国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

◇
◇
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点
鐘
国歌斉唱
ロータリーソング
四つのテスト
お客様

第 2705 回例会 平成 28 年 6 月 3 日（金）
佐瀬 和年 会長
奉仕の理想
歌唱

四街道ロータリークラブ
◇

森本

次郎

様

誕生日

橘 昌孝会員 S14.6.15
平山 秀樹会員 S41.6.8（欠席）
◇ 結婚記念日
設楽 正行 S50.6.1、遠藤 英一会員 S60.6.14
諸岡 正徳会員 H1.6.7、小川 賢会員 S43.6.10（欠席）
◇

ニコニコボックス
喜久川 登 会員：今日の花は釣鐘草で、花言葉は感謝です。5 月 2
日、義理の兄が亡くなりました。73 歳でした。彼の出身は広島で、
親戚は原爆でほとんど亡くなっておりましたので、非常に可愛がっ
ていただきました。生前、有限の地球の中で人間がどのように幸せ
に生きるかとよく話し合いました。一ヶ月前のニコニコでは甥が筑
波大学の教授に就任したというお話をしました。人間、いつ何があ

るかわからないなとしみじみ思いました。
諸岡 正徳 会員：今日の午前中、息子が働いております日本医科
大学千葉北総病院に行ってまいりました。おかげさまで大学を卒業
し、この 4 月から北総病院で研修医として働いております。やっと
息子一人が卒業し肩の荷が下りました。それと同時に、この長男の
研修医としての働きを見て刺激を受けております。航空会社の仕事
は月 10 日休みというのが当たり前です。しかし、医者は週に一日、
今朝も 6 時に出かけ、今日は当直で明日の夜まで勤務し、その翌日も普通に勤務します。
私どもは夜勤の次は休みが当たり前です。見習って働かなければいけないとつくづく思い
ました。
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森本

次郎

会員（四街道ロータリークラブ）：長男が成田の高

校に通っておりましたが 3 月に卒業しました。早くお礼のご挨拶
に来なければと思いながら、今日になってしまいました。まずお
詫びです。長男は 3 年間成田高校でインターアクトをやらせて頂
き、大澤校長先生、早川先生、担任の吉永先生に大変お世話にな
り感謝申し上げます。またインターアクトを通じて、平山会員の
お嬢様が一学年上だったので非常に面倒を見ていただきました。私がボランティアをやっ
ている関係で、成田高校の生徒さんも一緒に宮城県の山元町でボランティア活動をしたり、
それがご縁で平山建設さんから家具をたくさん寄付していただき、山元町の被災者のお宅
に届けたりという活動もさせていただきました。本当に成田ロー
タリークラブの皆様にはお世話になりました。これからもよろし
くお願いいたします。
小寺 真澄 会員：昨年 10 月に母が倒れ、息子の事、3 月に会社
のトラブル。56 歳になりますが、こんなに色んな事があったのは
初めてです。5 月 31 日、全てのことにメドができ、今後は落ち着
いてロータリー活動できると思いますので、皆さんよろしくお願
いいたします。
菊地 貴 会員：母が 5 月 23 日に永眠いたしました。ロータリ
ークラブの皆様方には多大なるお心遣いをいただきありがとう
ございました。成田で母の意思を継ぎ成田のために今後とも頑張
っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
成田 温 会員：私は小寺会員の推薦人です。久しぶりに例会に
出席できたのでニコニコいたします。ロータリーの友情を持って
これからもよろしくお願いいたします。私の方からもお願いです。
◇ 会長挨拶
佐瀬 和年
今月の月間目標は、ロータリー親睦活動です。

会長

あらゆる場面で、心の繋がりは充分に感じています。お互いに
分かり合える事、理解しあえる事が、心を豊かにします。
毎日の生活が楽しくなります。信頼しあえる「友」が出来ると。
己が一回りも二回りも大きくなります。
太宰治の「走れメロス」に描かれているように、「信頼」「信
じあう」死さえも恐れない美しさは感動を呼び人の心に響き、
人の心の中から良い物を引き出してくれます。
私は最近、「親友」を得ました。朴訥な男ですが「素晴らしい人間です。」感謝
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◇

表彰

ポールハリスフェローピン
堀口 路加 会員
米山功労者第 3 回マルチプル
石橋 菊太郎 会員
◇

入会式
伊藤 英徳（いとう ひでのり）会員 日本生命保険相互会社 成田支社
推薦人 佐瀬 和年 会員、深堀 伸之 会員
顧 問 渡辺 孝 会員
所属委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム
奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕

職業分類
生命保険
14 年前、福岡北九州市の門司ロータリークラブに 2 年間だけ入
会しておりました。年齢的に若手でしたので、もっぱらパシリで
した。久しぶりにロータリアンになりまして、諸先輩方のパシリ
として一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。
久米 剛（くめ つよし）会員 ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 総支配人
推薦人 佐瀬 和年 会員、深堀 伸之 会員
顧 問 諸岡 靖彦 会員
所属委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム
奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕
職業分類
空港ホテル
先般の 55 周年記念パーティーでもご利用いただきました ANA ク
ラウンプラザホテルに勤務しております。私も前職の時に富山の
ロータリークラブに所属しておりました。その時はまだできて 5
年目くらいでしたので、若いメンバーが多いクラブでした。この
伝統ある成田ロータリークラブでは、若手としてパシリでもなん
でもやりたいと思います。成田に来て早々に鼠径ヘルニアになり
まして、早速ですが、会員名簿から成田病院さんを見つけ月曜日に入院、手術、水曜日に
は復帰いたしました。現代の医学の進歩に驚きました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇ 委員会報告
・55 周年記念チャリティーコンサート
佐藤 英雄 社会奉仕リーダー
チャリティーコンサートがいよいよ明後日開催されます。色々ご
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協力いただき、収支も滞りなく集まり、中間報告をさせていただきます。
チケット及び広告収入
2,766,000 円、支出 2,429,000 円
今後は会場への人の動員をよろしくお願いいたします
当日の役割表を配布しております。午後 3 時集合、開場 4 時、開演 4 時半
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
遠藤

英一

委員長

積立寄付者の最終です。
米山記念奨学 10 万円、角田幸弘会員より寄付を頂きました。

◇ 幹事報告
≪回覧≫

深堀

・例会変更
・週報
・成田市国際交流情報誌

伸之

幹事

NEWSLETTERNO.204

・財団室 NEWS ６月号
≪連絡≫
・各種出席表
チャリティーコンサート、最終例会・ゴルフコンペ、祭りを見よう会
・6 月 17 日、ガバナー補佐がいらっしゃいます

◆

クラブ協議会

◆

≪今年度総括≫
司会／進行

深堀

伸之

幹事

・奉仕プロジェクト委員会
神﨑 誠 委員長
佐瀬会長は国際奉仕からスタートさせたい、という指示のもと、
例会、委員会、理事会等機会があるたびに元米山記念奨学生シル
ネン・ブヤンジャルガル氏が校長を務める新モンゴル高専の支援
として、会員やロータリアンの方々から専門性の高い工具、測量
機器等新品中古品を問わず寄贈頂き、関係者の来日時などに持た
せ勉強に使われております。そして、次年度も継続支援すること
になっております。
例年の奉仕行事の見直しもありましたが、中学生の剣道大会とインターアクトクラブとの
交流は予定どおり行われました。
また今年度はクラブ創立５５周年にもあたり、記念家族例会もたのしく盛り上がり終了
し、残すところあさっての東北復興・熊本支援チャリティーコンサートのみとなりました。
反省点は、会員の方々にどのように情報を的確に正しく伝え共有できるかだと感じまし
た。会員皆様のご協力により一年間奉仕プロジェクトも無事終了いたします。ありがとう
ございました。
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・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
遠藤 英一
ロータリー財団寄付者 10 名、内ポイント寄付者 3 名
財団への寄付目的が複雑で理解しにくい点があるので、米山記念
奨学に比べて寄付者が少ない。来年度以降、更にポイント利用方
法の周知に努めていただきたい。
米山記念奨学寄付者 18 名、180 万

委員長

・長期計画（ＣＬＰ）委員会
遠藤 英一 委員長
今年度はモンゴル支援が 1 つの課題でしたが、ロータリー財団からの支援を仰ぐことがで
きませんでした。次年度においても、奉仕プロジェクト内にモンゴル支援を続けるための
方策を取ってもらえる事となりました。
・Ｓ．Ａ．Ａ．

齊藤

三智夫

会員

前年度より引継いで実施致しております「各月第一例会でのくじ引きに
よる席決め」を初め、例会時、なかなかスムーズに行かない時も多々見
受けられましたが、会員皆様のご協力をもちまして会場監督の任務が無
事に遂行できました。１年間ありがとうございました。

・クラブ研修委員会

松田

泰長

委員長

先ず、私の体調により例会出席と委員会活動が出来なかったことをお詫
び申し上げます。新会員へのレクチャーは遠藤副委員長にお願いしまし
た、ありがとうございました。
クラブ研修セミナーは、次週の開催を含め 3 回の実施となりました。次
週 10 日の予定は変更となり 17 日に実施します。今年度の規定審議会で
の大幅な変更がなされたことで多くのクラブがその扱いについて混乱を
起こしています。今回はその変更の要点を解説お話しすることで研修会に代えます。

