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国際ロータリー2019～20 年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2850回例会 令和元年 7月 12 日（金） 

・出席奨励   小宮山 四郎 リーダー 

6月の出席率は 69.40%でした。 RIの方針として、メーキャップは

1年間有効と言うことになりましたが、これでは色々問題がありま

すので、先ほど委員会を開催し理事会に諮り成田クラブの今後のあ

り方を検討していただき、それからどうするか決めていきたいと考

えております。その点も含め 7月 26日にテーブルディスカッショ

ンを行います。ぜひ多くの皆様に参加していただき、今後の成田ク

ラブのあり方等について討議をしていただきたいと思います。今年 1年間よろしくお願い

いたします。  

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 眞々田 美智子 会員 

移動例会がスムーズに運びますよう努めて参ります。また参加の皆

様、お客様に喜んでいただけるように取り組んで参ります。月の予

定報告をしっかり伝えていきたいと考えております。月初に行う座

席のくじ引きは、引き続き継続していく予定です。また、昔アイデ

ア賞をいただいたとお聞きします Bee Bee Flower の対応も継続し

ていきます。例会を早退される方は、事務局で 300円のボールペン

の購入をお願いいたします  

皆様の協力、ご指導のもと柔軟な心で明るく笑顔で取り組んでいきたいと思っております。

1年間よろしくお願いします。19日はクラブ協議会パートⅡ、26日は特別月間卓話となっ

ておりテーブルディスカッションを予定しております。  

◇ 点  鐘   小泉 英夫 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング  これでこそロータリー 

◇ 四つのテスト  石井 一成 会員 

◇ 誕生日 

石橋菊太郎会員ｓ22.7.5、成田温会員ｓ24.7.25 

眞々田美智子会員ｓ27.7.8、小寺真澄会員ｓ35.７.31 

奥村信行会員ｓ53.712 

【欠席】 

松田泰長会員ｓ23.7.31 高根完会員ｓ51.7.2 

◇ 結婚記念日 

【欠席】 

中野直人会員ｈ4.7.11、細井将紀ｈ9.7.5 
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◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：先日の祭りを見よう会、生憎の雨でしたが、たくさ

んの会員、ご家族の皆様に参加していただき、まさに美女美女（びじょ

びじょ）の例会となりましたが、ご利用いただきありがとうございまし

た。1年間よろしくお願いします。  

 

菊地 貴 会員：先だってからご協力を賜っておりましたチャリティープロレス大会がいよ

いよ来週 7月 15日、当ホテルで開催する運びとなっております。すでに 80枚近く皆様に

ご購入いただいておりますが、その一部を、全日本プロレスさんを通してロータリークラ

ブが頂戴するということになっております。当日リング上で贈呈式を行い、寄付を頂戴す

ると言う運びになっております。まだチケットには余裕がありますので、チャリティーに

参加されたいと言う方は、私か奥山さんにご相談ください。皆様のご協力に感謝してニコ

ニコさせていただきます。 

  

諸岡  靖彦 ガバナー：7月 1日よりガバナーに就任いたしました。  

さっそく１日は東京でガバナー会、6 日は地区指名、危機管理、諮問の

三委員会を主宰し、7日は東京で全国危機管理委員長会議に参加しまし

た。明日は千葉でロータリー財団奨学生・学友委員会で、3人の当地区

から派遣するグローバル及び地区補助金の奨学生にオリエンテーショ

ンのために、ロータリーについて卓話をします。今後１年間、皆様には格別のご助力が必

要です。よろしくお願いいたします。  

さて、当クラブの大先輩である平山金吾パストガバナーが代表を務めておりました日本道

経会・千葉支部では『道経一体セミナー～事業承継と企業永続～』と題して公開セミナー

を実施することになりました。期日は 8月 7日（水）午後 1時５０分より、平山建設様会

議室にて開催されます。参加申し込み用のチラシが皆様のポストに入れてございます。平

山秀樹会員が講師の一人として登壇されます。わたくしは実行委員長を務めます。このセ

ミナーは、前回は４年前の８月に、お元気だった平山金吾さんが主宰されて行われた 『道

経一体セミナー～徳づくりの経営～』以来の企画です。今回も、会員の皆様のご参加を、

よろしくお願いいたします。  

 

