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国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

  

～～ ロ ー タ リ ー 親 睦 月 間 ～～ 

第 2517 回例会 平成 24 年 6 月 22 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 
◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ    奉仕の理想 
◇ 四つ の テ ス ト      江夏 満信 会員 
◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

平野 省二 会長：この会場でやるのも今日が最後となりました。皆様のご協力に感謝申し
上げます。ありがとうございました。 
 
江夏 満信 会員：私は成田ロータリークラブに 3 年ほどおりましたが、思うように出席で

きず中々ロータリー活動が出来なかったことを申し訳なく思います。6 月 27 日付をもちま
して成田国際空港株式会社を退職することになりました。この 3 年間で貴重な財産を得るこ

とが出来たと思っております。この財産を大事にしてこれからも皆様とのお付き合いを続け
させていただきたいと思っております。今後は空港の発展と地域との交流を促進する事業を

行っております成田国際空港振興協会というところへ参ります。皆様とは何かと関係のある
セクションでございますので引き続き宜しくお願いいたします。本当にありがとうございま

した。 
 
石橋 菊太郎 会員：地道に 40 年、45 年納税を続けてまいりました。本日、遠藤会員から
“納税をしなくて良くなったよ”ということでＰｅａｃｅを 50 個もらいましたのでニコニ

コいたします。 
 
小泉 英夫 会員：今週の日曜日から火曜日まで、花崎町の奥様方たちの旅行がありました。
北海道だったのですが、丁度台風が来ておりました。妻のグループが千歳を出る最後の便（こ

の後の便から欠航決定）ということで一応飛び立ちました。ところが台風の影響で羽田空港
上空の風が強く、結局、また千歳まで戻りました。もう一泊して帰ってきました。私は月曜

から木曜まで台湾に行ってきました。5 人で行きましたが、こっちも台風の影響があるので
はと心配しておりましたが、雨が少し降る程度でとても楽しい旅行でした。無事に帰ってき

ましたのでニコニコいたします。 
 
設楽 正行 会員：小泉会員と同じ内容でニコニコいたします。 
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喜久川 登 会員：去年の 7 月から 1 年掛けて 5 県メーキャップが終わりました。なるべく

1 週間はその県にいるようにしました。北海道、青森、山形、福島、栃木、どこまで続くか
分かりませんが、これからも続けたいと思っております。色々なクラブに行って感じたこと

は、まず座る場所（会長、Ｓ．Ａ．Ａ．席など）の違い、或いは例会の進め方など。メーキ
ャップするクラブには、事前にバナー交換をしたいということでＦＡＸを入れておきます。

そうしますと、成田ロータリークラブについてとても勉強され、会話をしてくださります。
お陰で非常に楽しい時間を過ごすことができます。この 1 年の報告です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ロータリー財団分割寄付者によるニコニコ 
平野 省二 会長、滝澤 尚二 会員、設楽 正行 会員、神﨑 誠 会員 
成田 温 会員、松田 泰長 会員、佐藤 英雄 会員、深山 一郎 会員 
佐瀬 和年 会員 以上 9 名 
 
◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 
 皆さんこんにちは、いよいよ私の挨拶はこのビューホテルの通

常例会では最後となりました。あとは次週のＡＮＡクラウンプラ
ザホテルで開催されます最終家族例会となります。聞くところに

よりますと、奥様をはじめ 65 名位の参加があるそうです。飯田ク
ラブ管理運営委員長の特別な企画に期待してください。また成田

国際空港（株）江夏さん、退職されるようですね、成田ロータリ
ークラブでは３年半の短い期間でしたが、成田国際空港（株）と

成田ロータリークラブの間を取り持って頂きありがとうございま
した。今後、別会社に行かれるとのこと ご活躍をお祈りいたし

ます。後任の方に引き続き入会されますようよろしくお願いいたします。 
 ２０１１～１２年度ＲＩ会長カルヤン・バネルギーは「こころの中を見つめよう 博愛

を広げるために」のテーマを実践するために、まず、ありとあらゆる知恵を絞り相手を深
く理解し、自分自身の内側から始めよ、と提唱しました。 
 また、第２７９０地区山田ガバナーはより強力な魅力あるクラブめざして 10 項目の重点
目標を掲げました。その内容はクラブリーダーシッププラン（ＣＬＰ）そのものであり、

成田ロータリークラブはすでに 5 年も前から実践しており、ＣＬＰ特別委員会により毎年
の見直し、検証を重ねております。ＲＩ会長ならびに地区ガバナーの提唱に報いるべく、

