目標の見直し、（ＣＬＰ）委員会発足以来長期計画と数値目標の見直
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しがされていなかったため当委員会において次年度に向けての活動見直しを要請す

る。  

 

・クラブ研修委員会  遠藤 英一 委員長 

決まった場所で開催される例会に出席することにあります。こ

れは、会員としての義務であると同時に、世界各国のロータリ

ークラブの例会に出席できる 1 つの権利でもあります。我が成

田ロータリークラブでは、新会員にもできるだけ早くクラブに

馴染んでいただけるよう、主として入会 3 年未満の会員を対象

としたクラブに研修セミナーの開催に力を注いでまいりまし

た。 

もちろん、新会員だけを対象とした研修にとどまらず、既存の会員にも多数ご参加いただ

けるようテーマ、開催方法などに趣向もこらしてまいりました。本年度は合計 3 回の研修

セミナーを開催することができました。2014 年 11 月 14 日には、第 1 回研修セミナーを

ロータリーの永遠のテーマともいえる「職業奉仕」とし、RLI の研修を済ませた会員に DL

（ディスカッションリーダー）としてご協力いただき、少人数のグループ形式で開催いた

しました。当日は研修セミナーの終了後に新会員歓迎会が予定されておりましたため、DL

も含め絵 30 人を超える会員の参加を得ることができました。 

第 2 回研修セミナーは 2015 年 3 月 13 日に例会の時間を利用し、当クラブ会員である全日

本空輸株式会社成田空港支店長の鈴木信行氏に講師をお願いし、「ANA グループの挑戦と

取り組み」というテーマで、会社内での社員研修などにつき貴重な講演をいただきました。 

第 3 回研修セミナーにつきましては、先週 6 月 12 日の例会の一部の時間もお借りして、

第 1 回と同様に RLI の研修を済ませた会員に DL を務めていただき、少人数のグループ形

式にて開催いたしました。当日、参加者にアンケートをお願いいたしましたが、現在その

内容を集計中であり、今後のクラブ研修セミナーに生かしていきたいと存じます。 

 

・指名委員会  遠藤 英一 委員長 

皆様すべにご承知のことと存じますが、成田ロータリークラブが CLP 制度を導入したこと

の大きな成果の 1 つとして、それまでは難航していた会長の指名において現会長を含めて

3 代先までの会長候補者を選任することができるようになりました。また、指名を受けた

候補者は 3 年後の会長職に向けて準備万端を整えることができるようになりました。今年

度の指名委員会におきましても、成田温会員を会長ノミニーとして満場一致で選任し、ご

本人の承諾、および年次総会において承認を受けることができました。 

 

・内規規定委員会  角田 憲司 委員長 

４月１７日のクラブ協議会にてお諮りし、ご承認いただきました

とおり、本年度は、 

１．成田ロータリークラブ基金に関する内規・細則の変更 

２．副会長職の指名（直前会長とする） 

３．死亡弔慰金の一部変更（生花の追加） 

を行いました。 
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 いずれも平成２７年７月１日をもって改定施行されます。 

 

・会計    小柳 政和 会員 

ますは、松田会長のご配慮により会計担当者である私の銀行に年会

費等の振込みを頂いたことに御礼と感謝を申し上げます。 

今年度の決算見込ですが、 

収入の部の予算額 23,390 千円に対し決算見込額 27,190 千円。 

支出の部の予算額 23,390 千円に対し決算見込額 24,430 千円で 

次年度繰越金は 2,760 千円の予定となっております。 

ご協力ありがとうございました。また、皆様の中で今年度ロータリーに係る立替払いがあ

りましたら、早めに御請求頂きます様よろしくお願い申し上げます。 

 

・幹事    神﨑 誠 幹事 

 松田会長のもと「祭りを見よう会」からはじまり、次週「最終例

会」で役を終わろうとしております。各役員、理事の方々にはクラ

ブの運営、奉仕活動へのご協力を頂きありがとうございました。そ

して、会員の皆様のご協力、ご指導にも感謝申し上げます。至らぬ

ところがあったかと思いますが、ロータリアンの友情によりお許し

願います。一年間本当にありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、諸岡 靖彦、佐藤 英雄 各会員 6月 17日 地区 RLI 卒後コース   

甲田 直弘、諸岡 正徳、高橋 正、堀口 路加 

深堀 伸之、佐瀬 和年、松田 泰長 各会員 
6月 19日 次年度クラブ広報委員会 

角田 幸弘、日暮 俊久、角田 憲司、山田 真幸、吉田 稔 

神﨑 誠 各会員 
6月 19日 次年度クラブ会報委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ４６ １８ ７１．８８％ ７５％ 

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 

 


