国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2709 回例会 平成 28 年 7 月 1 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
香取 竜也 サブリーダー
先月の出席率は 77.3％でした。今年度も一年間ご協力、よろしくお願いいたします。
◇

月初めのお願い

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
齊藤 三智夫 会員
本日と 15 日はクラブ協議会になりますので、委員会ごとに着席していただきたいと思って
おります。これを機に委員会の方との親睦を深めていただけたらと思います。そして、今
年も月初めのくじ引きを続けていきますので、8 月より皆様のご協力よろしくお願いいた
します。
◇

新旧バッチ交換

佐瀬直前会長、深堀前年度幹事からそれぞれ
石川憲弘会長、吉田稔幹事へ

◇
◇

点
鐘
国歌斉唱

◇ ロータリーソング
◇ 四つのテスト
◇ お客様紹介
◇ 誕生日
松田泰長会員ｓ23.7.31
成田温会員ｓ24.7.25

石川

憲弘

会長

奉仕の理想
歌唱
米山記念奨学生

小寺真澄会員ｓ35.7.31
小岩井学会員ｓ43.7.16
石橋菊太郎会員ｓ22.7.5（欠席）
1

シ

イーチェンさん

◇

ニコニコボックス
吉田 稔 会員：今年度幹事を仰せつかりました。若輩者ではご
ざいますのでお気づきの点がございましたら、バシバシとご指摘
をいただきお役に立てればと思っておりますので一年間よろしく
お願いいたします。
佐藤

英雄

会員：チャリティーコンサートの収支報告を週報の

裏面に掲載してあります。
収入 3,412,838 円 支出 2,477,386 円 余剰金 935,452 円
このうち熊本地震義援金を 30 万円支払い済み、また陸前高田ロー
タリークラブを通じて高田松原を守る会へ寄付予定です。これは、
成田高校のインターアクト部のみなさんに、夏休みに現地へ行っ
ていただき義援金 70 万円をお渡しするというスケジュールで考えております。その他はこ
の際の諸経費に充てる予定です。
甲田

直弘

会員：当ホテル屋上防水工事を平山建設様にお願い

しており先月末に工事が終了した旨のご報告を受けました。感謝
の意を込めてニコニコさせていただきます。
設楽 正行 会員：今週の月曜日から水曜日まで町内会の有志で
2 泊 3 日の北海道旅行を楽しんで参りました。行きは新幹線のグ
ランクラス、帰りは飛行機を利用しました。新幹線特需でしょう
か、函館、小樽、札幌大変大勢の観光客で賑わっておりました。
平山 秀樹 会員：先ほどは、甲田会員から Uーシティホテルさ
んの防水工事をさせていただいたことをニコニコいただき感謝
申し上げます。ご指名をいただいて仕事をさせていただき、その
上、こうしてニコニコまでしていただけることは、建築屋として
冥利に尽きます。
先日ニコニコさせていただいた「世界でよいことをしよう」（ロ
ータリー財団百年史）があまりに素晴らしかったので、何冊か取り寄せました。三冊ほど
クラブに寄付というか、備え付にさせていただきます。よろしければお読みください。選
挙中ですので名前はふせますが、実は先日コスモ RC の城之内会員とある参議院議員さん
と会いました。その時、たまたま二人ともロータリーのバッチを着けていました。そのバ
ッチを見て、
「私はロータリーのお陰で今があるのです」とおっしゃいました。その方は米
国に留学して博士号を取得されたのが、今に繋がっているのだそうです。その米国留学の
一番大事な１年目を支えたのが二千人の中から選ばれたロータリー奨学金だったのだそう
です。当時のロータリークラブとのやりとりもお話しくださいました。大変感激しました。
この方にも、「世界でよいことをしよう」を送らせていただこうと考えています。
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◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