山形 鶴岡ＲＣ 青森 弘前西ＲＣ 栃木 那須ＲＣ 

福島 会津若松ＲＣ 北海道 函館ＲＣ 
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私は成田ロータリークラブ年度初めに第 51 代会長として、六つの基本方針を掲げました。

今振り返りますと私が提唱したクラブ計画は各委員会、委員長はじめリーダー、会員のみ
なさまのご協力でほぼ 100％の事業活動が遂行できたと思います。心よりお礼申し上げま

す。 
 先週よりクラブフォーラムとして私の年度事業総括を各委員長より発表して頂いており

ますが、まだ活動報告がすまない委員会がありますので、本日、委員長より報告をいただ
きます。時間がありませんので終ります。 
 
 

◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 
１、週報の回覧 
   多古ロータリークラブ、成田空港南ロータリークラブ 
 

 
§クラブフ ォーラ ム （今年度総括）§   Ｐａｒｔ2 

司会／進行 矢島 紀昭 幹事 
 

・職業奉仕   工藤 照淳 リーダー 
本年度、山田ガバナーは各クラブの例会で、卓話を通して「職業奉

仕の重要性を再認識するように」と呼びかけられました。従いまして
当委員会では、昨年 11 月に織田吉郎パストガバナーを講師にお迎え

し、お話しを頂きました。他の組織には無い、非常に素晴らしい、こ
の「職業奉仕の理念」でありますが、わかっているようでわからない

というのが会員皆様の本音ではないかと思われます。 
織田パストガバナーは、ロータリーの核である「綱領」の条文を通してご説明をされま

したが、結論としては、ロータリーの「職業倫理」に裏打ちされた企業経営こそが繁栄し
更に「世のため・人のため」になるのである、というお話しであったかと思われます。 
先日「ロータリアンの職業宣言」が新たに「ロータリーの行動規範」として制定された

旨のご通知をいただきましたが、ロータリアンとしての行動がより具体的に示されたので

はないかと思っております。 
また、職業奉仕の理念の中に「人を育て、道徳を守る人間を育成する」という役割も担

っていると言われますが、その教育機関の一つであります成田高校の新校舎を 5 月上旬視
察して頂きました。38 名の会員皆様にご出席いただいて、新校舎の内覧と校内での移動例

会を開催させて頂きましたが、教育環境がある程度整った姿の一例をご覧いただけたので
はないかと思っております。 
以上の 2 点のみの活動で、不充分を反省しつつ、ご報告とさせていただきます。 
 

・社会奉仕  小川 賢 リーダー 
先週の石橋奉仕プロジェクト委員長の発表の通りでございます。 

 
・国際奉仕  橘 昌孝 リーダー 
 今年度、新世代委員会と共にインターアクトクラブの会員に留学の
機会を提供し、インターアクターが留学することで見聞を広め、将来

世の中の役に立つ青少年として育つことを願いました。 
成田高校の生徒 宮川知宏君が２７９０地区の試験をクリアして

短期交換留学生として米国に留学することになり、大変喜ばしいと思
います。２０１１年９月、成田高校で我々クラブの代表が成田高校に

出向き、大澤先生、顧問の先生の立会いのもとに宮川君母子と面談し、
理事会での承認を得て成田ロータリークラブの推薦を決定したのです。 
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それまでは地区から書類が届くと幹事が直接成田高校に送って、成田ロータリークラブ

の青少年交換の担当者が知らなかったこともありました。そのため新年度になりいきなり
交換留学希望の書類が届いて慌てたものです。 
今年度、新世代委員会との連携は十分に取れず、またインターアクトクラブの会員も減

少し、活動も低調であったとの印象をもちました。また、宮川君も残念ながらインターア

クターではありません。青少年交換委員会も全員での活動が出来なかったことを反省した
いと思います。 
・新世代奉仕  近藤 博貴 リーダー 
 本年度は、長年インターアクトクラブの顧問教師として活躍されて

こられた郡司雅光先生が引退され、早川公敏、近藤陽子の両先生が顧
問教師に就任された。インターアクトクラブ員減少の中、はじめての

インターアクト活動経験でいろいろご苦労頂いた。 
 昨年９月９日から２泊３日の日程で大韓民国馬山市へ第２７９０地

区の第２４回国外研修が実施された。これに対して本年１月１２日～
１５日の 4 日間、馬山（ＲＩ３７２０地区）インターアクトの一行（３

５名うち生徒３１名）が当地区を訪れた。国外研修の相互訪問である。
特に１４日には、成田高等学校で歓迎セレモニーがあり、校内見学、英語授業の参観を行

なった。午後からは新勝寺を参拝し、参道を中心に市内を散策した。 
また同日１７時からは成田ビューホテルにて懇親会が開催され、さらに交流を深めた。

ローターアクトクラブについては、現在クラブ員がいないため平成１７年度以降休止状態
である。毎年度ローターアクトクラブの復活は考えられているが、クラブ員の確保が難し