平山 秀樹 会員：先程諸岡ガバナーからお話があった通り、８月７日

に日本道経会千葉支部でお話をさせていただくことになりました。当

初、固く固辞したのですが、諸岡ガバナーから「平山君の会社で開催

するのだから、家の主が話をしないわけにはいかないだろう」と説得

され、お受けすることになりました。折角皆様の前でお話をさせてい

ただくという勉強の機会をいただいたので、現在平山家の４代１２０年の歴史を調べ直し

ております。調べながら、いまの平山建設と私があるのは、曽祖父母から父に至る親先祖

のおかげであるとの想いを改めて強くしております。また、モラロジーとのご縁があった

のも親先祖のおかげなのだと再発見しました。ありがとうございます。 
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◇ 新旧バッチ 

交換式 

 

 

 

 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

今年度、私と甲田幹事をよろしくお願いします。前年度の神﨑会

長、平山幹事お疲れ様でした。  

今日は 7月 12日、ラジオの本放送が始まった日だそうです。 

成田の祇園祭りに私も三日間行っておりました。生憎のお天気で

したが、三日間ずっと雨が降ったのは 26年ぶりだそうです。 

今年度は、諸岡ガバナー年度でもあります。成田ロータリークラブをしっかりやりながら

諸岡ガバナーもしっかり支えていきたいと思いますので、皆様ご協力のほどよろしくお願

いします。今週と来週はクラブ協議会となります。各委員会の委員長、リーダーにも協力

して頂きクラブを盛り上げたいと思っておりますのでご協力よろしくお願いします。  

 

◇ 表彰 

 米山記念奨学 第 6回マルチプル  

小寺 眞澄 会員 

◇ 委嘱状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小泉会長、甲田幹事へ会長バッ

チ、幹事バッチが引き継がれ、 

神﨑前会長、平山前幹事には、 

記念のバッチが贈呈されまし

た。 

 

ガバナー 諸岡　靖彦

戦略計画委員会 ◎ 諸岡　靖彦

地区危機管理委員会 笠原　智

地区立法案検討委員会 諸岡　靖彦

地区財務委員会 諸岡　靖彦

ロータリーの友委員会　　地区代表委員 長原　正夫

ロータリー研修委員会 小寺　真澄

理念研究委員会 石橋　菊太郎 　笠原　智

●管理運営統括委員会

会員増強・維持拡大 ◎ 諸岡　正徳 　矢野　理恵

ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ・親睦活動委員会 角田　幸弘

●青少年プログラム統括委員会

ローターアクト委員会 土井　豊彦

RYLA委員会 浅野　正博

●ロータリー財団統括委員会

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業補助金委員会 ◎

●月信委員会 ◎ 齋藤　三智夫 〇長原　正夫 成田　温

●国際大会参加推進委員会 ◎ 平山　秀樹 　 甲田　直弘 中野　直人

石田　洋平

地区大会委員会　　大会会長 池内　富男

　　　　〃　　　　　　　実行委員長 設楽　正行

　　　　〃　　　　　　　副実行委員長 佐瀬　和年

ホストクラブ

地区大会記念ゴルフ大会委員会　大会会長 小宮山　四郎

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　大会副会長 石川　憲弘

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　実行委員長 永井　秀和

●ガバナー事務所

地区幹事長 堀口　路加

地区副幹事長 成田　　温 　神﨑　　誠

地区幹事 平山　秀樹 　菊地　　貴 長原　正夫

矢野　理恵 　奥山　信行 齋藤　三智夫

◇ 近藤　博貴 ◇ローソンかおり

成田ロータリークラブ

諸岡市郎左衛門

◎…委員長　　　〇…副委員長　　　◇…会計担当
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◇ 委員会報告 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  齊藤 三智夫 委員長 

ロータリー財団 （年次寄付）1,000ドル 

齊藤 三智夫 会員、堀口 路加 会員 

ロータリー財団 （年次寄付、恒久基金、ポリオ）各 1,000 ドル 

諸岡 靖彦 会員 

米山記念奨学特別寄付 100,000円 

  諸岡 靖彦 会員、堀口 路加 会員 

・青少年奉仕    浅野 正博 リーダー 

村嶋会員の退会により、急きょ青少年リーダーを仰せつかりました

浅野です。早速、7月 15日（月）17時からビューホテルで委員会を

開催します。ご出席、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・週報  印西、富里、八街、佐原香取ロータリークラブ 

