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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 2568回例会 平成 25年 7月 12 日（金） 

 

◇ 平山 秀樹 会員増強・退会防止委員長（出席奨励）より一言 

充実した楽しい例会が最大の退会防止であり、会員増強であります

ので、是非皆様、ご努力、ご留意のほどよろしくお願いいたします。

またお互いの誘い合いが退会防止、会員増強の上でも大変大事なこと

かと思いますので声掛け等をお願いできればと思い、最初のご挨拶と

させていただきます。 

 

◇ 小澤 美良 Ｓ．Ａ．Ａ．（正）より一言 

 年度初めの例会となりますので、一言お願いをさせていただきます。

これまでＳ．Ａ．Ａ．は、うるさいぐらいに厳しく言っておりました

が、大人の皆様の紳士淑女の集まりですので、秩序のある中での例会

を、みんなで楽しくできればと思っております。ただ出欠の届を必ず

出していただくようお願い申し上げます。 

 

◇ 新旧バッチ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 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 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ  越川 和哉 様 

◇ 誕生日 

石橋 菊太郎 会員、松田 泰長 会員、 

成田 温 会員、小寺 真澄 会員 

丸岡 晋 会員（欠）、山崎 義人 会員（欠） 

小宮山四郎直前会長から

遠藤英一会長へ 

石川憲弘前年度幹事から

成田温幹事へ 
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◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：今年度第 1 回目の例会である“祭りを見よう会”
に、当菊屋をご利用いただきありがとうございました。大変盛況でエン
トリー46 名、飛び入り 3 名。遠藤年度は大変縁起のいいスタートとなり
勢いがついたのではないかと思います。 

 

設楽 正行 会員：遠藤年度も始まり、いよいよ私のガバナー補佐年度
も始まりました。富里 2 回、そして八街ロータリークラブへ行ってまい

りました。無事に 1 年間終わりますようにニコニコさせていただきます。 

それともう一つ、この場をお借りして少しお話しさせていただきます。
今年度、従来のガバナー公式訪問とは方法が変わりました。従来は、ガ
バナー公式訪問に於いて、クラブ協議会を開き各委員長さんが発表し、
それに対してガバナーが講評をして終わるという形でした。本年度は、

2 週間前にガバナー補佐訪問があります。その時にクラブ協議会を開催していただき、委
員長さんに発表してもらい私が講評します。そしてその 2 週間後に、私が分からなかった
り、あるいは曖昧だったりした点についてガバナーが直接皆さんとお話合いをします。ガ

バナーが直接投げかけてキャッチボールをするという形での公式訪問になりますので、そ
の辺を心得ておいていただきたいと思います。 

 

諸岡 靖彦 会員：遠藤会長年度のクラブ管理運営を担当いたします。
毎回の例会を会員の皆様にとって楽しく有意義で、自分の世界を拡げら
れるような場と内容にしてゆきたい、と念願しています。新会長の門出
を祝して、ニコニコボックスに投入いたします。さて、私の周辺で嬉し

いことがありました。去る５月１２日に閉幕した第２６回         
全国菓子大博覧会・広島に出品しておりましたなごみの米屋・ぴーなっ

つ最中が、最高栄誉の＜名誉総裁賞＞を受賞し、このたびその賞品の現物が届きました。
この博覧会の名誉総裁は、三笠宮崇仁親王殿下のお孫さんで、故寛仁殿下のお嬢様であり
ます彬子（あきこ）女王殿下です。 

 

遠藤 英一 会長：1 年間、よろしくお願いいたします。 

 

神﨑 誠 会員：7 月 3 日、遠山地区の親睦ゴルフ大会が開催されまし
た。成田ロータリークラブから、小宮山直前会長、石川前年度幹事、佐
久間会員、仲村会員、長原会員に参加いただき、総勢 179 名で大盛況の
うちに終了いたしました。それともう一つ、今年から成田祗園祭で、弊
社が薬師堂前警備を担当し、先日無事遂行完了することが出来ました。
御礼申し上げます。 

