国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム
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第 2754 回例会 平成 29 年 6 月 23 日（金）
点
鐘
石川 憲弘 会長
ロータリーソング
奉仕の理想
四つのテスト
深堀 伸之 会員
お客様紹介
八街ロータリークラブ
高橋 宏一 様（第９分区ガバナー補佐）
鎌形

芳法

様

萩原

康宏

会員

成田コスモポリタンロータリークラブ

◇

ニコニコボックス
高橋

宏一

様（第９分区ガバナー補佐）：1 年間大変お世話になりま

した
鎌形 芳法 様（八街ロータリークラブ）：年度初めに石川会長と吉田
幹事に八街までお越しいただき非常にありがたかったです。通常例会は
今日が最後と言うことで、本日訪問できて良かったです。1 年間ありが
とうございました。
喜久川 登 会員：世界一、幸せと思える生き方を実践している喜久川
です。起承転結の結の時代を迎え、益々磨きをかけ頑張って楽しんでい
ます。今年、石川年度中の小生都道府県ロータリーふらふら旅、正式な
訪問は 5 県、バナー交換は 6 件、詳細を報告させていただきます。
8 月香川県 丸亀東 RC、聴きしに勝るうどん県、平賀源内が生まれた処。
11 月和歌山県 田辺 RC、ユネスコの世界遺産に追加登録された闘鶏神
社が例会場、当日は紀州備長炭で作った楽器、炭琴サークルによる演奏、
心にしみる素晴らしい音色でした。この県で新宮 RC でもバナー交換を、そこの会員さん
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の懐石料理「かわゐ」さんで食した今上天皇ご一家御用達のめはり寿司は美味しかったで
す。12 月奈良県 奈良大宮 RC、歴史ある奈良ホテル本館で 67 名、格調高かったです。29
年 2 月京都府 京都平安 RC、京都御所隣のホテル夜間例会、小島会長はその環境を守る庭
園会社の職人社長でした。5 月石川県 七尾みなと RC、 番伊という料亭で 2,000 円メーキ
ャップ料、ラフな普段着で昼から豪華でした、以上 5 県バナー6 クラブ分、報告して回覧
させていただきます。
和
歌
山
県
新
宮
Ｒ
Ｃ
香川県 丸亀東 RC

奈良県 奈良大宮 RC

和歌山県 田辺はまゆう RC

京都府 京都平安 RC

石川県 七尾みなと RC

石橋 菊太郎 会員：先週インターアクトクラブの皆さんが参加
して下さった時に、矢野次年度青少年リーダーが有意義な時間を
皆さんに与えてくださり、そして楽しみな発言をしてくださった
ことにニコニコいたします。もう一つ、昨日 4 チャンネルの“ヒ
ルナデス”で菊屋の鰻の白焼きを紹介していただきました。お取
り寄せのできる食べ物の紹介だったのですが、流石全国ネット！
大変な反響で、夜の 10 時過ぎまで、今朝もファックスやメールなどたくさんのオーダーを
いただきました。
大塚 洋 会員：来週株主総会がございまして、そこで取締役を
辞任することになり成田を離れることになりました。この 2 年間
温かく迎えていただき大変お世話になりました。ロータリークラ
ブを退会させていただきますのでご挨拶申し上げます。
もともと国家公務員ですので 成田ロータリークラブと言うのは
新しい経験です。昨年度、今年度の両会長、会員の皆様にいろい
ろなことを教えていただき新しい窓が開かれたような思いでおりました。直前は各国との
航空の交渉をしておりまして、成田や羽田にどんな航空会社、国が来るのかと言う交渉を
しておりました。しかし成田に来てみますと「羽田のことをやっていた大塚さんですね」
とよく言われました。
「いいえ、成田と羽田のことをやっていた大塚です」と言い直してい
たのを思い出します。私個人としてもこの 2 年間は区切りになった年で、まず母親を送り
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まして、その際は成田ロータリークラブの皆様に温かいお志を頂き御礼申し上げます。娘
も大学を卒業いたしまして、1 人は私の職業を継いでくれ国家公務員になりました。もう 1
人は大学院生になり世代交代の第一歩がなされた 2 年間だったかなと思います。1 つだけ
気になっていることで皆様に告白しなければいけないことがあります。私は新人の卓話と
言うものをしないで 2 年間終わりました。そろそろかなと準備もしており資料が残ってい
るのですが、ドタキャンになりそのままになってしまいました。お詫び方々ご報告を申し
上げます。今後は役所に戻り退職いたします。7 月からは就職活動を行います。大学院に
行っていた時以来の長い夏休みとなります。ロータリークラブは退会となりますが、もし
楽しい催し物がありましたら成田まで参りますので是非お声をかけてください。本当に 2
年間お世話になりました。
諸岡 靖彦 会員：アトランタ国際大会ツアーの第２報です。エ
バンストン RC 訪問の後、シカゴのダウンタウンへ出て、シカゴ
美術館を見学しました。それから、八街 RC が３２年前に交換留
学生のお世話をした当時高校生の Rob McKeown ロブ・マッコ
エン君から夕食のお招きがあり、伺う幸運を得ました。シカゴ中
央駅から列車で西に１時間、Geneva ジェネヴァ（フランス語読
みならジュネーブ）へ向かいました。半年前に離婚しているため、今はライフスタイル・
デザイナーのお姉さん夫婦の家に居候の身の上とのことで、お姉さん一家とロブ君が総出
で、もてなしてくれました。ロータリーの交換留学制度が時間と空間を超えて育んできた
ご縁の恩恵をいただいて、そして、ホストファミリーだった父上の志を受け継いでいる高
橋宏一ガバナー補佐ご一家との交流に、なんとも温かいモノを感じました。９名の急な海
外からの来訪者を気軽に受け入れられる、米国中流家庭の生活ぶりの豊かさも実感するこ
とができ、今回の訪米のハイライトとなりました。
高橋

