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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2612回例会 平成 26年 6月 20 日（金） 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 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      福田 朗 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

小堀 陽史 様 

◇ ニコニコボックス 

小堀 陽史 様（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）：成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の例会は毎週水曜日で、別の会議とぶつかるものですからなかなか出

席できません。ですから、月に一度くらいは成田ロータリークラブの

例会に伺いメーキャップしようと思っておりますので、どうぞよろし

くお願い致します。ニコニコですが、私はグループで競走馬を持って

おります。たまたまその中の一頭に素晴らしい馬がおりまして、桜花

賞を勝ちました。次のオークスでは 2 着でした。この馬はハープスタ

ーと申しまして、今後 8 月に函館記念、それからフランスに渡り 1

戦し、最後の目標は凱旋門賞です。勝ちました暁には是非ニコニコい

たしますので、応援よろしくお願い致します。 

 

遠藤 英一 会長：今年の例会も、残すところ今日を入れて後 2 回

となりました。 

 

川島 利昭 会員：初めてのニコニコです。チェーンホテルのご紹介

をさせていただきます。千葉の県庁近くにあります“ホテルプラザ菜

の花”の優待券です。そして、那須高原ホテルビューパレスの優待券

です。６月１５日は栃木、千葉両県共に県民の日です。これをお祝い

しまして１泊２食９，５００円。７月３１日までとなっております。 

 

成田 温 会員（橘 昌孝 会員代理）：橘会員より結婚祝い、誕生

祝いのニコニコを預かって参りました。 
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諸岡 靖彦 会員：６月１６日は和菓子の日でした。平安の昔、

日本中に疫病が蔓延したおり、時の帝が神示を受け年号を嘉祥（か

じょう）と改元して、その日の数の菓子を神前にお供えして、厄

病除けと健康招福を祈願した故事に因ります。この日、当店では

「和菓子の日・和菓子教室」を開催し、大勢の応募者の中から抽

選で午前、午後計３０名の方々に、厄除け・招福のお饅頭をつく

っていただきました。この模様が、NHK・TV とちばテレビの夕方のニュースで紹介され

ました。 

平山金吾会員が代表であります『日本道経会千葉』では、８月２１日（木）道経一体セ

ミナーを、ホテル日航成田で開催いたします。小生も実行委員長として参加しております。

「徳づくりの経営」がテーマです。大きく変化する時代に、変化

に乱されない経営の羅針盤を持つために確固たる経営理念とその

ベースとなる経営者の人徳をつくり、永続する企業のあり方を求

める勉強会です。 

 

平山 金吾 会員：今、諸岡会員よりご紹介がありました道経一

体セミナーのご案内です。ロータリーの職業倫理、道徳倫理をも

とに経営をしていくという事につきまして、もっと深く勉強しよ

うというセミナーです。是非ともご参加よろしくお願い致します。 

 

石橋 菊太郎 会員：昨日の毎日新聞に国際自然保護連合から鰻

が絶滅危惧種に指定された事を受けインタビューに答えました。

あまり高いと手が届かなくなってしまうので、いつまでも庶民の

ご馳走であって欲しいという事を伝えました。 

 

吉田 嘉浩 会員：今年 1 年会計を務めさせていただきました。

終わりにあたりまして先日仮締めをいたしましたら、一算ゴメイ

でした。久しぶりに銀行員だったんだなとニコッとすることが出

来ました。また 6月 18日（水）千成会のゴルフコンペがありロー

タリーの会員の方がたにも多数ご参加いただきました。ベスグロ

には神﨑会員、また平山秀樹会員はゴルフ人生ベストスコアを出

されたということで併せましてニコニコさせて頂きます。 

 

神﨑 誠 会員：吉田会員の話にもありましたが、ベスグロをい

ただきました。実は、最終的に年齢上位でいただきました。とう

とう年齢で賞をいただくことになりました。 

 