 

角田 幸弘 会員：先日、”祭りを見よう会”には、息子の貴軌が皆様
の御寵愛を受けありがとうございました。遠藤会長から奥様方に粋なは
からいのぽち袋が配られました。しかし全部うちの子どもが使わせてい
ただいたようで御礼申し上げます。いつものごとく、”祭りを見よう会”
が終わり射的に行きました。射的では景品としてすぐ壊れそうな銃を４
丁もらい、代わりに携帯電話を落としてきました。しかし、良い方に拾
われ、成田警察署から連絡があり無事に戻ってきました。 
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松田 泰長 会員：いよいよ遠藤、成田年度が始まりました。私もこ

の１年勉強していきたいと思います。 

 

滝澤 尚二 会員：成田ケーブルテレビの社長に深堀会員が就任いた
しまして、私は会長として少し楽をさせてもらい深堀会員をしごいて
いこうと思っております。いい身分になりましたので今日は大金をニ
コニコさせていただきます。 

 

深堀 伸之 会員：６月１９日付をもちましてケーブルテレビの代表
取締役になりました。滝澤会長には２５年間やっていただき偉大な社
長でした。同じことはとてもできないなというのが、今の率直な感想
です。会社の理念、経営哲学はしっかり学んだつもりでございますが、
今後、滝澤前社長がやってきたことを追い抜いていかなければという
大きな課題が与えられたのかなと思っております。それには、コミュ
ニティーチャンネルの充実が一番大事でございますので、出席奨励委
員のリーダーにもなりましたことから、一生懸命、そしてしっかり例

会に出席し、皆様から情報を得て、良いコミュニティーチャンネルづ
くりに邁進したいと思っております。引き続き相変わらぬご贔屓をよ
ろしくお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちわ。この７月１日より１年間、成田ロータリー・

クラブの会長を務めさせていただく遠藤英一です。実際には先週

の５日が新年度第１回の例会であったのですが、菊屋様のご好意

により、例年どおり「祭りを見よう会」の家族例会とし、米山奨

学生のムンクバト君はじめ、会員、奥様、そしてお子様と飛び入

りも含めて５０人近い参加者により、例年にも増してにぎやかな

家族例会となりました。また、例年より２０日も早い梅雨明け、

皆様くれぐれも健康にはご留意ください。 

本年度の関口徳雄ガバナーの方針は、ロータリー活動本来の柱である奉仕活動を積極的

に行うことを大前提として、とくにロータリーにおける親睦活動に軸足を置いて、改めて

親睦の意味を問い直そうというものです。当クラブのテーマも「活力に満ちた楽しいクラ

ブを目指して」とさせていただきました。まず、通常の例会が楽しいものとなることを最

優先で目指すことはもちろん、この先もいくつかの家族例会を開催すること、そして親睦

旅行の計画も進みつつあります。この目標を達成するために、成田幹事ともども各委員会

の協力により一丸となって邁進する所存であります。会員各位の積極的なご協力をお願い

申し上げます｡ 

 さらに、本年度の当クラブの一大イベントとして、この８月９日（金曜日）に成田高等

学校にて開催が予定されております「第４７回インターアクト地区大会」への全面支援が

あります。当日は金曜日でもあることから「移動例会」といたし、皆様にも坊入りしてい

ただくこととしました。今回の大会のテーマの１つに、東日本大震災を忘れないための被

災地への支援物資の提供があります。詳細については、担当委員会より会員の皆様にご協

力をお願いすることとなりますが、重ねてさらなるご協力をお願い申し上げます｡ 

 本日は、この後本年度の「クラブ活動計画書」の内容および予算に関するクラブ協議会
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が控えておりますので、あいさつはこれで終わりとさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 それと、本年度の通常例会時に限り、会長挨拶の時間内に余裕があれば、たとえば「一