・指名委員会

松田

泰長

委員長

例年通りに 12 月の年次総会に間に合う形で、会長ノミニーと会長ノミニー・デジグネートの指名
を行うことが出来ました。

・クラブ管理運営委員会
吉田 稔 委員長（代読 橘
クラブ管理運営委員会はプログラム・クラブ会報・親睦・ＲＦの
小委員会があります。
〇クラブ会報委員会は毎週、週報の管理・発行を担当していま
す。毎週の担当者を決めて、カメラで写真撮影を行い、週報の内
容を充実させるように活動しています。3 月の第 3 例会では「水と

昌孝

会員）

衛生」について話し合う例会を成功させました。本年度もスムー
ズな活動が出来たと思っています。
〇親睦委員会は年度初めの「祭りを見よう会」を皮切りに多くの移動例会、親睦旅行、2
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クラブ合同例会、新酒を飲む会など多くの親睦を深める例会を担当し、各例会の担当者が
立派な司会をしてくれました。そして、5 月の最終例会で「例会の中での親睦」をテーマ
に会員が話し合う例会を成功させました。更にＲＦは「囲碁」「釣り」「ゴルフ」などの同
好会を活発に開催して会員相互の親睦を深めることに成功しました。
〇プログラム委員会は全員参加でプログラムを作ることを目標にしました。吉田委員長
の提案で例会の司会はクラブ管理運営委員会の委員全員で担当することになりました。ベ
テラン会員にも担当して頂きましたので、成田ロータリークラブ入会以来、初めて司会を
経験された方もいました。プログラム委員としては大変ありがたく感謝しており、吉田委
員長の提案で全員参加ができた事を嬉しく思っています。
本年度から変更された「各月ごとのテーマ」について話し合う例会も、委員会ごとに担
当を交代し、会員相互の意見を聞いて理解を深めてもらう機会を提供しました。12 月第 2
例会では「疾病予防と治療」のテーマに浅野会員の話の後に参加者全員で話し合うことが
できました。
また、司会者のフォローも新会員にも体験してもらい、1 年間で少しでもプログラム委
員としての経験が豊かになるように努めてみました。
〇クラブ管理運営委員会としては、各小委員会がそれぞれ機能して良い年度であったと
考え、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
・内規規定委員会

設楽

正行

委員長

佐瀬年度の内規規定委員会の報告をいたします。その前に会員
の皆様には定款や細則をじっくりご覧になったことはおありで
しょうか。あまり面白くはありませんのでじっくり読む方は少な
いのではないかと思います。しかし皆様方が会長はおろか委員長
にでもなりますと、それでは運営ができなくなります。たまには
睡眠薬と思ってご覧になってください。結構良い事が書いてあり
ます。
さて、ＲＩでは 3 年ごとに定款の見直しを行います。世界中のクラブから議案の提出を
受けて審議し、賛成多数で決定された事項につき、定款の変更がなされます。その時代に
合った運営を行うために変えられるわけです。個人的に考えるには、ロータリーの長い歴
史から時代が変わっても変えてはいけないものもあまり忖度無く変えられていくように思
えてなりませんが。
本年度はその変更の年にあたりました。本年 4 月半ばにＲＩの規定審議会が開催され、
数々の定款変更が行われました。松田会員の協力の下、いち早くそれを取り入れ、石川年
度のクラブ活動計画書に変更のあった定款および細則を正確に記載することができました。
主な変更点は 7 つほどありますが時間の関係上そのうち 3 点ほどご説明いたします。そ
の他は次年度クラブ活動計画書をご覧ください。
1.第 7 条
例会は最低毎月 2 回の開催でよいとなりましたが、当クラブは細則で毎金曜に開催となっ
ており、それが優先されます。また、例会に出席できない場合はオンラインでの例会を設
定できることとなりました。
2.12 条
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出席免除の条件が従来、年齢プラスロータリー歴併せて 85 年以上でよかったが、これから
は 20 年の会員履歴が必要となりました。
3.13 条
理事及び役員、委員会の項に最低のクラブ委員会の構成が示されました。つまり委員会は
いろいろあっても良いが次の 5 委員会は必ず入れて下さいという事であります。それはク
ラブ管理運営、会員増強、公共イメージ、ロータリー財団、奉仕プロジェクトであります。
これはＣＬＰの委員会構成と同じであり、当クラブは 10 年前に既に実施済みであります。
成田ロータリークラブ細則第 9 条第 1 節常任委員会として表記されています。
以上、ざっとですが変更につきご報告申し上げました。
・会計
小坂 裕巳 会員
会計の小坂です。今年度も１か月を切りましたが予算執行は、科
目ごとの多少の増減はあるものの全体としては予算内で収まりそ
うです。皆さまのご協力に感謝します。尚、大変恐縮ですが、今
年度の経費は年度内に処理したいので、お手元に請求書・領収書
のある方は早めに提出願います。