平山 秀樹 会員：まだまだ発展途上のゴルフではありますが、

ベストスコアを出すことができました。吉田会員には色々お気遣

いをいただき、ロータリー会員の方々で回らせていただきました。
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途中、適切なアドバイスをいただき自分でも信じられないようなス

コアを出すことが出来、いい思い出になりました。感謝申し上げま

す。 

 

平野 省二 会員：今年に入りまだ一度もニコニコしておりません。

何か良い事はないかと気に留めておりましたが、とうとうありませ

んでした。しかし、今年度も健康でこうして例会に出席できた事に

感謝申し上げニコニコいたします。 

 

松田 泰長 会員：本日 10時に次年度へ向けての初仕事といたしま

して、岸田会員に手配していただき、神﨑次年度幹事と共に成田山

新勝寺橋本貫首へご挨拶に行ってまいりました。次年度も引き続き名

誉会員として在籍していただくことになりました。ご報告いたします。 

 

諸岡 正徳 会員：６月７日で結婚満２６年目を迎えました。諸先

輩方を見習いこれからも末長く一緒にいられたらと思っております。 

 

喜久川 登 会員：こんにちは、小生の 1 年間の報告です。今年度、

他クラブへ 9 件のメーキャプに行ってきました。その内の 5 件は県

外で、バナー交換をしてきました。遠くは全日空の株主優待券で大分

の日田ロータリークラブへ。会員である亀山亭ホテルさんにお世話に

なりました。成田でも行われた王将戦や本因坊戦の対局に使用された

豪華広間に夫婦で泊まらせていただき、尚且つ、旧天領の街並みを社長自ら１日案内して

いただきました。次にジェットスターで行った鹿児島の東南ロータリークラブ。冒険好き

な会長のホームページを見て行ってきました。お互い南米の話題で多いに盛り上がりまし

た。長野県の中野ロータリークラブ。こちらはこじんまりした家族的なクラブでした。富

山県の富山シティーロータリークラブでは、その週報に感激いたしました、会員の企業広

告をさりげなく堂々と 1 広告 1 万円で掲載していらっしゃいました。全企業会員義務だそ

うです。無重力体験飛行をした足で岐阜に回り岐阜東ロータリークラブにお邪魔しました。

事務局は県内の１２クラブが商工会議所内で机を並べて行っているそうです。以上５件

色々特色が有り見て聞いて楽しい１年間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑岐阜東 RC  

 

→長野 中野 RC 

↑大分 日田 RC 

 

→富山  

    富山シティ RC 

 

鹿児島東南 RC 
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◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。本日は本年度の活動総括クラブ協議会であり

ます。後ほど各担当役員から詳細な報告がありますが、ここでは

それに先立ちこの会長挨拶の時間を利用して、会長としての総体

的な総括を行いたいと思います。 

 

＜活動計画とその経過についての報告＞ 

 本年度は、ロン Ｄ．バートンＲＩ会長のテーマである「ロータリーを実践し みんな

に豊かな人生を」の主張のもと、国際ロータリー第２７９０地区関口徳雄ガバナーの「職

業奉仕＝職業を通じての自己研鑚（奉仕と親睦のバランスのとれた実践）」との活動方針を

受けて、今年度の成田ロータリークラブとして「活力に満ちた楽しいクラブを目指して」

をテーマに活動を展開してまいりました。「会員増強・退会防止」から「Ｓ．Ａ．Ａ．」に

至る常設委員会及び財務関係につきまして概略を報告させていだきます。 

 