言、言わせろ」といった２分程度のコーナーを設けさせていただきます。理事会での承認

事項等はその都度、週報に記載されておりますが、皆様のご意見、ご不満でもけっこうで

すので賜れればと考えた次第です。 

 最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの越川様、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。楽しいお時間をお過ごしください。 

                             

◇ 委嘱状授与 

２０１３－２０１４年度  

国際ロータリー第２７９０地区  

地区諮問委員会委員      平山 金吾 会員 

  第９分区ガバナー補佐     設楽 正行 会員 

青少年奉仕委員会委員長／地区危機管理委員会委員  石橋 菊太郎 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 皆出席表彰 

３５回 平山 金吾 会員 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ会報  堀口 路加 サブリーダー 

一年間、クラブ会報委員を務めることになりました堀口で

ございます。角田リーダーが本日出席できないため、代わり

にクラブ会報委員会からお願いをさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いします。 

６月２１日、例会終了後の合同委員会にて今年度のクラブ

会報作成について話し合われ、本日の例会で「会員の手作り

による週報作成にご協力ください」という趣旨でクラブ会報

担当から呼びかけることになりました。 

 

「クラブ会報担当」より、週報作成にあたっての再確認(お願い) 

〇会員の手作り会報を目指すという観点から今年度も週報作成にあたって、会員の皆様の

御協力をお願いいたします。 
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〇例会での議事は基本的にはＩＣレコーダーにて録音しておりますが、レコーダーから原

稿起こしをするのは大変手間がかかり、また、スピーチの趣旨が正しく伝わるよう編集す

るにも苦労致します。従いまして、今年度もスピーチされる皆様におかれましては以下の

御協力をお願いいたします。 

（１）ニコニコされる方は、必ずニコニコボックスの所においてあるスピーチ用紙に趣旨

を記入し、ボックスの中に入れて下さい。 

（２）挨拶や委員会報告、卓話など会員からのスピーチや報告事項は、ファイル形式で原

稿を事務局に送っていただくか、手元の原稿やメモを事務局にお渡しいただけると、編集

が正確、かつラクになりますので、引き続きご協力をお願いします。 

〇会員以外の方の卓話につきましても、同様にファイル形式で原稿を作成していただける

と趣旨がブレずに記録できますので、卓話依頼者の会員がその旨、調整していただけると

大変助かります。 

以上、新年度にあたりまして、「クラブ会報」からのお願いでした。お手数をおかけしま

すが、よろしくお願いします。 

 

・ロータリー財団  阿部 慎一 リーダー 

年次寄付      石橋 菊太郎 会員 

平和フェロー冠名基金    平山 金吾 会員 

 

・米山記念奨学会    近藤 博貴 リーダー 

平山 金吾 会員  

 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

今年 1 年間、皆さんに是非読んでいただきたい「ロータリーの友」

の記事をご紹介していきたいと思います。早速ですが、５ページのＲ

Ｉ指定記事ということで「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生

を」しっかり読んでいただきたいと思います。また、７月２３日（火）、

報道関係者を招いてのメディア協議会がＵ－シティホテルで開催さ

れます。１８時開始。多くの方の参加をお待ちしております。 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

〇回覧 

・例会変更 八街・富里ロータリークラブ 

・週  報  富里・印西・八街・多古ロータリークラブ 

・活動計画書 八街・富里ロータリークラブ 

〇ガバナー事務所より 

・７月のレート ９９円 

・地区大会フェローシップゴルフ大会の案内 

・国際奉仕ロータリー財団委員会合同セミナー開催のご案内 

・職業奉仕セミナー開催のご案内 

・ロータリー・米山記念奨学会米山卓話依頼のご案内 
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クラブ協議会 

 

司会進行    成田 温 幹事 

 

１．名誉会員推薦の件                遠藤 英一 会長     
２．７月１日現在の会員数の確認     平山 秀樹 会員増強・退会防止委員長 
  会員総数 61 名 

３．収支予算（案）審議承認の件           成田 温 幹事    
４．クラブ活動計画書審議承認の件          遠藤 英一 会長 
  時間の関係上、各委員会におきましては、6 月 8 日の例会で発表済みのため省略し、
特別委員会のみの発表とさせていただきます。 
 