・2019 年規定審議会 クラブと地区に関連する重要な変更 

・茂原東ロータリークラブより解散のご挨拶 

・RI 日本事務局より「財団室 NEWS 7 月号」 

・成田市社会福祉協議会より「福祉なりた No.131」 

・比国育英会バギオ基金より「バギオだより 2019 年 7 月号 Vol.73」 

・ロータリー希望の風奨学金 ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「風の

便り Vol.4  No.10」 

・ロータリー囲碁同好会（GPFR）より「第 18 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

・RLI 通信 6 月号、7 月号 

・日本事務局より「コーディネーターニュース 2019 年 8 月号」 

【連絡】 

・7 月のロータリーレート 1 ドル＝108 円 

・本日、今年度の活動計画書を配布致しました。訂正箇所がございますので、正誤表にて

各自ご確認お願い致します。 

・本日の理事会は、ひばりの間です。 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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クラブ協議会 

司会進行    甲田 直弘 幹事 

【各委員会活動計画】 

・戦略計画委員会    成田 温 委員長 

成田クラブは、第２７９０地区内で最初の CLP 導入と共に CLP 委

員会を立ち上げ、その後長期計画委員会と名称を変更し、今年度

より戦略計画委員会として活動してまいります。 

RIの戦略計画立案ガイドでは、「こういうクラブになりたい」と

いうビジョンを描き、その実現に向けて目標を立てるプロセスと

あります。 

成田クラブの活動計画書に「長期計画に対する理事会承認事項」として長期計画と数値

目標が記載されており、これは現在でも十分通用する素晴らしい計画です。このままでも

良いのではとは思いますが、時間も大分経っておりちょうどよい機会ですので、今年度の

戦略計画委員会としては、諸岡ガバナー輩出クラブとしてガバナー方針に則り再検討し、

より一層の活力のある魅力的なクラブにする為の現状把握と課題抽出から始めます。 

その為、会員全員の意見をお聞きしたいところですが、そうもいかないので来る１９日

の例会終了後に戦略計画委員、地区出向者、会長エレクト、会長ノミニーの皆様にお集ま

りいただき第１回戦略計画委員会を開催いたします。上手くまとまるかわかりませんが、

大枠の内容でもまとまれば、パスト会長会を経て皆様にお知らせいたします。 

今年度は以上のように活動していきますので、宜しくお願い致します。 

 

・クラブ研修委員会    神﨑 誠 委員長 

本年度諸岡靖彦ガバナーが就任されました。また昨年の三大セミ

ナー開催に際しましては、成田 RC会員全員が一致協力して完遂す

ることが出来ました。加えて、地区スローガンで＜ロータリーか

ら千葉を元気に＞と宣言され、元気なクラブづくりを推進してお

ります。 

 そんな中、会員の地区への出向者は、諸岡ガバナー、堀口幹事

長のもと 13 名となり、各委員会で活躍、研鑽に励んでおります。一方、RLI（Rotary 

Leadership Institute）にも積極的に参加し、11 名が FT（Facilitator）として活動中で

す。 

 クラブ研修では、新会員入会時のオリエンテーションや 2 回の研修会をベースに、ロー

タリー知識の向上と実践を図るために役立てればと思っております。奉仕と親睦を両輪に、

ロータリーライフを楽しみましょう。 

 

・指名委員会      神﨑 誠 委員長  

 当委員会の役割は、小泉会長、堀口エレクト、長原ノミニーに

続く 3年後の会長候補を指名することです。 

 早い時期に指名することで、就任時までの余裕ある時間をロー
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タリー理念とクラブ運営を考えることに使えます。 

 会長経験者全員が委員となっており、クラブや地区での活動などを考慮し、公正な判断

に基づき指名推薦を行い、12月の年次総会までに決定します。会員皆様のご協力をお願い

いたします。 

 