１．会員増強・退会防止委員会 

  当初の数値目標を年間純増２名としましたが、増強委員長を初めとする各委員の多大

なるご努力により純増６名により年度末の会員数は６７名を数えることとなりました。

また、例会の出席者数も、まだ詳しい累積人数は出ておりませんが、例会費支払い時

の人数から明らかに増えていると思われます。 

２．クラブ広報委員会 

  本年度は成田市・空港近辺のメディア関係者との定例協議会を開催することとし、２

０１３年７月、１０月、２０１４年２月及び４月と合計４回の協議会を開催いたし、

非常に建設的な意見交換を行うことができました。 

３．クラブ管理運営委員会 

  クラブ会報につきましては、事務局の協力もあり、例年通り、非常に高い品質を維持

することができました。親睦または各同好会につきましても、「祭りを見よう会」に始

まり、親睦旅行その他所期の計画を無難に実践し、大きな満足が得られたと考えてお

ります。プログラムにつきましても、当初お願いしたとおり、バラエティーに富んだ

内容で、外部卓話と会員卓話のバランスも最良であり、非常に満足の行く結果が得ら

れたと思います。 

４．奉仕プロジェクト委員会 

  本年度は成田高等学校で開催された「第４７回インターアクト年次大会」に全面的に

協力することをきっかけとし、とくに「青少年奉仕」に力点を置くこととしました。

前年度から引き継ぎました８月の「中学校剣道大会」、１２月の「ボーイスカウト成田

第１団との交流会」に加えて、従来、３月に成田市近辺の少年サッカー・チームによ

り実施していた「成田ロータリークラブ杯サッカー大会」に、東日本大震災の被災地

である気仙沼より鹿折（シシオリ）ＦＣの総勢２５名を招待し、成田市制施行６０周

年行事の一環として開催しました。会員の皆様、そして成田サッカー協会様始め関係

者の皆様のご協力により大成功のうちに終えることができました。 

５．ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

  相対的に目標額を超え、前年度比６０パーセント程度の増加は達成できるものと見込
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まれますが、バランス的に米山記念奨学会寄付金の占める割合が多く、次年度以降見

直しをお願いしたいと存じます。 

６．Ｓ．Ａ．Ａ． 

  年度内に小澤会員の退会ということがありましたが、渡辺孝パスト会長のもと、毎週

の例会をつつがなく消化していただけました。 

 