◇

点

鐘

佐瀬

和年

会長

第 12 回理事・役員会
1.６月、7 月の例会及び事業、行事計画の確認
６月の予定
３日 (金)
月初例会
第 12 回合同理事・役員会
１０日 (金)
通常例会
卓話 成田国際空港（株）
代表取締役 夏目 誠 様
１７日 (金)
通常例会
研修
２４日 (金)
最終例会
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
点鐘 １８：３０
７月の予定
１日 (金)
クラブ協議会
今年度の活動計画
第 1 回理事・役員会
８日 (金)
祭りを見よう会
菊屋別館 点鐘 １８：３０
１５日 (金)
通常例会
２２日 (金)
通常例会
２９日 (金)
休会
第 9 分区親睦ゴルフぺ
定定款８条第１節（Ｃ）
6 月 5 日（日）チャリティーコンサート 於：成田国際文化会館
15 時ロビー集合
承認
2.次年度予算について
承認
3.親睦旅行について
一人 3 万円の補助
承認
4.次年度活動について
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承認
5.日本赤十字社千葉県支部資金協力について
1 万 5 千円
6.最終ゴルフコンペについて
5 万円の補助を行う

承認
承認

出 席 表
会員数

出席義務者数

６１
６０
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ
氏
佐瀬
小坂
渡辺
齊藤

出席数

欠席数

出席率

前回補正

４５

１５

７５％

７８．３％

名

月 日

和年、深堀 伸之、石川 憲弘、成田 温、松田 泰長
裕巳、甲田 直弘、神﨑 誠、遠藤 英一、高橋 正
6月3日
孝、近藤 博貴、長原 正夫、矢島 紀昭
三智夫 各会員

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員

6月1日

ク ラ ブ 名
第 12 回理事・役員会
次年度
ロータリー研修委員会

豊田 磐、渡辺 孝、設楽 正行、近藤 博貴、石橋 菊太郎
平野 省二、小川 賢、日暮 俊久、橘 昌孝、佐瀬 和年
遠藤 英一、小宮山 四郎、石川 憲弘、成田 温
諸岡 靖彦、山田 真幸、沢田 喜信、矢島 紀昭、神﨑 誠
深堀 伸之、佐久間 高直、小泉 英夫、角田 幸弘
6月5日
平山 秀樹、長原 正夫、佐藤 英雄、小寺 真澄
堀口 路加、吉田 稔、諸岡 正徳、浅野 正博、菊地 貴
八田 光雄、高橋 正、小坂 裕巳、齊藤 三智夫、杉浦 健
笹子 恵一、村嶋 隆美、伊藤 英徳、香取 竜也、小岩井 学
各会員

55 周年記念事業
チャリティー
コンサート

高橋 晋、喜久川 登 各会員

松江しんじ湖
ロータリークラブ

6月7日

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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ロータリークラブ会員と一緒に募金箱を持つ成田高校インターアクトクラブのみなさん、米山記
念奨学生イーチェン！大きな声で募金活動をしていただきました。募金額
10

175,830 円♪

↑司会：矢島 紀昭
会長挨拶：佐瀬
(55 周年記念事業実行委員長)
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和年

来賓挨拶：小泉一成様
（成田市長）

今年度奉仕プロジェクト委員会担当の成田ロータリークラブ創立 55 周年記念事業として東日本
大震災復興支援並びに熊本地震復興支援―世代をつないで甦れ高田松原―をテーマにチャリティ
コンサートを日本大学リズム・ソサエティ・オーケストラを招き成田国際文化会館にてラテン音楽の夕べ
が開催されました。
会場入り口では成田高校インターアクトクラブの生徒が募金を呼びかけ、午後４：３０開演、佐瀬会
長、成田市長小泉様の挨拶に引き続き第 1 ステージが始まりました。Mambo NO.5 等懐かしいスタン
ダードナンバーが軽快なリズム、特にパーカッションの見事な盛り上がりで観客を魅了致しました。
第 2 ステージでは石原裕次郎メドレー、ダイアナなどに引き続き最後の曲は東日本大震災復興支
援歌「花は咲く」を会場の全員で合唱し無事閉幕となりました。
さて、会員の皆様には準備段階、チケットの販売、パンフレットへの広告掲載など大変無理なお願い
を数々申し上げましたが、全員の御協力のもと順調に歩むことができました。そして、当日にも多くの会
員がそれぞれの責任を果たすため熱心に活動していただき、まさに奉仕の心の実践をしていただきまし
た。また事務局の黒須さんには様々お忙しい中、快くご協力をいただき、感謝申し上げます。おかげさま
にて多大な支援金を得ることができました。
今後、当初の目的であります世代をつないで支援を行うためインターアクトの皆様と陸前高田を訪
れ、支援金をお届けすると同時に現地の状況をつぶさに見ていただき、今後の活動の糧としていただきま
す。
合わせて熊本へも皆様の御報謝、真心をお送りいたします。以上心より感謝申し上げ御礼といたしま
す。
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