晋

会員：11 日から出かけており、12 日に日吉台に住む私

の友人の奥さんから会社に電話がありました。友人が脳梗塞で倒
れて日吉台の近くの病院に入院したそうです。9 月で私も 77 歳、
彼は私より 1 学年下ですが、一寸先は闇で何があるかわかりませ
ん。皆さんとこうやってお会いできるのも生きているからこそ！
健康で長生きしたいと思います。どのくらい生きられるか分かり
ませんがこれからも皆様よろしくお願いします。
成田 温 会員：昨日、商工会議所で功労者表彰を受けました。
18 年間の常議員に対しての表彰でした。
永井 秀和 会員：昨日、第 9 分区の親睦ゴルフ大会があり成田
クラブは第 3 位となりました。
設楽

正行

会員：同上
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角田

幸弘

会員：去年還暦を迎えたのですが、自分へのプレゼ

ントと言うことで蒸気機関車を作ることにしました。昨日シリン
ダーがフレームに取り付けられひとまず下回りが完成いたしまし
た。オール千葉製です。進捗状況はまきば線キャラリーにて検索
していただければご覧になれます。出来上がりましたら知事にも
お越しいただき万歳していただきたいと思っています。昨日まで
の成り行きがここにありますのでご覧ください。
長原 正夫 会員：大本山成田山新勝寺へご挨拶に行って
まいりました。貫首名誉会員 橋本照稔様、岸田照泰様、
次期ガバナー補佐諸岡靖彦会員、次期会長成田温会員、次
期幹事の私と 5 人で貫首へ次期名誉会員のお願い、成田山
1080 年祭の事業として月桂樹一本シャクナゲ 70 本の寄付
のお願いをいたしました。
◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

６月２日の挨拶で下総御料牧場のお話をさせていただきま
した。６月１８日の日曜日に東大王対有名大学対抗という
クイズ番組があり、そのファイナルステージで東大生（３
名）ＶＳ早稲田大学の学生（３名）に成田国際空港をテー
マにしたクイズ番組の出題がありました。成田国際空港が
三里塚御料牧場の地に作られたということを知っていた方
は６名のうち早稲田大学の学生２人だけでした。牧場閉場
後約半世紀が経過しましたが、かつて三里塚の地は皇室を
初めとする多くの方々が訪れた場所であったという事を後世に伝えていくのは私たちの役
目ではないかとしみじみ感じました。そして、私の会長年度でのビューホテルの例会は今
日が最後となります。ビューホテル副総支配人香取会員、そして従業員の皆様には私の気
ままを聴いていただき大変お世話になりありがとうございました。今日の例会には本年度
の八街 高橋ガバナー補佐、鎌形会長がお見えになっております。高橋ガバナー補佐はロー
タリー歴３３年で、ロータリー活動には人一倍励んでこられた方でございます。成田クラ
ブには成田山新勝寺の檀家総代、埴生神社の氏子総代を務めておられる方が多いですが、
高橋様は現在八街の成田山八街分院不動院の檀家総代、八街神社の氏子総代も務めていら
っしゃいます。八街神社宮司の大野様は八街ＲＣで活躍をされているそうです。また、高
橋様は八街商工会議所常議員として、八街の経済発展に努めていらっしゃる大変立派な方
です。そういった方と一緒に一年間共に過ごせたことは、私にとりましても大変意義深い
ものでした。本当にありがとうございました。今日はこの後、先週に続きましてクラブ協
議会です。委員長の皆様よろしくお願いいたします。協議会の最後に２０１９～２０年度
諸岡ガバナー組織案を発表させていただきます。こちらもよろしくお願いいたします。
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◇