皆さんこんにちは、今日は初めてゴルフのコースに出た時
のように緊張しております。ＯＢを打たないように気をつ
けたいと思いますがどうでしょうか。私などは成田ロータ
リークラブ会長の器ではございませんが、一年間精一杯努
めさせていただきます。今年度の活動計画は、クラブ協議
会において後程発表させていただきますが、クラブ会員と
その家族が一体となって、明るく何でも言い合える心の底
から信頼し合える成田ロータリークラブを目指したいと考えております。その為に、成田
ロータリークラブ初であります「オブザーバー」を構成表枠外に設けさせていただき、こ
の重要な役を私の推薦者であります渡辺孝会員と、成田ロータリークラブの歴史をよく御
存じの近藤博貴会員にお願いしましたところ、気持ちよく引き受けていただきました。今
後は「オブザーバー」のお二人に意見を聞きながら吉田幹事、そして各委員長と相談をし
ながらクラブの運営を進めていきたいと思います。この一年間いろいろなことがあると思
いますが、私の至らぬところは会員皆様にご支援とご協力をいただきながら乗り切ってい
きたいと願っております。簡単ではありますが、これにて会長就任の挨拶とさせていただ
きます。
◇

委嘱状授与

2016-17 年度国際ロータリー2790 地区
ロータリー研修委員会委員
松田 泰長
2016-17 年度国際ロータリー2790 地区
地区幹事
神﨑 誠 会員
2016-17 年度国際ロータリー2790 地区
月信委員会委員
齊藤 三智夫 会員

会員

◇ 米山記念奨学金授与
米山記念奨学生
シ イーチェンさん（千葉大学大学院）
皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。今日また
一ヶ月に一回の近況報告をさせていただき光栄に存じます。
日本に来てもう四か月、授業も後半に近く、いよいよテストの
時期になります。昨日までに 2 つ建築コンペがやっと終わりま
した。また前期の授業料は全額減免して頂き、感激しておりま
す。これからも一層研究を精進します。御貴重な時間、ご清聴
頂きありがとうございました。
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◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪回覧≫
・例会変更
成田コスモポリタンロータリークラブ
・2015-16 年度櫻木ガバナー事務所閉鎖のご案内
・2016-17 年度第 2790 地区ホームページ開設などのご案内
・財団室ＮＥＷＳ7 月号
・地区より熊本地震への義捐金のお礼と送金のお知らせ
・銚子ロータリークラブ事務局
6 月 23 日（木）より
住 所：（旧）銚子商工会館 1 階→（新）銚子商工会館４階
ＴＥＬ：（旧）0479-25-3111
→（新）0479-23-0750
※ＦＡＸ番号、メールアドレスは変更ありません。
・赤十字より赤十字活動資金協力のお礼
・成田山函館別院より 120 周年記念大祭のお礼のお手紙
≪連絡≫
・各種出欠表
・７月のレート １０２円
・第 1 回役員会、理事会

クラブ協議会
司会進行
・審議事項
１．名誉会員推薦の件
成田山新勝寺 橋本照稔貫首
２．出席免除承認の件
藤﨑 壽路会員、山崎 義人会員、松田

吉田

稔

幹事

石川憲弘会長
石川憲弘会長
泰長会員

３．取引銀行承認の件
千葉銀行成田支店
４．７月１日現在の会員数承認の件
59 名

石川憲弘会長

５．収支予算（案）審議承認の件

髙橋

６．クラブ計画書審議承認の件

石川憲弘会長

石川憲弘会長

【各委員会活動計画】
・会長挨拶
石川 憲弘 会長
２０１６－２０１７年度、歴史ある成田ロータリークラブの会
長を仰せつかり大変光栄であると同時にその重責に不安もあり
ますが、会員皆様の温かいご指導ご支援のもと一年間の役職を
全うしたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
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正会計

