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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 2658 回例会 平成 27 年 6 月 5 日（金） 

◇ 出席奨励・退会防止委員会 平山 秀樹 リーダー 

先月の出席率は８６．６７％でした。例会の出席率はもちろん、メーキャップも含めまし

て委員会の出席率も高めていただくようにお願いできればと思っております。 

◇Ｓ．Ａ．Ａ．   鈴木 敏道 会員 

座席抽選のご協力、ありがとうございます。今月はロータリー年度の最終月となります。

皆さん、気合を入れてお願いいたします。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ 誕生日 

橘昌孝会員 s14.6.15 

秋葉博行会員 s23.6.16（欠席） 

平山秀樹会員 s41.6.8 

【5月分】吉田稔会員 s35.5.15 

【4月分】仲村盛政会員 s13.4.25 

◇ 結婚記念日 

小川賢会員 s43.6.10、設楽正行会員 s50.6.1 

遠藤英一会員 s60.6.14、諸岡正徳会員 h1.6.7 

 

◇ ニコニコボックス 

滝澤 尚二 会員：昨日、観光協会の総会がございました。盛大に終

了することができました。 

 

長原 正夫 会員：私も観光協会の総会のことでニコニコさせていた

だきます。昨日、総会の席上で感謝状をいただきました。地域のメデ

ィアとして取り上げていただき感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

仲村 盛政 会員：43 年前の 5 月 15 日、沖縄が日本国に復帰しまし

た。戦争は 70 年前に終わっていたのになぜか？沖縄は、戦後 27 年間

米軍統治下に置かれ、粘り強い祖国復帰運動の末、復帰を実現したの

が 43 年前の 1972年 5 月 15 日なのです。その 27 年間、沖縄は難民だ

ったのです。それはなぜわかるか？パスポートを取ると、国連の高等

弁務官（米軍統治下の沖縄での最高権力者）の名前のパスポートがき

ます。皆さんに日本国のパスポートに何が書かれているかご存知です
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か？窮地に陥った場合、これを助けるように外務大臣の名前で書いてあ

ります。しかし沖縄県民が持つ高等弁務官の名前のパスポートには書い

てないんです。初めて、外務大臣の名前の入ったパスポートを手にした

時、国が個人をこんなに保障するなんてと涙が出てきました。裏を返せ

ば、沖縄は高等弁務官のもとに守られていたと初めて知りました。日本

国のパスポートをいただいてありがたく感じ、違った意味のニコニコを

したいなと思いました。 

 

橘 昌孝 会員：昨年の 10月、職業奉仕月間で卓話をさせていただい

た「私の職業奉仕」を、何か参考にしていただければと成田小学校の

校長先生に差し上げましたら、【成小タイムス】に 3回にわけて掲載さ

れ、保護者の方にも反響がありました。自分たちがロータリアンとし

て何をしているのかということを、皆さんにお知らせするのも大事な

ことですので、大変嬉しく思いました。 

 

諸岡 靖彦 会員：6 月 1 日から米屋株式会社の社長を卒業し、代表

取締役 CEOという職責に着きました。後任の社長は私の長兄 諸岡孝昭

の長男 諸岡良和 40 才でございます。まだ若いのでどうなるのかわか

りませんが、しばらくは後見人ということで仕事をやる立場になりま

したのでご挨拶申し上げます。 

 

堀口 路加 会員：地区米山委員会の報告を兼ねてニコニコさせてい

ただきます。既に 4月より 2015学年度米山奨学生の活動が始まってお

ります。同時に 2016学年度の奨学生募集も動き始めていますが、6月

2 日に奨学会本部での理事会決定により、2790 地区の奨学生割り当て

人数が 26人に決定いました。2015学年度 24人でしたので 2人増えた

ことになります。成田ロータリークラブの皆さんの特別寄付も大きく

後押ししてくれてのことと思います。報告を兼ねてニコニコいたします。 

 