本年度は、「活力に満ちた楽しいクラブを目指して」のテーマのもと、青少年奉仕、親睦

等例年より開催した行事数も多く、各委員会及び会員の皆様には頻繁にご協力をお願いす

ることとなりました｡とくに私自身、幹事を務めた経験がないことから、成田幹事には多大

なご迷惑をかけてしまったかもしれません。しかしながら、皆様のご協力のおかげを持ち

まして、ほぼ予定どおりの活動を実施することができました｡更に、本年度久しぶりに復活

いたしました「プロ野球 巨人・阪神戦観戦」、「新酒を楽しむ会」にも多数の会員にご参

加いただくことができました。 

 また、５月中に６班にグループ分けして行われたホームミーティングにつきましても、

１つの班が約１０人の少人数であったことと、経験の豊かな会員と新会員の組み合わせも

良かったのか、ほぼ全会員ご出席いただき、私も成田幹事と手分けしてオブザーバーとし

て参加させていただきましたが、アルコール抜きの真剣な議論から、アルコールを給油し

ての多彩な議論と、まさに談論風発、あちこちで会員の本音が行き交い、是非次年度も開

催していただきたいものです。 

 財務関係につきまして、まず、予算外支出につき皆様にお詫び申し上げなければなりま

せん。第１に、去る５月１４日に第１０００会例会とともに開催された「成田コスモポリ

タンロータリークラブの２０周年行事」への全員登録の件であります。これは当クラブの

５０周年記念行事に全員登録いただいた答礼でもあります｡昨年の予算作成段階で開催が

周知されていれば、会員の皆様に「各種登録料」としてご負担いただくべきものでありま

したが、予算作成段階ではその開催が予測できず予算外支出となってしまいました。これ

は、２０１４年１１月に開催との話もあり、情報収集に漏れがあったかもしれず、すべて

私の責任であると反省いたしております。 

 第２に、２０１３年９月２７日の例会前に臨時理事・役員会を開催し、米山記念奨学生

のムンクバト君から「もう１年、奨学生とさせていただけないか」との申し出があったこ

とについて検討いたしました｡現在の制度では、本人からの当初の申し出期間を延長するに

は、現在、月額１４万円の奨学金の半額の７万円を受け入れクラブが負担し、しかも、原

則として１年分を米山記念奨学会へ前納する必要があるとのことでした。役員の皆様と慎

重に検討した結果、ムンクバト君は中国籍でありながら、西モンゴル自治区の少数民族で

あり、モンゴル語の保存、普及に関する研究を熱心に行っており、あと１年で必ずや博士

論文を作成できるとの信念の表明を受け、本年度の３ヶ月分を予算外支出とすることで承

認されました。 

 ６月末日を迎えませんと正確な数値は出ませんが、次年度への繰越金は当初１００万円

を予定しておりましたが、現在のところ、今後の支出金額次第により、予算外支出分だけ

１００万円に満たない場合も考えられます。この不足分につきましては、５月の理事・役

員会におきましてロータリー基金からの補てんが承認されておりますが、実質的に当初予

算の１００万円に満たない金額しか繰り越せなかったことを改めて深くお詫び申し上げま
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す｡ 

最後になりましたが、成田コスモポリタンロータリークラブの小堀様、本日は成田ロー

タリークラブの例会にようこそお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしください。

ありがとうございました。 

 

◇ 表彰 

米山功労者 第６回マルチプル 

諸岡 靖彦 会員 

 

◇ 委員会報告   

・次年度親睦委員会   吉田 稔 リーダー 

なりた祗園祭 ７月４日（金）場所：菊屋別館 点鐘１８時半 

納涼例会（屋形船）８月２２日（金） 

・次年度クラブ広報委員会 堀口 路加 委員長 

例会終了後、槙の間で次年度クラブ広報委員会を行います。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１． 地区国際奉仕委員会よりニュースレター 

２． 宇佐見ガバナー年度の奉仕プロジェクト承認一覧表 

３． 第３滑走路早期実現を望む署名 

例会終了後回収しますので、署名してテーブルに置いて下さい。 

＜連絡＞ 

１．次週は最終例会となりますが、オークションを行いますので一

人一品お持ち下さい。 

２．6 月 28 日(土)「故織田パストガバナーをしのぶ会」が行われます。 

当クラブからガバナー補佐時代の同期であった近藤会員が出席されます。 

 

◇ 今年度総括 

司会／進行 成田 温 幹事 

・会員増強・退会防止委員会   平山 秀樹 委員長 

数値目標としては、年度初め６１人だった会員が６７人とな

りました。皆様のご協力のお蔭です。また、今後の若手会員の

入会の方向性ができたと考えています。女性会員の増強に努め

ましたが、お一人だけとなりました。来年度以降の課題だと考

えます。 

本委員会の活動結果ではありませんが、親子入会の入会金特

例が認められたのは、今後の二世会員の入会に道を開いたと考えます。 

職業分類の見直しは、目を通し理解ができたレベルで終わっています。これも今後の課

題です。 
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退会防止については、顧問の方へ入会年数の若い会員の隣に座っていただくことのお願

いなどさせていただきました。 

本年の活動をご支援、ご指導いただいた全ての方に感謝申し上げ、報告とさせていただ

きます。 

 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

今年度の広報委員会は、雑誌・広報・ホームページと一体化さ

れました。 

雑誌は月初め例会時に「ロータリーの友」より推薦記事を発表

しました。毎月のＲＩの各月間に合わせて特集記事を紹介、各地

のロータリークラブの活動及び米山記念奨学生の「ありがとうロ

ータリアン」、最近の日本のロータリークラブの現状・問題点な

ど報告しました。新しく入会されましたメンバーの会員より、特

に勉強になったと喜ばれました。 

広報活動は年４回のメディア定例協議会を開催、成田空港の第三滑走路の問題、成田市

の経済特区の活動内容など、ベテラン委員の司会による質疑応答により、活発な意見交換

が行われました。 

ホームページは週報を中心とした内容及び各ロータリークラブの行事案内・会員紹介・

外部の知識人の卓話・ＮＰＯ活動の説明などによる充実した内容が掲載されました。 

 

