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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 2610 回例会 平成 26 年 6 月 6 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 １００％ 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

山口裕美 様（アートプロデューサー） 

米山記念奨学生 ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

平山 秀樹 会員 

 

◇ 結婚記念日 

設楽 正行 会員、遠藤 英一 会員 

鈴木 信行 会員、福原 孝一 会員（5月分） 

 

◇ ニコニコボックス 

成田 温 幹事：アメリカ ラスベガス在住の長女が 3,650 グラムの女の子を出産いたし

ました。 

平山 秀樹 会員：今日は私一人の為にバースデーソングを歌っていただきありがとうご

ざいました。 

滝澤 尚二 会員：先日観光協会の総会があり沢山の方に参加いただきました。盛大に終

了することができましたので感謝申し上げます。 

田村 幸宏 会員：6 月末で成田の責任者から退任し、羽田へ異動の辞令がありました。

羽田では東京エアポートレストランの常務として管理部門をみることになります。成田に

来てまだ 1 年しか経っておりませんし、自宅からも近かったものですからもっと成田に居

たかったというのが本音であります。ロータリークラブには昨年の 8 月末に入会させて頂

きました。約 10 ヶ月の在籍でございました。私がデビューしたのは夜間のお月見例会でし

た。場所はゆめ牧場さんでバーベキューでした。ANA の小澤さんとかなり酔っ払って帰っ

た記憶があります。昼間の例会、夜の例会と非常に有意義な楽しい時間を過ごさせていた

だきました。そして成田の名士の方々とお会いできて非常に自分の財産になったなと思っ

ております。成田と羽田はこれから首都圏空港で手を取り合っていく関係ですので、また

いつか成田に帰ってまいります。その時はよろしくお願いいたします。 

成田のロータリークラブの益々の発展をお祈りいたしまして私のニコニコのコメントと
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させていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。本日、今年度最後の卓話をお願いする山

口裕美様、ようこそおいでくださいました、山口様には後ほ

ど「現代アートと地域振興」と題して、お話をいただくこと

になっておりますが、お話を楽しみにいたしております。 

ここ１週間ほど、真夏を思わせるような気温と湿度でした

が、いきなり梅雨入りが宣言され、今日は肌寒いほどです。

皆様体調管理にはくれぐれもお気を付けください。この理由

として偏西風の蛇行が考えられているようですが、偏西風の

蛇行は常に起こりうるもので、異常とは言えず、たまたまそのくぼみに入った地域特有の

フェーン現象などの要素が重なった気象状況によるものであって、今回このくぼみに入っ

たオホーツク海沿岸やその内陸部では、例年ですと５月の末から６月の初めにかけてはま

だ炬燵やストーブが必要であるのに、たまたま大雪山系からのフェーン現象や太平洋側か

らの暖気の流れ込みが加わり、摂氏３５度を超える猛暑日が数日続いたそうです。しかし、

この６月４日からは例年通り西日本から順番に梅雨入りしどうにか例年の気象パターンに

近づきつつありそうです。いずれにいたしましても、地球の歴史と人間が気象データを取

り始めた期間はその尺度も全く異なりますので、昨今の気象状況が長い歴史の中では当た

り前の天気なのかも知れませんが、皆様も常に体調の維持管理にお努めください。 

さて、先月３０日の例会では６班に分けたホームミーティングの結果として、１班につ

き３分の発表時間では足りないほど多くのご意見が寄せられました。次年度の松田年度に

おきまして、これらのご意見をできるだけクラブ活動に生かしていただければ幸いです。 

今日は月初め例会でもあり、多くの行事で時間が押しておりますので、会長挨拶はこの

辺で終わりとさせていただきます。 

最後になりましたが、米山記念奨学生のムンクバト君、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。 

 

◇ 奨学金授与 

米山記念奨学生 ムンクバト 君 
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◇ 委員会報告   

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

今月はロータリー親睦活動月間です。ロータリーの友推薦記事とし

まして「親睦 何カ国もの国との親睦活動」。27 ページにはロータ

リーを知ってもらうという事で”ロータリー活動公共イメージ向上

作戦”という記事が掲載されています。ポリオの問題を始め大事な

問題です。また東日本大震災のロータリーの活動が 28 ページに掲

載されております。最後に”ありがとうロータリアン”が 30 ペー

ジに掲載されております。私の大好きな特集でしたが、残念ながら今月で終わりだそうで

す。 

ご報告ですが、3 月に行われました【成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会】の記事

が来月掲載されますので皆さん、楽しみに。 

 

・出席奨励・退会防止委員会 平山 秀樹 委員長 

本日、新旧出席奨励・退会防止合同委員会を理事会後に行います。

次期に向けての確認でございますので出席のほどよろしくお願い

致します。 

 