角田 幸弘 会員：先日のメディア協議会でお会いした千葉日報の高

橋さんが、私が代表をしておりますゆめ牧場の蒸気機関車の取材にい

らっしゃいまして 5月 17日号に掲載して頂きました。回覧いたします。 

 

鈴木 敏道 会員：本日は日本空港ビルデング株式会社の人事異動で

成田を離れることになりましたので、退任のご挨拶をさせていただき

ます。後任も参りますので、変わらずよろしくお願いいたします。 

昨年の 10 月 10 日に入会し 9 ヶ月。こういう機会がないとお話できな

い方々ばかりなので、地元出身者としてはもう少し続けたかったとい

うの本音です。在任中は皆様に親しく声をかけていただきました。最

初はロータリーソングも口パクでしたが、最近やっと歌えるようにな

りました。非常に学ばせていただいたのは職業奉仕という言葉です。会社というのは利潤

をあげてもいいんだ。あげながら社会に貢献するんだということ。この研修を受けた後に、

300 人ほどの部下の前で話をしました。私どもの会社は免税売店を中心に仕事をしており

ますが、日本に来て旅を楽しんだ外国人の方が、最後に我々の店に寄っていただくわけで
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すが、日本の良い思い出をここで作ってもらう。そのためには我々はお客さまに良いサー

ビスを提供しなければならない、そういうことを社員に伝えました。6 月末まで総支配人

ですが、今後会社の行事で出席できず今日が最後の例会となります。分区のゴルフコンペ

は出席予定です。密かに大暴れしようと思っております。今度は羽田の東京エアポートレ

ストランの常務に就任することになりました。飲食業は初めてで、一からのスタートにな

ります。先週のプロフェッショナルで弊社の清掃員が取り上げられていましたが、その前

週、渡辺謙が出演しておりました。ニューヨークのブロードウェイで『王様と私』に王様

役で出演していらっしゃいます。今まで世界的な映画俳優としてキャリアがあるのに、そ

ういうものを全て捨て新しいものにチャレンジされています。私もスケールが違いますが

そういうことなんだと思っております。知り合いの時事通信の方が昔、≪過去は語らず≫

だよ、とおっしゃいました。自分の昔の経歴とか手柄話をしたくなりますが、やはり前を

向いて行くということを大事にしたほうがいいというお話でした。非常に大事にしている

言葉です。今回入会させていただき非常に勉強になりました、またいつか入りたいと思っ

ております。できれば羽田で。そして 3 ヶ月に 1 回は成田へメーキャップに行く！という

のが私の夢です。世界に一番近いロータリークラブ。是非今後も益々のご発展と今後の皆

様方のご多幸をお祈りいたします。色々お世話になりました。 

 