く、再建の目安はたっていない。 
 
・「エクレール・お菓子放浪記」映画上映プロジェクトチーム  佐藤 英雄 委員長 
昨年の 8 月 8 日、奉仕プロジェクト委員会が開催されました。7 月の

理事会にて、映画「エクレール・お菓子放浪記」を成田ロータリー・ク
ラブ主催で行う事を諸岡直前会長の提案で決まりました。 
上映するための委員会の枠を超えたプロジェクトチームが編成され

ました。スタート当初は「エクレール」ならぬ「アルコール委員会」の

体を成しましたが、11 月 29 日に成田市役所及び近隣の各種団体を招待
して試写会が行われ、参加者皆様に深い感動を持っていただきました。 
本年 1 月 30 日には、クラブ広報委員会による報道関係者懇談会を報

道各社、及び被災者二人の出席をいただきました。被災者お二人の生々しい言葉でこの上

映会の意味がより強く感じられました。 
上映会当日、2 月 25 日は朝から冷たい雨の中、開演前から多数の観客が集まられ上映が

始まるとスクリーンの中と今回の被災地への想いも写されたようでした。当初諸岡直前会
長から 2,000 名を目標にと指示されましたが、会員皆様の多大な応援をいただき 2,300 枚

の入場券の販売を達成できました。入場者数は公式に 1,483 名と発表されております。平
野年度の一大イベントして上映会は大成功で終わりました。 
当日のエクレア販売も米屋さん・被災地石巻から成田市に移転されました「シェ・ナリ」

さんのご協力で 500 個（1 セット 3 本入）を完売できました。 
映画の主題歌「お菓子と娘」を成田高校音楽部のオーケストラ・合唱の演奏を快く引き

受けていただきました大澤校長先生、会員の皆様に感謝を込めて贈りましたＣＤを作製し

ていただいた深堀会員、写真を担当されました佐瀬会員、石橋委員長、プロジェクトチー
ム委員会の皆様、成田ロータリークラブ会員の皆様に心より感謝いたして報告といたしま

す。 
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・吉野 裕 会計 
今年度は、『限られた予算を有効に活用し、楽しく活力に溢れたクラブ活動が実践でき

るよう、会計として務めていく』という活動計画に沿って業務を行ってまいりました。具

体的には、クラブ宛て請求書は幹事に事前確認をいただき、会計はそれに基づいて支払い
をすることにより、予算の厳正な執行を図ってまいりました。次期幹

事・会計も支払いの事前確認を励行して行く方針と伺っております。皆
様のご協力をお願いいたします。 
 次に、クラブ活動の実践へのサポートについて報告申し上げます。予
算の消化、進捗の状況を毎月理事・役員会において役員の皆様にご覧い

ただきました。各委員会の活動には差があり予算の進捗も異なっており
ましたが、今一歩踏み込んだ提言が出来ませんでした。私自身の力不足

を反省すると共に、課題として次期会計へ申し送りたいと思います。 
 最後に、当クラブの会計の実態について申し上げます。昨年 7 月 1 日から今年 6 月上旬

までの会計口座の収入・支出は約 850 件、1 週間当たり 15～16 件になりました。次期会
計の甲田会員の職場周辺には銀行窓口が無く、預金通帳への記入だけでも大変なことと存

じます。会員の皆様方には現状をご理解頂き、引き続きご協力をお願い申し上げます。 
1 年間不慣れではありましたが、皆様のご協力により会計を務めることができました。

皆様のご支援、ご協力に改めて感謝申し上げます。 
 

・会員増強・退会防止委員会  神﨑 誠 委員長 
会長の年度基本方針である会員の増強と現会員の維持（純増５名以上） 
「未充填職業人の勧誘選考ならびに業務による転出者後任の再入会

促進」という考えのもと、活動してまいりましたが、会員数は年度初め

５８名から４名増の６２名という好結果になりました（会長の目標には
１名及ばず）。これは、勧誘も大事ですが、業務による転出者後任の再

入会や業務以外の退会者がいなかったことが一番の要因だと思います。
クラブ会員の友情と親睦が深まっていると実感させられました。 
出席奨励では、月初めに出席状況報告をしてきましたが、１００％の