・クラブ管理運営委員会 諸岡 靖彦 委員長 

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

が大きな柱であります。例会が会員の期待に応えられる内容とレ

ベルを維持し、更に向上させることによって、例会の出席率を高

め、会員同士が気心を通わせ、尊重しあい、奉仕の実行の志と絆

を強化し、より親密度の高いフェローシップが得られるよう一年

間務めてまいりました。 

例会のプログラムを立案し実行してゆくために、全員参画、ＰＤＣＡ、クロスプロモー

ション（委員会だけの勝手な思い込みを排除して、クラブ内各委員会、地区、分区、他ク

ラブとの連係、他団体と連絡、共同歩調）に配慮しました。｢ロータリーの目的｣や｢四つの

テスト｣を念頭に置いて考えてまいりました。プログラムとクラブ会報（週報）とは、特に

綿密に連絡調整いたしました。親睦はゴルフや趣味の同好会を含めて、会員同士のつなが

りを深めることが出来ました。その結果として活力ある、元気なクラブの実現にいささか

なりとも寄与することが出来たのではないかと存じます。 

奉仕と親睦はロータリーの両輪でありますが、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１年かけて考えるという課題がありました。親睦とフェローシップ

（Fellowship）については、９月２３日関口徳雄ガバナーが公式訪問の折に教えてくださ

いました。｢親睦と親睦活動とは違います。親睦活動の｢飲み食い｣や趣味のサークル活動は

お互いを知るための手段です。親睦の目的は、奉仕活動につながる真の友人、同志の結束

を作ることです。例会に２週つづけて顔を見せなかった友人を｢どうしたんだろう？｣と思
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いやる心が、真の親睦、フェローシップの心であると思っているのです。そうした友人へ

の思いが沸き立ってくる友情をどうしたらつくることが出来るのか、考えてください。｣

とのメッセージでした。親睦活動のあり方については、クラブとして、会員一人ひとりの

年度を越えた課題として、取り組みをつづけてゆきたいと考えます。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 矢島 紀昭 委員長 

奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の各リーダー

が中心になり、遠藤会長の方針に従い、各種行事計画を推進してまいりました。 

１．８月９日（金）成田高校に於いて第４７回インターアクト年次大会が開催され、イン

ターアクトクラブ１６校、スポンサークラブを含めて総勢２００名が参加、盛大に行われ

ました。又成田山新勝寺光輪閣にて、坊入り後、移動例会を行い、その後、場所を移して

写経を行いました。高校生にとっては初めての経験でもあり、大変意義深いものがあった

ことと思います。 

２．８月２５日（日）栄町栄中学校で第７回中学剣道大会が開催され参加校も年々増加し、

今回印旛郡市町から２０校の参加があり、大会は盛大に行われました。 

３．１２月２２日(日)ボーイスカウト交流会に参加 

暮れも押し迫ってのボーイスカウトとの交流会、子供達と一緒にゲーム、プレゼント交換

と楽しみました。 

４．本年３月９日(日)中台陸上競技場にて成田市制施行６０周年を記念して、成田ロータ

リークラブ被災地復興東北支援の少年サッカー大会を開催、前日は成田山を参詣、大本堂

で岸田会員より勝守り御札を授かり、その後石指会員のご好意で空港を一望できる旧管制

塔に上り説明をいただきました。本大会は遠藤会長の発案で成田市サッカー協会にお骨折

りいただき宮城県気仙沼市の鹿折ＦＣ選手１９名、監督、コーチ、保護者を含め２５名を

招待し、地元小学生１１チームとの交流戦を行いました。鹿折

ＦＣは戦績１勝２敗で予選落ちとなりました。特別にもう一試

合してもらいましたが、惜しくも敗戦、しかしながら一戦ごと

に動きがよくなり、全力プレーで友好も大いに深まりました。

この２日間の交流が今後のエネルギーとなってくれることを祈

念いたします。報告は以上ですが、会員の皆様のご協力に厚く

感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員長 小川 賢 委員長 

 当委員会は、会員の皆様にロータリー財団（一口１，０００

ドル）・米山記念奨学会（一口１０万円）に、一人でも多く寄附

をして下さいとお願いする委員会です。昨年までのロータリー

財団（ポール・ハリス・フェロー、マルチプル・ポール・ハリ

ス・フェロー）、米山記念奨学会（米山功労者）の寄付者は、ク

ラブ活動計画書に記載されています。今年度も、各１０名合計

２０名のご協力をお願いいたしました。 

米山記念奨学事業の使命は、将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活

躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成することです。これは、ロータリー
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の目指す「平和と国際理解の推進」そのものです。 

「将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日本を世界に理解させるためには、

一人でも多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうしかない。それ

こそ、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか。この趣旨に基

づき１６名、１６０万円の寄付を頂きました。 

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済することを通じて、世界理解、親善・平和を達成できるようにすることです。

この趣旨に基づき８名８，０００ドルの寄付を頂きました。米山・財団で２０名の目標が

会員各位のご協力で２４名となりました。ありがとうございました。 

昨年より「未来の夢計画」が導入されました。１０月の例会では卓話として会員各位に

ご報告しましたが、更に研修を深めて財団に対する意識改革を深め、地区補助金について

取り組む必要があります。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  渡邉 孝 会員 

本年度、Ｓ．Ａ．Ａ．は７名のメンバーにてスタート致しました。この人数は、全会員

の１０％以上の数が望ましいとされているところであり、まさに適正人員であったと思い

ます。 

ご存じのとおり、Ｓ．Ａ．Ａ．は会場監督と申し、その任務はクラブ例会が楽しく、秩

序正しく運営されること、そして、気品と風紀を守った例会場作りに努めることでありま

す。 

顧みますと、本年度は厳格な中にも私語なども少なく例会場の雰囲気を壊すような行為

は皆無でした。ただ、先だって行われたホームミーティングでも指摘されていたようです

が、お話を聞く態度を見ていますと、真剣に聞く人、書類などを見ている人、寝ている人、

様々です。やはり、そのマナーはスピーカーへのエチケット上、気を付けたいものと思い

ます。 

又、例会場での座席について、月に一度はくじ引きにより配置の指定を行う予定として

いましたが、都合にて毎月実施できず反省しております。このことは、着席の固定化を防

ぎ、会員間の交流を図る為にも極めて大切なことであると考えています。 

その他当クラブの慣例として、 

１．欠席の場合は、ＦＡＸやメールで届ける。これは、食事の無駄を省くためにも大切

な事であり、概ね徹底されてきたようです。大変有り難いことに本年度は食事が余る事は

なく、最近では不足してＳ．Ａ．Ａ．として嬉しい悲鳴を上げる程でした。 

２．早退する場合は、受付で３００円を支払いリボン付きボールペンを購入し、胸ポケ

ットに見える様にさしておきます。そして、最低でも出席時間は６０％以上、即ち３６分

以上出席することとなっておりますので、通常例会においては、

１２時半点鐘ですから１時６分まで出席して頂きます。これに

ついても徹底して頂きたいものです。 

３．バッチを付け忘れた場合は、これについても受付にて３

００円のペナルティでしたが、本年度は敢えて指摘致しません

でした。（忘れた場合は、３００円でレンタルします。） 
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以上、本年度Ｓ．Ａ．Ａ．として気が付いた事を報告させていただきました。 