第９分区ガバナー補佐挨拶

高橋

宏一

様

皆様こんにちは。第 9 分区ガバナー補佐の高橋です。本日は
ガバナー補佐退任の挨拶と御礼に参りました。6 月 7 日から 14
日まで、シカゴ、エバンストンのワンロータリーセンター訪問、
エバンストンＲＣでのメイキャップとアトランタ国際大会へ行
ってまいりました。当クラブの諸岡さんとは出発してから４日
間ご一緒させていただきました。八街から参加した私を含めて
の４名は、少しでも安く行って来ようという考えでしたので、
飛行機はもとより、アメリカ滞在中のホテルも最低のクラスで、諸岡様には大変苦痛な旅
行だったのではないかと思います。申し訳ございませんでした。そんなことで今週は自分
の八街ロータリークラブを除いて 4 クラブに退任のご挨拶に訪問することになってしまい
ました。今日はその４クラブ目のクラブ訪問です。
まず私にとりましては、今年度同じ第 9 分区の青木ガバナー、藤﨑地区幹事長の下でガ
バナー補佐を務められたことは非常に幸運でした。成田クラブをはじめとして分区内のロ
ータリークラブの会員の皆さん、そして青木ガバナー、藤﨑幹事長そして地区幹事団の皆
様には本当にお世話になりました。そして分区内各クラブの皆さんと顔見知りになれたこ
とは、私にとりましては大きな貴重な財産になりました。
青木ガバナー、藤﨑幹事長ともにお二人はお人柄も穏やかな方で、親しみやすく、分か
らないことは何でも相談に乗っていただきました。それによりまして私がガバナー補佐を
無事に務められた大きな理由でございます。また本年の貴クラブの石川会長様、吉田幹事
様には、会長幹事会におきましても積極的に分区内の指導的役割を果たしていただきまし
た。
12 月の情報研修会、2 月のＩＭでは成田クラブの会員の皆様をはじめ分区内の皆様に大
変お世話になり、成功裏に終わることができました。
私から今後貴クラブにお願いをすることはございません。今年度高橋増強委員長様、石川
会長様のお骨折りで、地区内最大の１１名の会員純増を成し遂げられました。これにつき
ましては、成田クラブはもとより、地区にとりましても特筆すべきことでございます。こ
れからも一層のクラブの活性化を推進していただきたいと思います。
私はこれからも体力が続く限りロータリー活動には参加する所存でございます。次年度
は当クラブの諸岡さんがガバナー補佐を務められます。今回アメリカへご一緒させていた
だき、諸岡様ともお付き合いをさせていただきました。次年度は素晴らしい第９分区にな
ることと期待されます。あと 2 年後にはガバナーをつとめられることになっておりますの
で、成田クラブといたしましてもこれから大変なことと思います。ご期待申し上げます。
最後になりますが、成田ロータリークラブと第９分区の益々の発展を祈念して私の退任
のあいさつに代えさせていただきます。本日はありがとうございました。
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◇