・内規規定・危機管理委員会   設楽 正行 委員長 

前年に引き続き委員長を仰せつかりました。昨年度に３年に一度

の定款の変更が行われいち早く資料作成に取り込み、クラブ協議

会において説明を行い、活動計画書に掲載いたしました。そこで、

メーキャップ期間が 1年以内となりましたが、前回(3年前)の入会

金の徴収問題で、当初取ってはならないと決定したことが、後に

其々のクラブの自由でよいとなったと同様、各クラブそれぞれに

決定してよいことになりました。ＲⅠの理事会の決定が揺れている事を不審に思うわけで

す。これにより本年度はもう一度理事会において期間の決定をしていただかなければなり

ません。それを元に細則の変更を行います。 

 また年度内に行うことは長期計画委員会を戦略計画委員会に変更する点につき当該委員

会と慎重に協議を行い、細則の変更を行うこととなります。 

 長期計画の活動の指標は１０年以上前の決定事項であり、新たな視点で戦略計画を策定

し、細則の中では長期計画の表現はありませんが、様々な関連項目が齟齬の無いように慎

重に精査し、会員の皆様のご理解の下、変更を行います。 

 次に危機管理に関しては、ロータリー章典に特にセクハラには慎重な行動をするように

強調されています。成田クラブの会員はロータリアンとして倫理感、品位共社会通念上間

違いのない行動をすると信じていますが、年度半ばに一度くらいはその防止策について講

習を行いたいと思います。 

 

・会員増強・維持拡大委員会   小寺 眞澄 委員長 

次年度で入会８年目、当委員会委員長に２度目の就任となりますが、

「ロータリーとは？」と思案している中このような大役を引き受け

ることになりました。 

 小泉会長のターゲットである「元気はつらつ 楽しいクラブに」

を実践するにあたり会員増強・維持拡大は、重要な要素であり、ク

ラブの将来を担うプロジェクトであり、かつ、常に実行する必要がある活動になります。 

 今年度の委員会としては、先ずは現状評価を執り行います、特に「職業分類」の見直し

を行い、多様な才能を結集して地域で幅広い活動ができるクラブであるため空白分類を重

点に増強を行います。 

 次に、現会員にもアンケート調査を行いたいと思います。成田ロータリークラブの「会

員であり続けたい」と思われるクラブになるためと、同時に「入会したい」「入会させた

い」新会員紹介もお願い致します。 

 最後に出席奨励については、本年度ガバナー所属クラブとして例会以外にも各種イベン

トへの積極的な参加をお願い致します。参加することによりロータリー魅力を再認識する

ことと思います。 
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 会員皆様のご協力があっての委員会活動になります。宜しくお願い致します。 

  

・広報・公共イメージ向上委員会  石橋 菊太郎 委員長 

2007 年度 委員会の数と、クラブを活性化しようと、数名のメン

バーで構成した成田ロータリークラブ「クラブ活性化チーム」によ

って、年度を超えた活動、長期計画が提示されました。 

 それまで単年度での活動でしたので、年度をまたぐ長期奉仕活動

という提案は画期的でした。 

 現在,当時の会員は２０名ほどの方しか在籍していませんが、皆

さん積極的に提案に取り組んで、現在に至っています。 

 この、長期にわたる奉仕活動という考え方は、R I により導入を要請されたクラブリー

ダーシッププラン（ＣＬＰ）そのものでした。 

 当 2790地区では初の取り組みであり、全国でも早い取り組みでした。 

 2010年、RＩは手続要覧の中に「長期計画」という言葉を初めて使用しました。 

 更に、2011 年「戦略計画」として、今日に至っています。 

 ○クラブのサポートと強化 

 ○人道的奉仕の重点化と増加 

 ○公共イメージと認知度の向上 

 この三点が戦略計画の骨子です。（優先項目) 

 今年度当委員会は、第三の項目にあるように、 

・ロータリークラブのイメージとブランド認知の調和 

・行動を主体とした奉仕 

・中核的価値観の推進（親睦と国際理解、倫理と高潔性、多様性 等） 

・職業奉仕の強調 

・クラブの活動の広報 

 を念頭に置き、活動する予定です。 

現在予定されている活動は、 

 ☆ホームページの見直し 

  細則と CLPからのリンクの細則の齟齬修正 

 ☆恒例のメディア協議会との交流、意見交換 

  成田クラブの奉仕活動情報提供 

 ☆ロータリーの友の記事紹介 

 ☆プログラム委員会との連動 

 ☆委員会の充実 

本年度はガバナー輩出年度であり、この点も当委員会にできることは、積極的に活動しま

す。 

◇ 点  鐘   小泉 英夫 会長 

 