・長期計画（ＣＬＰ）委員会             平野 省二 委員長 

 成田ロータリークラブがＣＬＰを導入してクラブ活性化に一

応の成果を遂げたところではあるが、効果的なクラブ運営には、全

会員の参加と情報の共有をめざすことをクラブ活動の柱として周

知徹底と意思疎通は欠かせません。長期計画の中にあっても定期的

に Plan・Do・Check・Action（活動計画・実行・検証・行動）の

手法を用いて、単年度の活動から継続性のある活動を容易にするた

めに、必要に応じて全ての常設委員会が所掌する事項について、次

年度以降も継続する中長期のプロジェクトを立案・策定して理事会に提言し、年度内数回

の委員会を開催の後、随時報告書を取りまとめて理事会に提出します。 

 また、ＣＬＰの実施のなかで提唱する次世代の指導者（ロータリーリーダー）の育成を

確実にするため、会員を地区研修セミナー、ＲＬＩ（ロータリーリーダシップ研究会）等

へ派遣を推挙します。 

 奉仕プロジェクトにあっては継続事業の活動チェックと、新規事業の計画・立案を模索

し適切な事業には予算措置を講ずると共に、地区補助金の早期申請活用、特にロータリー

財団にあっては毎年地区トップの高額寄付を維持しているクラブとして、2013～14 年度か

らロータリー財団の未来の夢計画がスタートするにあたって、早めの事業活動の企画・立

案を構築して補助金の活用を強く進言するものであります。 

 以上、長期計画（ＣＬＰ）委員会を 1 年間、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの手法を活用して活動して

まいります。 

 

・クラブ研修委員会           小宮山 四郎 委員長 

クラブ研修は、如何にしてロータリーを理解してクラブ活動を楽し

みながら参加できるかを勉強し合う場所です。例会の目的は、職業上

の発想の交換を通じて、分ち合いの精神による事業の永続性を学び、

友情を深め、自己改善を図ることにあり、その結果として奉仕の心が

育まれてきます。昨年度、ＲＩ会長の田中作次氏は、「ロータリアン

なら誰しも、自分にとって特別な意味のある経験があると思います。

これを『ロータリー・モメント（心に残るロータリー体験）』と呼ぶ

人もいます。この様な経験を分かち合うことは非常に大切なことだと言っております。た
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だ、例会に出席するだけでなく、例会で何かの役割を果たすことで知り合いが増え、やが

て友人に変り、このことでその人の『ロータリー・モメント』ができます。 

ロータリー研修委員会は、新入会員の方が１日も早くクラブに溶け込み、友情と親睦の

すばらしさをご理解いただき、クラブ活動に積極的に参加し、クラブが地域社会への奉仕

活動や、世界平和と親善に寄与できる環境づくりには、新入会員のみならず全会員の研鑽

の場として研修委員会が充分に機能できるよう、研修会を重ねたいと思います。このこと

により会員基盤は盤石となり、成田ロータリークラブの活性化に繋がると考えますので、

会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 
・指名委員会              小宮山 四郎 委員長 

 ＣＬＰの導入により、指名委員会ができ、それまで難航していた

会長の指名が、現遠藤会長を含めて３代先までの会長を選考するこ

とになり、スムーズに成ってきました。従って、期間的な余裕が出

来、指名をされた候補者は、心に余裕を持って３年後会長職に向か

って充分準備が出来ることに成ります。本年度指名委員会を担当さ

せて頂く事になり、９月までに委員会を開き、会長候補者を指名し

たいと思いますので皆様のご協力をお願いいたします。 

 