出席率の月もあり、数名の出席が悪い方がおられますが、総体では活発

な委員会活動や他クラブの例会への出席などでメーキャップがなされ
ておりました。 
また最終例会では本年度皆出席の会員１８名を例年どおり表彰いたします。 
当委員会のリーダーをはじめ委員の方々のご協力に感謝申し上げます。 

 
・クラブ広報委員会  深堀 伸之 委員長 
皆様のご協力により１年間広報委員会を担当する事が出来ました。本

当にありがとうございました。会長・幹事はもとより、特にホームペー

ジを担当していただいた長原リーダー、「ロータリーの友」発表を担当
していただいた甲田リーダー、空港記者クラブ懇談会での各社支局長の

日程調整して下さった江夏委員にはこの紙面をお借りして御礼申しあ
げます。以下に総括します。 

 
◎今年度の活動方針は以下の３項目です。  
① 報道関係者との懇談会を年２回実施（８月下旬、１月下旬予定） 
② ロータリーの友」の紹介（委員持ち回りで例会で発表） 
③  ホームページのリニューアルと定期更新 
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◎活動状況は次の通りです。 

８月３日（水）第１回広報委員会 １１名 
８月２８日（日）成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会 ニュースリリース 
８月３０日（火）空港記者クラブ懇談会 ２５名（朝日・毎日・読売・千葉日報） 
１月１６日（月）第２回広報委員会 １２名 
１月３０日（月）空港記者クラブ懇談会 ２７名（朝日・毎日・読売・千葉日報） 
２月２５日（日）「エクレール」お菓子放浪記上映ニュースリリース 
３月１８日（日）成田ロータリークラブ杯サッカー大会ニュースリリース 
 
※リニューアルしたホームページはトップページに新勝寺本堂を配し成田らしく英語版も
あり全世界からのアクセスにも対応できるものになりました。 
（リニューアル・メンテナンスは黒須さんによるところ大です。） 
※「エクレール」お菓子放浪記上映は今年度事業の大きな柱でしたので事前に（１月３０

日）空港記者クラブの懇談会を開き震災被災者もゲストとしてお呼びして効果的にアピー
ル出来たかと思います。 
 
・クラブ管理運営委員長 飯田 正雄 委員長 
 クラブ活動計画に掲げた目標は概ね実行されたと思います。 
①クラブ会報 
皆さん、忙しい仕事の中、十分役割を担っていただきました。 
②親睦 
親睦旅行では手違いがあり、秋から春になりました。春に花を見るつも
りが、ちょっと時期的に早くお城巡りになってしまいました。しかし皆

さんよく賛同していただきました。親睦旅行においては、会員全員に満足していただくと
いうのはとても難しいことなので、その辺を皆さんも理解していただいて参加していただ

きたいと思います。 
③プログラム 
皆さん、仕事の忙しい中、スケジュールを組んでいただきましてスムーズに進行できたと
思います。多少不評をいただくこともありましたが委員の皆様には感謝しております。 
 
最終例会では、沢山の会員の方にご参加いただきますので、楽しい催し物を企画するつも

りでおります。楽しみにして下さい。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 秋葉 博行 委員長 

（代読 設楽 正行 米山記念奨学リーダー） 
 会員皆様のご協力で、ロータリー財団一括年次寄付者が６名、分割寄
付者が９名、合計１５名、米山記念奨学一括寄付者が４名、分割寄付者

が９名の合計１３名となりました。当クラブとしまして例年並みを確保
できたかと思います。大変有難う御座いました。 
 尚、財団分割寄付者１１名からは月々１００００円を８ヶ月頂きまし
た。ロータリーレートが７８円でしたので、それぞれ２０００円多く頂

きました。９名全員のご了解を得まして、ニコニコをさせて頂きました。
合わせまして御礼申し上げます。氏名は週報に掲載させて頂きます。 
 それと、昨年の４月から今年の３月まで、ミャンマーのボボチョー君の米山カウンセラ
ーを務めました。世話クラブとして会員皆様に大変かわいがって頂き、本人ともども大変

感謝しております。有難う御座いました。 
 
 
 



 7 

・Ｓ．Ａ．Ａ．(正)  沢田 喜信 会員 
今期のＳ．Ａ．Ａ．の掲げた目標は魅力あるクラブライフを創造するた
めに「友情」と「親睦」「奉仕」と「信頼」及び「出席」の 5 点をより