 

＜特別委員会＞ 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  平野 省二 委員長 

２０１３～１４年度成田ロータリークラブ遠藤会長率いる

クラブ活動、下半期に於ける活動は多忙を極めすばらしい結

果をみせました。常設委員会にあっては中期数値目標を大き

く達成した委員会が多く、毎週の例会は会員の出席が多く中

身も濃く、遠藤会長の「活力に満ちた楽しいクラブを目指し

て」と鼓吹しただけに、会員の多くが充実したクラブ活動に

専念することが出来ました。わがクラブは空港関係を初め各事業所の成田支社、支店の代

表者が２割近くの会員を有しており、その会員の多くが 3年間くらいで転勤されています。

しかしその事業所代表の会員は皆、成田ロータリークラブで学んだ奉仕の精神、経験がそ

の後の人生に大変役立っていると感謝の言葉を申しています。どうか事業所から引き継い

だ新しい会員の皆さん、是非、多くの会員と語り合い、友好の輪を作ってください。 

年度下半期の最大の事業、奉仕プロジェクト委員会が実行された被災地支援「成田ロー

タリークラブ杯争奪少年サッカー大会」は、宮城県気仙沼より鹿折ＦＣを迎え開催されま

した。子供たちは遠路の疲れも見せず、２日間成田山・成田空港を見学、そして翌日地元

チームとの試合に臨み非常に喜んで元気に帰られました。子供たちには全国のロータリー

クラブが被災地を見守っていることを肌に感じ、この素晴らしい体験が、将来被災地の復

興に役立つものと考えます。会員各位の協力にお礼申し上げます。 

今年度は親睦行事並びに奉仕活動が多く、多大な経費が掛かっております。当委員会は

上半期の報告に申し上げた、今年度から始まるロータリー財団「未来の夢計画」補助金や、

他の補助金の活用を事前に利用計画することを進言したのですが、単年度の活動計画のた

め実現出来なかったのは残念であります。引き続きＰ．Ｄ．Ｃ．Ａの推進を進めていくこ

とを次期に期待します。遠藤会長、成田幹事ご苦労様でした。 

もう少しスモールロータリーを目指して楽しくゆっくり歩いて行こうよ……。次年度松

田会長，神崎幹事クラブメンテナンスに、会員一同協力します。頑張って下さい。 

 

・クラブ研修委員会  小宮山 四郎 委員長 

例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、分かち合い

の精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を

図ることにあり、その結果として奉仕の心が育まれて来ます、

研修目標としては、新入会員の方々が１日も早くクラブに溶

け込み、友情と親睦の素晴らしさを理解し、クラブ活動に積

極的に参加し、クラブが地域社会への奉仕活動や、世界平和

と親善に寄与できる環境作りをするために、新入会員のみならず全会員の研鑚の場として

研修委員会が十分機能出来るよう、研修を重ねたいとの目標を掲げました。毎年研修会で

は、入会３年未満の会員を中心に講師による職業奉仕、会員増強の意義等々勉強して来ま

したが、今年度の研修会では、始めから多くの知識を強要するのではなく、段階的に楽し

みながらロータリーの理解と同時に会員が自ら知識を取り込もうとする意欲を沸かせる会
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とし、さらに全会員の修練の場となるよう配慮しました。特に新会員の中より、ロータリ