委員会報告

・出席奨励
香取 竜也 リーダー
先週、今期最後の委員会を角田リーダーをはじめ７名で開催致し
ました。
今期の皆出席は１８名でした。次年度は私が出席奨励のリーダー
の役を仰せつかりましたので、引き継ぎも含めメーキャップにつ
いて協議致しました。１年未満の会員は私を含め１８名おります。
確認の意味でお聞きください
例会に出席することは義務になっていることを念頭にはなしますが、一つ目は例会出席６
０%当クラブは３６分で出席になります。その場合は事務局に伝え 300 円にてＢＢフラワ
ーといって busy bee 働き蜂の意味であるペンにリボンをつけたもの（地区グットアイデア
１位に輝いたもの）を胸に挿して例会に参加ください。二つ目はメーキャップの活用です。
欠席日の前後１４日間にて他クラブや当クラブの認める委員会への参加などがございます。
出席率を高めるため多くの委員会を開いていただければと思います。また移動例会や別日
での例会の場合、金曜日の 11 時から 13 時 30 分の間ビューホテルのフロントにて出欠表
を設置してございます。ハンコを押しに来て頂ければと思います。最後に、次年度からは
メーキャップ申請申告ノートを受付におきますので、委員会のリーダーが委員会名と日時
と名前を記入してください。地区委員会等の個人の参加は各自記入をお願いします。尚、
出欠表においてメーキャップの場合は三角マークと日付にて、また欠席の欠の記入は無記
入でお願いします。
・次年度幹事
長原 正夫 会員
本日配布いたしましたクラブ活動計画書の訂正です。
16 ページの委員会構成表、クラブ会報リーダーを日暮会員から浅野
会員へ、また職業奉仕のリーダーを大塚会員から石橋菊太郎会員へ変
更をお願い致します。
・次年度ロータリー財団・米山記念奨学委員会
遠藤 英一 委員長
次年度になりますが 7 月 14 日例会前の短い時間ですが、30 分ほど
の時間で委員会の顔合わせを行いたいと思っておりますのでよろし
くお願い致します。
・地区ロータリー研修委員会からのご報告とファシリテーター認定証の伝達式
諸岡 靖彦 会員
ＲＬＩのⅠ、Ⅱ、Ⅲを終えますとファシリテーターにチャレンジす
ることが出来ます。今回当クラブから堀口会員と平山会員がチャレ
ンジされ、お二人が認定を取られておりますのでガバナーに代わり
まして、ファシリテーターの認定証の伝達を行います。
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◇

幹事報告

吉田

稔

幹事

≪回覧≫
・週報 印西ロータリークラブ
・例会変更 白井ロータリークラブ
・松戸中央ロータリークラブより私の職業奉仕パートツー文集
≪連絡≫
・各種出欠表
・来週は最終例会です。昼間は同好会のゴルフコンペとなります。
8 時半、大栄カントリー倶楽部集合、組み合わせ表は後ほどファックスいたします。
夜間例会は ANA ホテル、6 時半点鐘です。

◆

クラブ協議会

◆

≪今年度総括≫
議長／石川
司会／進行
・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会

神﨑

誠

吉田

憲弘 会長
稔

幹事

委員長

石川会長の方針で寄付は各会員の意思にまかせ例会時に特別寄
付をお願いする旨の回覧をすることでスタートしました。
Ｒ財団１００周年、Ｒ財団米山奨学会５０周年を迎えるこの年、例会時に
米山記念奨学会及び奨学金制度について研修することができ、新会
員にも理解頂けたと思います。
特別寄付金、Ｒ財団へは１０名、米山記念奨学会へは１４名で会員
各位のご協力で予算額をクリアーできました。
また米山奨学生の受け入れも、奨学生の希望で変更になるまで計画どおり活動、交流してきま
した。
Ｒ財団、米山記念奨学会ともに寄付金は、将来の奉仕活動に欠かせない重要な浄財で資金源
であり、あらためて皆様のご理解とご協力に感謝いたします。
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）

齊藤

三智夫

会員

今年度の会員増加に伴い、先月 S.A.A.会議を開催致しました。
この会議にオブザーバーとして橘会員が参加してくださり、とて
も素晴らしいご意見を会議早々に仰って下さいましたので、皆さ
んにお話しさせて頂くと共に S.A.A.の今年度総括として締め繰り
たいと思います。
橘会員より『皆さん大切な時間を割いて勉強しようとしているの
だから、「新会員だから」とか「経験年数が浅いから」などと言わず、「この勉強会が終わ
ったら、私は明日からでも S.A.A.（正）ができる！」というくらいのつもりで実のある会
議にしましょう！』という激励を受けました。
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1 時間にも及ぶ活発な意見交換が交わされ、充実した会議となりました。

私は自信をも

って会員の皆様にお伝え致します。石川会長年度に S.A.A.を務めました会員全員は、いつ
でも S.A.A.（正）を務める事のできる高い意識を持ち合わせた会員であると信じておりま
す。会員皆様のご協力を得て、会場監督としての任務が無事に勤め上げる事ができました。
1 年間、S.A.A.にご協力頂き感謝致します。ありがとうございました。
・出席奨励・退会防止委員会