・次年度長期計画（ＣＬＰ）委員会  諸岡 靖彦 副委員長 

次年度長期計画（CLP）委員会より 報告いたします。 

６月２０日例会終了後、次年度第一回委員会を開催いたします。既

にこの委員会の関係会員にはご案内済みです。 

 尚、この委員会は、CLP（クラブリーダーシップ・プラン）を導

入しております当クラブの、年度を越えた将来を見据えて、クラブ

の奉仕プロジェクトと管理運営の課題を討議し、理事会に提案し、

クラブ活動計画に資する役割を持ちます。 

 つまり、短年度システムのロータリーの事業活動のチェック機能と、中長期の活動に対

する提言機能をもって、クラブの効果的な発展に寄与する委員会として、クラブ定款細則

に定められています。 

 

・成田環境ネットワーク近藤博貴 

本日、小川賢会員は欠席ですが、伝言がありましたのでご連絡しま

す。 

６月２４日(火)の空港周辺道路美化活動に、１０名の会員が参加し

て頂きました。更に参加ご希望の方がありましたらお申し出くださ

い。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．例会変更のお知らせ  印西 RC                        

２．米山記念奨学生 OB シルネン君より最終例会参加のメール    

３．「ロータリーの友」より 7 月号掲載予定の原稿が届きました         
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４．成田市国際交流協会より ニュースレター   

＜ご連絡＞ 

１．今日の新旧合同理事役員会は「ひばりの間」で行います 

 

◇ 卓話に先立ちまして 福田 朗 会員より 

山口裕美さんは、アートプロデューサー。 

アーティストが孤軍奮闘する日本の現代アートの現状の中で、

常にアーティストサイドに立ったサポート活動を続けている。日

本の現代アートを世界に向かって発信するその活動から「現代ア

ートのチアリーダー」の異名を持つ。 

 

eAT 金沢 99 総合プロデューサー、ARS ELECTRONICA2004 ネットビジョン審査員、総

務省デジタルコンテンツワーキンググループ「新しいコンテンツ政策を考える研究会」委

員（2004）、「劇的 3 時間 SHOW」キュレーター（2007）、静岡県掛川市地域活性化プロジ

ェクト「掛川現代アートプロジェクト」プロデューサー（2008-2014）、「De La Mer 」

10 周年記念イベント総合ディレクター（2010）、上海万国博覧会記念版画制作実行委員

（2010）、女子美術大学非常勤講師（2010）、福井県恐竜キッズランド構想アドバイザー

（2010）、北京市 D-PARK Animals save the art gallery ディレクター、静岡県立美

術館第三者評価委員会・委員、eAT 金沢実行委員会・委員、Emon Photo Award 審査員、

第１回 CAF 賞審査員、第 67 回山口県美術展覧会審査員、高松市美術館展覧会アドバイザ

ー、公益財団法人現代芸術振興財団ディレクター、NPO 法人芸術振興市民の会(CLA)理事

長、CANVAS フェロー、著作権延長問題を考えるフォーラム発起人、JAPA 日本ポップカ

ルチャー委員、NPO 法人 Open Museum Project 理事、玉川大学観光学部非常勤講師。 

■主なプロデュース＆レクチャー 

第12回アジア大会公式プログラム「アジアの創造力」展企画 広島市現代美術館（1994）、 

So-net の会員向けアートコンテンツ TOKYO TRASH（1996-）、第 29 回ロッテルダム映

画祭 Exploding Cinema section（2000）、「中村ケンゴ展」CAI・ハンブルグ（2003）、

縁起徳利「六瓢息災」ミヤケマイ＆福光屋・金沢（2005）、「掛川現代アートプロジェクト」

（2008－2014）、北京市 国家中国美術館 卢禹舜 記念シンポジウム（2012）、「世界遺

産登録記念 富士山奉祝提灯行列」（2013）など。 

 「ドクメンタ 9」レクチャー（1992）、ヴェネチアビエンナーレレクチャー（1995）、「異

空間への旅－現代アートとは何か」東京大学大学院情報学環（1999）、「近未来の異次元宇

宙へ向けて」河口洋一郎・マービン・ミンスキー（2003）、総務省主催「ネット・キッズ・

ポップ」シンポジウム（2004）、「新日本様式」デジタルハリウッド大学院（2007）、「特別

レクチャー」吉備国際芸術大学（2009）、「日本の現代アートの現在」アート北京（2012）

など。 

■著書 

「TOKYO TRASH web the book」（美術出版社）、「現代アート入門の入門」（光文社新書） 

「Cool Japan-疾走する日本現代アート」（BNN 新社）、「芸術のグランドデザイン」（弘文

堂）、「Warriors of Art」（講談社インターナショナル）、「観光アート」（光文社新書）、 

「The Power of Contemporary Art」（アスキー）    現在、静岡新聞にて「時評」連載中。 
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◇ 卓話 