２０１６－２０１７年度国際ロータリー会長ジョンＦジャーム氏のテーマは、
単純に「人類に奉仕するロータリー」とし、「最重点取組事項」は会員増強としておりま
す。「ロータリアンは平等で、私たちはチームの一員だ。みなさんが指導力を発揮し、皆
で協力して多くの人々の人生を良いものにしようと」と語っております。
今年度、成田ロータリークラブはそのためのＲＩ最重点取組事項である「会員増強」の
具現化を推進してまいります。地区が推奨する２名以上の会員増に挑戦し、多くの親愛な
る方々を私たちの仲間として迎え入れたいと思います。
会員数の拡大は、人的にも金銭的にもクラブの奉仕活動の活性化と強化につながります。
「会員増強」にあたっては、質か数かの議論もありますがロータリーの目的を理解し、「四
つのテスト」が実践できる方、あるいはその可能性のある方であれば、どなたでもロータ
リアンになる資格があると考えます。良き友人の輪を大きく広げようではありませんか。
そして、社会奉仕として地元にある障害者施設である「大成会かしの木園」を支援する
予定です。私たちの地元にある障害者施設を見て見ぬふりはできません。少しでも力にな
りたいと考えます。
また、国際奉仕としては社会福祉協議会を通じて以前から行っております
「ジョイセフ（女性の命と健康を守るために活動している国際協力ＮＧＯ）」に
使用済み切手を送ることを推し進めてまいります。お金をかけない、時間をかけない事業
として会員全員に更なるご協力をお願いいたします。そして、佐瀬会長年度より支援して
おりますモンゴル事業にも予算を組み入れ側面から協力する予定でおります。
職業奉仕はロータリー特有の奉仕活動だとおもいます。会員各自が自身の職業に「誇り」
と「愛情」を持ち、最大限の努力をして、各自の職業に邁進し、達成した利益を社会に少
しでも多く還元できたならばそれが社会への職業奉仕と考えております。そのためには各
自が事業者として、高い倫理感をもって常に努力すべきだと考えます。
今年度のクラブ運営にあたり、国際ロータリー第２７９０地区今年度会長青木貞雄ガバ
ナーは「従来の施策等を踏襲するのではなく、元気なクラブづくり、また仲間の輪の拡大
を目指し、会員にとって魅力あるクラブ運営活動を具体化すべく、積極的に変革に挑戦し
てください」と語られておられます。また、ロータリーの創設者ポールハリスは、「ロー
タリーは小学校の同窓会のようなものだ」と語っております。当クラブも会員同士が小学
生のように何でも言い合える明るい風透しの良いクラブにしていきたいと思っております。
また、会員のみならず家族同志も親しく楽しいクラブにしたいと考えております。
そして会員全員が一日一回誇りを持って「自分がロータリアン」であることを思い出す
べきではないでしょうか。
＜今年度活動方針＞
１、 会員 増強 ＲＩ最重点取組事項であるため、純増２名以上（特に女性
会員の入会）を目標とする。同時に未充填職業人の発掘に
努める
２、 クラブ広報 地域への知名度と認知度の向上を図る
３、 親

睦

クラブ運営のすべてを明るく楽しいものにするのは奉仕を
通して行われる親睦と考えます。
家族例会などでは、最後に「手と手をつないで」を全員で
5

歌い、クラブの結束を図り、楽しいロータリー家族の実現
を目指します
４、 奉仕 活動 社会奉仕として「大成会かしの木園」支援例会を予定して
おります
５、 青少年奉仕 継続事業として剣道大会、単年事業としてボーイスカウト
活動を支援します
６、 ロータリー財団 米山奨学会への理解と協力を仰ぎます
浅学非才の私ですが、会員皆様のご指導を仰ぎながら幹事吉田会員と共に歴史ある成田
ロータリークラブの理念を逸脱することなく会員家族相互の親睦を深めることに努めてま
いります。
・内規規定審議委員会