充実するように取り組んできました。 
 例会及び諸行事などは、会員各位のご理解とご協力により品位と風紀

を保ちつつ、和やかで楽しく活性化された運営がなされたと評価いたし
ております。 
 この一年間の皆様のご協力に感謝を申し上げ総括とさえていただきます。 
 
・クラブ研修委員会  諸岡 靖彦 委員長 
 クラブ研修委員会は、新しく入会された６名の会員に早くクラブの雰

囲気に慣れてクラブライフを楽しんでいただけるための情報提供とし
て、入会時にオリエンテーションを実施しました。 
 また入会３年未満の会員にロータリーを啓発し、ロータリーの理解を
深めていただくために、そして全会員を対象により深い学習と自己研鑽

のための機会を設けることを目的に、年度内に２回のクラブ研修セミナ
ーを実施しました。 
 ９月３０日の第１回セミナー（入会３年未満６会員を含めて２１名出
席）では、ガバナー公式訪問の流れで成田クラブのクラブリーダーシップ・プラン（CLP）
について取り上げました。設楽正行会員、秋葉博行ＣＬＰ委員長のレクチャーの後、会員
交流ミーティングでクラブのあり方、効果的なクラブ管理運営のあり方について学習しま

した。 
 ３月９日の第２回セミナー（入会３年未満１０会員を含めて２０名出席）では、１２月

１０日に行われた地区主催のクラブ研修セミナーのテーマでありました『ロータリーを知
り、考える』を援用して企画しました。 
 ＰＧ平山金吾会員に基調スピーチ（資料「ロータリーに入会して良かった２０の理由」）
をいただき、引きつづき諸岡がミーティング・リーダーとなって入会３年未満の会員を中

心に先の地区研修セミナーで聞きかじってきたＲＬＩ（Rotary Leadership Institute)のイ
ンタビュー方法でコメントを引き出し、他の会員の意見も自由に出し合って討論を進めま

した。会員各自の思いを他の会員の考え方とぶつけ合い、改めて自分の考えと行動に思い
を致すという意図でした。クラブ研修委員会の役割は、今後継続的に会員のクラブに於け

る居心地の良さを向上させてゆくために大切なものがあると考えます。 
 
・指名委員会  諸岡 靖彦 委員長 
 指名委員会の役割は、３年先のクラブ指導者を公正な判断にもとづいて指名推薦する手

続をとることであります。１０月７日、会長経験者による指名委員会を招集し、その決定
（松田泰長会員を２０１４～１５年度会長ノミニーに指名すること）を１２月２日のクラ

ブ年次総会に報告いたしました。 
 
・内規規定委員会 設楽 正行 委員長 
本年度はＲＩの規定審議会での変更はなく、次の部分の細則の変更を

行いました。 
①会長諮問による慶弔規定の変更 
②ガバナーの指摘に基づく委員会構成の表現の変更 
③2011 年 9 月ＲＩ理事会決定のロータリアンの行動規範の採択 
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・ＣＬＰ委員会 秋葉 博行 委員長 
 ＣＬＰ委員会は３月２日（金）理事役員会終了後、同じメンバーで開催いたしました。
主な議題は「長期計画に対する理事会承認事項」の見直しでした。 
２月の理事役員会において、前もって検討をお願いして有りましたので、議事はスムーズ
に進みました。次に決定事項をお話しします。 
 
Ⅰ、理事会承認事項 
長期計画で書かれている成田ＲＣの表記は成田ロータリークラブとする。 
 
Ⅱ、長期計画と数値目標 
１．会員増強 ⇒ 会員増強・退会防止とする 

新入会員の勉強会開催２回／年度 ⇒ 会員の研修会開催２回以上／年度 
  新入会員東京クラブへ出席奨励１回 ⇒ 削除 
２．クラブ広報 ⇒ クラブ広報・ホームページ 
  クラブＨＰ更新毎月 ⇒ リニューアル１回／年度 
４．ロータリー財団 
  ＰＨＦかＭＰＨＦ ⇒ （日本語の表記）ポールハリスフェローか 

マルチプルポールハリスフェロー 
活動計画書１３ｐを参照ください。 
 
・矢島 紀昭 幹事 
幹事として発表させていただきます。 

 会員皆様のご協力で無事一年間、幹事を努めることが出来ました、 
 本当に有難うございました。顧みますと一年間あっという間でしたが、
不慣れな私をしっかり支えてくれた平野会長のお蔭で、幹事として楽し

く、有意義なロータリーの経験をさせていただきました。平野会長に厚
く御礼申し上げます。そして、今後の成田ロータリークラブの益々のご

発展と会員皆様のご健勝を祈念し幹事の総括といたします、ありがとう
ございました。 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小川 賢 会員 6 月 19 日 富里ロータリークラブ 

平山 金吾 会員 6 月 20 日 東京ワセダロータリークラブ 

長原 正夫 会員 6 月 20 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ５８ ３７ ２１   

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 

 