小川 賢 会員：最近の職業奉仕について、報告とニコニコ致しま

す。 

 農業では、これまで家族経営が中心だったため、労務管理の必要

がなかった。また、労働時間・休憩時間・休日等が労働基準法の適

用除外にあたるなど、他の産業と異なる状況にあった。全国農業会

議所で平成２２年に農業法人などへ実施したアンケートで、公的保

険への加入状況を聞き取りしたところ、労災保険が７５％，雇用保

険が７３％、健康保険が４９％、厚生年金保険が４７％となり、多くの経営体で加入がな

されていない実態が明らかになった。 

 農業経営の更なる発展のためには、従業員の質と量を上げることが不可欠であり、その

ためには、長期にわたり従業員の雇用できる環境を整えることが非常に大切になる。との

判断から、全国農業会議所の呼びかけと、各県の農業会議の推薦による社会保険労務士に

よる、「全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク」が平成２２年８月に結成され、

私も当初から参加し、現在１３１名の会員で昨年から副会長を務めている。 

平成２７年２月１０日茂原市役所市民室で開催された、千葉県農林水産部・千葉県農業

機械士協議会・千葉県農業協同組合中央会主催による「平成２６年度農作業事故ゼロ推進

研修会」には、県・市町村農業担当者・各地農業事務所・生産者等１２４名が参加した。

私も農業会議の要請により「人を雇用するということは」について、県内各地で十数回講

演していた実績を買われ、「労災保険」の講演を行った。また、私の農業に対する思いが、

日本農業新聞（日刊）３月９日（月曜日）号、１２版の２ページ一面に掲載された。内容

は、「増える農業法人、労働者の安全確保、雇用主の義務、自覚と責任を」その為に、労

災保険加入・職場環境の整備・労働基準法を遵守、の月曜特集の記事であった。 

更に、５月１５日、東京農業大学世田谷キャンパスを会場にした「日本農業労災学会」

第２回総会に出席のためロータリーを欠席したので、今日はその言い訳の気もしている。 
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最近皆さんの事業所でも「安全配慮義務違反」の言葉を耳にすると思いますので、御社

のどんな業務が該当するのか、参考までに一例を。 

（施設・作業環境では） 

① 施設・機械の安全化、作業環境の改善対策を講ずる義務 

② 安全な機械設備、原材料を選択する義務 

③ 機械等に安全装置を設置する義務 

④ 労働者に保護具を使用させる義務 

 （人的措置） 

① 安全監視人等を配置する義務 

② 健康・安全の教育訓練を徹底する義務 

③ 高齢者や健康を害している者に対して配慮する義務 

④ 危険有害業務に有資格者や特別教育修了者を当てる義務 

 

小泉 英夫 会員：成田に第 3 滑走路を実現する為に、昨年より実

施しております署名運動で、1日に芝山へ行ってきました。芝山は騒

音下が 8 割です。しかし 6 割が第 3 滑走路建設に賛成されておりま

す。相川町長にもお会いしましたが、空港造りには大変熱が入って

おられました。皆様には引き続きのご支援をよろしくお願いいたし

います。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

今日は皆さんがよく耳にする「ポリオ・プラス計画」につ

いてお話したいと思います。 

この計画は国際ロータリーの最優先目標として掲げられて

おり、その資金はロータリー財団の使途指名寄付に位置付

けられている「ポリオ・プラス」への皆さんからの寄付金

です。 

 

ポリオ撲滅に向けて始動  

 その始まりは、1979 年、国際ロータリーは、フィリピンで、生後 3 か月から３歳までの

子ども約 600 万人に対して、5 か年計画のポリオ免疫活動を始めました。これが、ロータ

リーがポリオ撲滅に取り組んだ第一歩です。 

  

世界ポリオ撲滅推進計画が発足  

 1988 年、国際ロータリーは、世界保健機関（ＷＨＯ）、ユニセフ、アメリカ疾病対策セ

ンター（ＣＤＣ）とともに、世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰＥＩ）の発足に携わりました。

この時期の発症数は年間 35 万件もありました。 

 そして、2015 年 5 月 27 日現在の今年のポリオ発生は、パキスタンが 23 例、アフガニ

スタンが 2 例、世界全体では 25 例の発生まで減少しています。 

ここまで減少してくると新たに「ワクチン由来ポリオウイルス」が問題として出てきまし

た。投与されたワクチンによる発症です。 
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そして今月、世界各国の保健大臣が出席して先週ジュネーブで開催された世界保健協議

会で、ポリオ撲滅プログラムを達成させるための決議が採択されました。 

経口生ワクチンを止める段階に備えるため、ワクチンの供給について Gavi（ワクチンと予

防接種のための世界同盟）との緊密な協力が進められ、すべての国に対して、2016年早期

までに三価経口ワクチンからリスクが低い二価経口ワクチンへ切り替える準備を進めるよ

うに要請し、ワクチン関連麻痺性ポリオを防ぐため不活化ワクチンの供給を十分に確保す

ることも要請しました。 

 