ーの基礎から勉強したいとの意見もあり、これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」

の研修会資料より、ロータリーとは、ロータリーの綱領、ロータリーの歴史、について設

楽ガバナー補佐に基調講演をいただき、「ロータリーの親睦と奉仕」については、３グルー

プに分かれてＲ・Ｌ・Ｉ形式でディスカッションリーダー、石橋会員、松田会員、諸岡会

員による研修会を行い、好評を得ました。また、今年度は、企業会員の入れ換え４名を含

めて８名の新入会員を迎えることができ、６０数名を数え、地区内でも 3 本の指に入るク

ラブとなりました。従って、特に今年度、新入会員のオリエンテーションでは、毎週の例

会に出席するための必要なルールについて重点的に行いました。これは、会員数が増えれ

ば増えるほど年度を通じて、例会での無断欠席による食事の無駄、また、移動例会に登録

をしながら当日欠席するなど、年間、高額な会費の無駄を防ぐため強調したものであり、

またその効果は表れているように感じられます。 

 

・指名委員会   小宮山 四郎 委員長  

ＣＬＰの導入により、指名委員会ができ、それまで難航していた会長の指名が現会長を含

め３代先までの会長を選考することになり、指名を受けた候補者は期間的に余裕をもって

３年後の会長職に向けて準備ができることになりました。今年度、指名委員会では９月、

委員会に置いて、石川憲弘会員を会長ノミニーとして、満場一致で選任し、年次総会にお

いて指名し承認を受けております。 

 

・内規規定委員会  松田 泰長 委員長 

今年度、非常に良くできたと思います。ガバナー公式訪問で、こ

のクラブ活動計画書全体に対して何かないかと探されたようです

が、ミスはどこにもなかったとおっしゃっていました。そして、

先ほど会員増強・退会防止の平山委員長からもありましたが、決

まりごとはクラブにあった形をとる。これがベストだと思います。

２親等以内の入会金半額、これもこのクラブにとって一つの良い

実績だったと思います。 

 

・会計    吉田 嘉浩 会員 

会員の皆様には、非常に厳しい財政状況の中、自己負担等、ご協力

頂き誠に有難うございました。年度の予算執行状況につきましては、

冒頭の遠藤会長より詳細な説明がございました。当初の予算編成の

中で見込むことの出来なかった期中の大きな支出と言うのが２件

で８４万ほどございました。何とかこの分をカバーすべく、皆様方

にご協力を頂きながらやってきたところではございますが、今現在

繰越金は１００万を確保できますが、単純な入り払いで見ますと、剰余金として４０万か

ら４５万程度でございます。そのため準基金より５５万程度取り崩しをいたしまして次年

度に１００万を繰り越したいと思います。また年度末でございますので、請求漏れなどご

ざいませんよう、今一度ご確認いただきたいと思います。 
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・幹事    成田 温 幹事 

この一年間は短いような、長かったような一年でした。また、新た

な経験、勉強もさせていただきました。 

当初計画でも内容豊富だったと思える今年度の行事等に加え、期中

で出てきた行事を無事にこなすことが出来たのは、各委員会委員長、

会員皆様の絶大なるご協力のたまものと思います。反省するところ

も多々ございますが、お許しいただき次年度以降の参考にしていた

だければ幸いです。 

一年間、皆様のご協力に感謝いたしまして、幹事の報告とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡邉 孝 会員 6 月 6 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

設楽 正行 会員 6 月 11 日 八街ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

吉田 稔 会員 6 月 12 日 白井ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

設楽 正行、近藤 博貴、小川 賢、神﨑 誠、吉田 稔、仲村 盛政  
各会員 

6 月 19 日 第 9 分区親睦ゴルフコンペ 

遠藤 英一 、成田 温、松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、 

小川 賢、喜久川 登、平野 省二、諸岡 靖彦、小宮山 四郎 各会員 
6 月 20 日 次期長期計画（ＣＬＰ）委員会 

平野 省二、石川 憲弘、神﨑 誠、近藤 博貴、小泉 英夫、小寺 真

澄、川島 利昭、諸岡 靖彦、成田 温、矢島 紀昭、鈴木 信行 

小川 賢 各会員 

6 月 24 日 空港周辺道路美化活動 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７ ６６ ４２ ２４ ６３．６３％ 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 

 

空港周辺道路美化活動 

 