 

 
 

●活動計画書訂正（62 ページ） 

米山記念奨学会寄付者名一覧  設楽 正行 1 回→11 回 
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第 1 回理事会 
１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認 
７月の予定  

５日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０  
１２日 (金) 通常例会 第 1 回理事・役員会 クラブ協議会パートⅠ 

 １９日 (金) 通常例会 クラブ協議会パートⅡ 
 ２６日 (金) 通常例会 特別月間卓話 会員増強・維持拡大 

８月の予定  
２日 (金) 通常例会 新会員卓話 第 2 回理事・役員会 

９日 (金) 通常例会 新会員卓話 
１６日 (金) 休会 夏休み （定款第 8 条第 1 節） 

２３日 (金) 通常例会 特別月間卓話 R 財団・米山記念奨学 
３０日 (金) 通常例会 新会員卓話  

※ 8 月 6 日（火）インターアクト年次大会  会場：千葉スカイウィンドウズ東天紅 
8 月 25 日（日）中学校剣道大会   会場：下総みどり学園                     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 
  藤﨑 壽路 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ａ）および細則第 11 条） 
  渡邉  孝 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ｂ）） 

諸岡 靖彦 会員（ガバナーとして RI 役員）                            承認 
4. 取引銀行承認の件 

 千葉銀行成田支店                                        承認 
5. 収支予算承認                                          承認 
6. 誕生日、結婚記念品の件 

誕生日記念 （株）ボンベルタ：立石真辞会員  （月初めにカタログ一斉送信）         
   結婚記念   (有) フラワーショップサクマ：佐久間高直会員                     承認 
7. 会友の件  
 日暮 俊久元会員                                         承認 

8. 退会の件 
  高橋晋会員（健康上）   村嶋隆美会員（一身上）                        承認     
9. 新会員の件 成田国際空港(株) 松本大樹元会員の後任  関 恒明様                   承認 

10. 新盆見舞いの件 
伊藤隆治会員、遠藤英一元会員、渡邉孝会員、藤﨑壽路会員／日にちを確認し FAX 送付         承認 

11. 会長幹事会 ７月３日(水) １人１万円 
  分区会長幹事会運営費 1 クラブ２万円                              承認 
12. モンゴル支援の件    今後の支援は、国際奉仕委員会で検討                   承認 
13. 第 10 グループ親睦ゴルフコンペ 7 月 18 日（木）参加者 7 名 
  エントリー費 21,000 円（3,000 円×7 名分）、クラブ負担金 30,000 円                承認 

14. 第 13 回成田ロータリークラブ杯 中学校剣道大会 
  地区補助金を使用  手ぬぐい、優勝旗購入予定                          承認 
15. インターアクト年次大会 8 月 6 日（火）  小坂会員出席予定                   承認 
16. 第 2580 地区インターアクト年次大会 協力について  7/15 委員会で詳細決定            承認 
17. ＲＹＬＡ実行委員選任の件  7/15 委員会で詳細決定                        承認 
18.監査について 
 今年度は、ローソン会員へ依頼                                   承認 
19.ロータリー100 周年記念ピンバッチ  70 個購入                           承認 
 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

矢野 理恵 会員 6 月 26日 柏ロータリークラブ 

眞々田 美智子 会員 7 月 11日 大阪御堂筋本町ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小泉 英夫、堀口 路加、長原 正夫、甲田 直弘、長岡 明大 
眞々田 美智子、神﨑 誠、諸岡 靖彦、小寺 眞澄 
石橋 菊太郎、矢野 理恵、角田 幸弘、齊藤 三智夫 
設楽 正行、佐瀬 和年、石井 一成 各会員 

7 月 12日 第 1回理事・役員会 

小泉 英夫、甲田 直弘、堀口 路加、小寺 眞澄、佐久間 高直 
橘 昌孝、土井 英二、菊地 貴、設楽 正行、八田羽 稔 各会員 

7 月 12日 会員増強・維持拡大委員会 

諸岡 靖彦、諸岡 市郎左衛門 各会員 ７月 13日 
地区ロータリー財団委員会 
ロータリー財団奨学生 
オリエンテーション 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６３名 ３６名 ２７名 ５７．１４％ ６８．７５％ 

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 

 