 世界ポリオ撲滅推進活動の主要パートナーとして、ロータリーはこの活動に 13億ドル約

（1,560 億円）以上を寄付してきました。これには、日本の 2,278 クラブ、88,600 人のロ

ータリアンから寄付された 104 億円も含まれています。身体まひを引き起こし、時には死

にいたらしめるポリオウイルスから身を守るため、今日までに世界で 25億人以上の子ども

たちが予防接種を受けてきました。 

日本のロータリアンは、ポリオ撲滅活動資金の支援だけでなく、青森の関場 PDG（元ガバ

ナー）らを核としたグループが、常在国や紛争地域へ自ら足を運び、子どもたちへの予防

接種活動にボランティアとして参加しています。 

 

国際ロータリーは、５月２９日に安倍晋三首相にポリオ撲滅推進功労賞を送りました。 

ポリオ撲滅活動に対し、1988 年以来、日本政府は実に、553 億円を寄付しており、これは

各国政府からの寄付においては、世界第 3 位を誇ります。このようなポリオ撲滅への大き

な進展に日本も大きく貢献してきたと言えます。 

本賞が授与される日本の元首は安倍首相で 3人目となります。2006年には小泉純一郎首相

に授与され、日本は以来、実に 188 億円を GPEI に寄付してきました。2003 年には、橋本

龍太郎首相に本賞が贈られています。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ研修委員会  遠藤 英一 委員長 

12日に行いますクラブ研修セミナーの出欠を回覧しております。セ

ミナー開催は 1 時から 2 時までとなります。3 年未満の会員の方は

なるべく出席をお願いいたします。 

 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  長原 正夫 委員長 
ロータリー財団に 7 名の積み立て寄付をしていただいておりますが、

レートの変動で、5月末時点で 98,000円の不足となります。なので
6 月は 14,000 円の集金ということでご理解を頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。 
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◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・６月例会変更のお知らせ 成田ＣＲＣ、富里ＲＣ、八街ＲＣ、印西ＲＣ 

・君津ＲＣより事務局ＦＡＸ番号変更のお知らせ 

・今後の行事予定出席確認 

・成田市国際交流協会 2015.6月号 理事長交代 豊田順三氏から

品田等氏 

・市区大会記録ＤＶＤ（2/21-22）事務局にあります 

 
◇ 点  鐘   松田 泰長 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  

５日 (金) 月初例会 第 12 回理事・役員会（新旧合同） 

１２日 (水) 通常例会／クラブ研修セミナー  

１９日 (金) 通常例会  本年度事業総括報告（各委員会） 

２６日 (金) 最終家族例会 ビューホテル 

７月の予定  

３日 (金) 月初例会 就任式、クラブ協議会（活動計画書及び予算の承認） 

第 1 回理事・役員会 

１０日 (金)  移動例会 祭りを見よう会 菊屋 18：30 

１７日 (金) 通常例会  

２４日 (月) 通常例会  

                                承認 

２．新年度行事計画・予算について 

確認 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、佐瀬 和年、遠藤 英一、神﨑 誠、小柳政和 

小寺 真澄、堀口 路加、石橋 菊太郎、深堀 伸之、設楽 正行 

長原 正夫、成田 温、小坂 裕巳、平山 秀樹、甲田 直弘、吉田 稔 

音花 昭二 各会員 

6 月 5日 第 12回理事・役員会 

設楽 正行、南日 隆男、松田 泰長、渡辺 孝、佐藤 英雄 

矢島 紀昭、横田 匡彦、飯田 正雄、橘 昌孝、杉浦 健、小川 賢 

石橋 菊太郎、神﨑 誠 各会員 

6 月 6日 奉仕プロジェクト委員会 

松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎、平山 秀樹、渡辺 孝 

小川 賢、豊田 磐、浅野 正博、佐藤 英雄、設楽 正行、堀口 路加 

八田 光雄、小柳 政和、石橋 菊太郎、小寺 真澄各会員 

 

6 月 8日 会員増強・退会防止委員会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ４５ １９ ７０．３１％ ７６．５６％ 

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 

 