＜現代アートと地域振興＞ 
山口 裕美 様      

（アートプロデューサー） 

成田ロータリークラブの皆さま、今回、現代アー

トに関するお話をさせていただくチャンスをいた

だきましたこと、心から感謝いたします。いきなり

ですが、現代アートは難しいとか、わからない、と

いう声が多いですが、皆さんもそうでしょうか？ 

 私は現代アートの現場から、日本の現代アートを

見てきたのですが、難しいどころか、 

とても魅力的だと感じております。今日はその理由

をお話しするためにきました。また、海外ではたっ

た１つの芸術作品がまちおこし、つまり地域活性化の中心になったりすることがあるので

す。スペインのビルバオ、イギリスのゲーツヘッド、アメリカのニューヨーク近郊のベー

コンなどがそうです。また、日本でも瀬戸内国際芸術祭や金沢２１世紀美術館の成功はご

存じでしょう。私の著書「観光アート」では、そうしたアートを活用した 

地域活性化の事例や、アート作品を見るために出掛ける旅について書きました。お時間が

あれば、ぜひお手にとってください。 

 最終的には、すでに観光資源がある成田ですが、それに加えて、新しい芸術の可能性を

探ることはとても面白いことだろうと思います。例えばアーティストに協力を依頼して、

成田でしか見られない作品を空港で展示するとか、成田でしか買えないオリジナルグッズ

を、ゆるきゃらではない、アート作品のテイストが残るようなもので作ることも非常に面

白いと思います。アート作品は未来を一足先に予見しますし、時代の空気を表現します。

身近であり、同時代性もあります。 

ぜひ、日本の表玄関である成田では、そうした現代的な日本の表現を見られるように、

していただきたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）山口裕美さんの著書「観光アート」（光文社新書） 

（中）2013 年の第５５回ヴェネチアビエンナーレのオープニング風景 

（右）同じく第５５回ヴェネチアビエンナーレの中国現代アートの企画展「VOICE OF 

THE UNSEEN」のスポンサーフラッグ 
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◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 
 
※ 平山金吾会員よりニューモラルを全会員分頂きました。 
 

第 12 回 理事・役員会 

１．今後の行事日程について 

  ６月の予定                                     

     ６月 ６日（金）  月初例会 卓話 山口 裕美氏 12 回合同理事・役員会 

     ６月１３日（金）  クラブ協議会（次年度委員長活動方針発表） 

     ６月２０日（水）  クラブ協議会（当年度事業総括） 

     ６月２７日（金）  最終例会 ＡＮＡホテル ゴルフ同好会 

               点鐘１８：３０ 会費７，０００円、家族６，０００円 

  ７月の予定                                     

     ７月 ４日（金）  夜間家族例会 祭りをみよう会 場所：菊屋 

     ７月１１日（金）  通常例会 クラブ協議会 第１回理事・役員会 

     ７月１８日（水）  通常例会 

     ７月２５日（金）  通常例会 卓話者 ＮＡＡ 夏目社長                    承認 

２．ホワイトボード搬入の件 

  次年度より使用                                           承認 

３．退会・入会の件 

福原 孝一 会員（６月末退会）→後藤 敦 氏（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 ホテル支配人） 

田村 幸宏 会員（６月末退会）→７月中旬予定                              承認 

４．今年度の会計について 

会計監査終了後、メールＢＯＸに入れ、会計より詳細説明いたします。                   承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 5 月 25 日 那須ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 靖彦、平野 省二、小川 賢、石橋 菊太郎、松田 泰長 

小宮山 四郎 各会員 
5 月 30 日 次期長期計画（ＣＬＰ）委員会 

松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、佐久間 高直、福原 孝一 

諸岡 正徳、吉田稔 各会員 
5 月 30 日 次期親睦委員会 

設楽 正行 会員 6 月 3 日 富里ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

設楽 正行 会員 6 月 4 日 印西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、佐瀬 和年、成田 温、吉田 嘉浩、松田 泰長 

石川 憲弘、神﨑 誠、小柳 政和、平山 秀樹、諸岡 靖彦 

矢島 紀昭、小寺 真澄、堀口 路加、石橋 菊太郎、設楽 正行 

深堀 伸之、平野 省二、豊田 磐 各会員 

6 月 6 日 第 12 回理事・役員会 

平山 金吾 会員 6 月 6 日 米山記念奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７ ６６ ３６ ３０ ５４．５４％ 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 

 