・内規規定委員会            松田 泰長 委員長 

昨年に引き続き二期目の就任です。これは 2013 年規定審議会の決

議を反映したクラブ定款と細則の変更が完全に終了していないこと

から、継続した作業をさせて貰うためです。 

今回の規定審議会でＲＩ細則にあるガバナーの任務に「ガバナーは

公式訪問の折に、クラブの定款や細則が規定審議会の結果に従い、Ｒ

Ｉ 組織規定に準拠したものかどうか確認。」が追加されました。定

款は 3 年に一度の規定審議会で改定され、クラブはそれを反映し細則を改定しなければい

けません。これらは成田ロータリークラブ全ての活動の指針であり、後ろ盾になるもので

常に最適化をしておかなくてはならない大切なものです。 

皆さんの身近な存在になるように検討していきたいと思います。 

 
６．取引銀行口座承認の件              遠藤 英一 会長 
 

２０１３～１４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   小宮山 四郎 会長 

 
第 1 回理事・役員会 

１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認 
７月の予定  

５日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０ 
１２日 (金) クラブ協議会 就任式 第 1 回理事・役員会 

 １９日 (金) 通常例会 卓話 阿部 慎一 会員 
 ２６日 (金) 通常例会 第 2 回理事・役員会 

8 月の予定  
２日 (金) 家族移動例会 スカイツリー・東京ドーム 
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９日 (金) 移動例会 成田高校 １２：３０点鐘 
第 47 回インターアクト年次大会 

１６日 (金) 休会（お盆） 
２３日 (金) 通常例会 ガバナー補佐訪問 
３０日 (金) 通常例会 卓話 未定 

※7 月 26 日（火）メディア定例協議会 場所 Ｕ－シティホテル １８：００～ 
 7 月 27 日（土）第 9 分区会長幹事会(八街クラブ） 

8 月 25 日（日）、成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：栄中学校 
承認 

２．名誉会員の承認 
成田山新勝寺 橋本照稔貫首 

                                      承認 
３．出席免除者の承認 
山崎 義人 会員（定款第 9 条 第 3 節 （ｂ）） 
藤﨑 壽路 会員（定款第 9 条 第 3 節 （ａ）） 

承認 
４．会員の退会の件 
高橋 かしわ 会員（6 月末退会） 

承認 
５．誕生日、結婚記念品の件 
誕生日記念 （株）タスコフーズ（ケーキ） 池内 富男 会員 
結婚記念  （株）滝沢本店（酒）     滝沢 尚二 会員 

                        承認 
６．インターアクト年次大会の件 
詳細が決まり次第各会員へ連絡 

承認 
７．ボーイスカウトの寄付金の件  
活動資金 5 万円の助成 

                    承認 
８．地区大会記念ゴルフ大会の件 
開催日 10 月 7 日（月）舞鶴Ｃ．Ｃ． 
ゴルフ担当一任。希望者を募る。登録料２３，０００円のうち、半額をクラブ負担とする。 

承認 
９．親睦旅行の件 
平成 25 年 10 月 3 日（木）～10 月 5 日（土）台湾グルメ旅 
詳細は後日ＦＡＸ 
 

１０．成田コスモポリタンロータリークラブとのメイキャップ費用の清算 
前年度下期、成田ＲＣからのメーキャップ 5 名、成田ＣＲＣからのメーキャップ 8 名。従って、差額 2,500
円×3＝7,500 円を請求する。 

承認 
１１．会計監査の件 
会長一任 

承認 
１２．その他 
成田市社会福祉協議会     去年と同額 
成田スポーツフェスティバル  去年と同額の協賛 

承認 
※平山 金吾会員よりニューモラルをいただきました。 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎、大澤 浩一、矢島 紀昭 各会員 ７月２日 インターアクト合同会議 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
小澤 美良、平山 秀樹、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢 
神﨑 誠、設楽 正行 各会員 

７月１２日 第 1 回理事・役員会 

佐瀬 和年、小川 賢、阿部 慎一、近藤 博貴、豊田 磐 
平山 金吾、堀口 路加 各会員 

７月１２日 Ｒ財団・米山記念奨学委員会 

石橋 菊太郎 会員 ７月１２日 ２７９０地区危機管理委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４４ １６ ７３．３３％ ８５％ 

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 

 