高橋

晋

委員長

一年間にわたり会員増強に対して石川会長・吉田幹事を始めとして
会員増強委員会ならびに会員各位におかれまして多大のご尽力を
頂き会長の目標としておりました１０名の会員増強に対して１４
名の大幅な増強に繋がり男性１０名女性４名合計１４名になりま
した。
当初７月に５９名からスタートし転勤などの入れ替えを含めて６
月２３日現在７１名です。２７９０地区での会員数で当クラブは親クラブである千葉ロー
タリークラブ７８名に対して成田ロータリークラブは７１名になり２番目になりました。
１年間会員増強委員会に多大の御協力を頂き会長・幹事並びに会員各位に対して感謝申し
上げます。
・高橋 正

会計

現時点での決算報告をいたします。別紙参照。
今年度まとまりましたら、後日レターボックスの方へ入れさせてい
ただきます。一年間、ご協力ありがとうございました。
・吉田 稔 幹事
石川会長年度の幹事、吉田でございます。
クラブ歴の浅い若輩者ですが、与えられた機会を生かせるように
努めて参りました。定例理事会の開催、９分区の会長幹事会等、
様々な経験を通して、ロータリーを新たな視線で見ることが出来
ました。
一年間の経験を、今後のロータリー活動に活かしていけたらと思っ
ております。
次年度は、成田会長のもとで、長原幹事が成田ロータリークラブを諸岡ガバナー年度、創
立６０年に向かい進めていただけると思います。
至らぬ点も多々あったと思いますが、成田ロータリークラブのメンバーは、気さくで、魅
力的な方ばかりです。ご容赦いただければと思います。
一年間ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
・石川 憲弘 会長
それでは、２０１９-２０年度、諸岡ガバナー組織案を発表させて
いただきます。仕事、健康面などを考慮しながら選考させていた
だきました。選考につきましては堀口地区幹事長、成田会員、神
﨑会員、深堀会員、吉田会員、長原会員、そして私の７名で案を
8

作らせていただきました。比較的若い会員を選び諸岡ガバナー年度までによく勉強してく
ださいという事、そして汗をかいて働いて下さいという事です。諸岡ガバナーは、「全会
員一致協力のもと成田クラブの諸岡ガバナー年度が後々まで語り継がれるような年度にし
たい」という事です。私たちも諸岡ガバナーの気持ちを真摯に受け止め、堀口地区委員長
を中心に組織案に名前が載っている方も、いない方も団結して成田クラブ全員で汗をかき、
頑張っていきましょう。

◇

点

鐘

石川

憲弘

会長
9

臨時役員・理事会
１．事務局人事について
新事務局員として成田市在住の野口さんに決定
承認
出 席

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

４８

２１

６９．５７％

７５．３６％

ＣＡＲＤ
氏

名

月

設楽 正行、神﨑

誠、佐久間

高直、永井

秀和 各会員

石川 憲弘、吉田

稔、堀口

路加、神﨑

誠、深堀

伸之、成田

博貴、石川

憲弘、吉田

稔、成田

温、長原

遠藤 英一、矢島

紀昭、小岩井

松田 泰長、佐瀬

和年、深堀

小寺 真澄、佐久間
笠原 智、伊藤

路加、平山

真澄、齊藤

伸之、諸岡

高直、矢島

隆治、眞々田

諸岡 靖彦、堀口

学、小寺

温
６月１６日 諸岡ガバナー年度打ち合わせ
正夫

三智夫

６月１６日 臨時理事・役員会

正徳 各会員

紀昭、小泉

英夫

美智子、藤崎

礼子

秀樹

ク ラ ブ 名

６月１５日 第９分区ゴルフコンペ

各会員
渡辺 孝、近藤

日

各会員

６月１６日 S.A.A.打ち合わせ
６月１９日 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ養成講座

各会員

諸岡 靖彦 会員

６月２１日

印西ロータリークラブ

諸岡 靖彦 会員

６月２１日

地区戦略計画委員会

６月２２日

フェアウェル・パーティー

石川 憲弘、諸岡
齊藤 三智夫

靖彦、齊藤

三智夫

各会員

会員

６月２３日

諸岡 靖彦 会員

６月２４日

2017-18 2790 地区研究・研修
統括委員会会議
ガバナー補佐、地区委員長合同
会議
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

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
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