設楽

正行

委員長

前年度説明済みであり、松田会員からも説明済み、FAX、メー
ルでも送付済みであります。
入会金は廃止ですが、別の形で名目を変えて予算の中に計上す
る予定です。定款に反しない限り、定款、細則において最適な
活動ができるようなものを、一年かけて考えていこうと思って
おります。
・長期計画（ＣＬＰ）委員会
松田 泰長 委員長
この委員会は年度ごとに変わる RI 会長、地区ガバナーそし
てクラブ会長の掲げる単年度目標に基づいた委員会諸活動に
対する検証をする役目と、単年度ではなくスパンを長くした視
点でロータリー理念と 56 年の歴史を共に考えて成田ロータリ
ークラブの在り方を考える委員会です。
成田ロータリークラブは創立から 56 年の歴史に於いて日本、
地区の多くのクラブが抱えている衰退の危機に遭遇していま
せん。
なぜでしょうか。地域経済の差もありますが、一番の要素は先輩からのロータリー理念を
理解し育ててきたからです。ロータリーとはとの答えに「奉仕団体」と答えてしまうほど
寄付と奉仕活動に重点が置かれてしまい、職業奉仕に繋がるロータリー理念が忘れかけて
います。
丁度 10 年前の設楽会長エレクト年度にクラブの在り方を考える CLP 準備委員会が設け
られ 2 年間に渡る協議の上、小川会長年度に成田流 CLP が運用をはじめました。
CLP 体制での組織図にのって形は素晴らしいものが定着して来ました、そのことに安心し
て「ロータリー理念」の伝承に手を抜いてしまいました。このままで数年が過ぎるとクラ
ブメンバーの多くがロータリー理念を語れなくなってしまいます。
また、クラブ定款が大幅に緩やかになり重要部分をクラブ細則で決めて行かなくてはな
らない状況になってきました。
「ロータリーとは人間形成する精神的修養の場であり、単なる奉仕団体やボランティア団
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体ではない」。この原点を内規規程委員会、クラブ研修委員会と連動しながら、歴史に相
応しい成田ロータリークラブをみなさんと一緒に考えて行きたいと思います。
２０１６～１７年度クラブ協議会が開催され、クラブ活動計画書に基づき説明があり活動
計画は承認されました。
◇

点

鐘

石川

憲弘

会長

第 1 回役員・理事会
１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認
７月の予定
１日 (金)
月初例会
就任式 第 1 回役員・理事会 クラブ協議会パートⅠ
８日 (金)
祭りを見よう会
場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０
１５日 (金)
通常例会
クラブ協議会パートⅡ
２２日 (金)
通常例会
２９日 (金)
休会
第９分区ゴルフコンペ（定款第 8 条第 1 節）
8 月の予定
５日 (金)
月初例会
第２回役員・理事会
１２日 (金)
休会
お盆 （定款第 8 条第 1 節）
１９日 (金)
通常例会
２６日 (金)
月見例会
ゆめ牧場 点鐘 18：30
※8 月 28 日（日）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：玉造中学校（予定）
7 月 30 日（土）地区研修セミナー 佐瀬会員参加予定
２．名誉会員の承認
成田山新勝寺 橋本照稔貫首
３．出席免除者の承認
山崎 義人 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ｂ））
藤﨑 壽路 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ａ）
松田 泰長 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ｂ））
４．会員の退会の件（6 月末退会）
小坂 裕巳 会員（京葉銀行）／横田 匡彦 会員（ウェザー・サービス）
５．会員入会の件
宮崎 修一 氏（宮崎畜産株式会社 代表取締役）
６．取引銀行承認の件
千葉銀行成田支店
７．収支予算承認の件
８．誕生日、結婚記念品の件
誕生日記念 成田山邦：小宮山四郎 会員
結婚記念
米屋：諸岡靖彦 会員
９．第９分区ゴルフコンペの件
7 月 29 日（金）大栄カントリー倶楽部 幹事：成田ロータリークラブ
クラブ負担金 30,000 円、個人エントリー費 3,000 円 クラブより負担
１０．地区大会記念ゴルフ大会の件
7 月 4 日（月）WEB 登録開始 現在希望者 10 名（登録済み）
小宮山会員、石川会員、成田会員、神﨑会員、平山会員、長原会員、小寺会員、吉田会員、齊藤会員、村嶋会員
9 月 13 日（火）久能カントリー 幹事：成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
１１．東京中央新ロータリークラブ 15 周年記念例会出席について
会長、幹事出席 会費：20,000 円（一人）
出 席

承認
承認

承認
承認
承認
承認

承認
承認

承認
承認

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

５９

５８

４０

１８

６８．９７％

８０．０２％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

名

石川 憲弘、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、高橋
神﨑 誠、齊藤 三智夫、喜久川 登、小宮山 四郎
吉田 稔、小岩井 学、近藤 博貴、渡辺 孝 各会員

月

日

ク ラ ブ 名

正
７月１日

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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第１回理事・役員会

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
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