国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2711 回例会 平成 28 年 7 月 15 日（金）
◇ 点
鐘
石川 憲弘 会長
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
伊藤 英徳 会員
◇ お客様紹介
八街ロータリークラブ
高橋 宏一 会員（第 9 分区ガバナー補佐）
小川
◇

嘉一

会員、福田

守

会員

ニコニコボックス
高橋

宏一

会員（第 9 分区ガバナー補佐）：皆さん、こんにち

は。私は本年度第９分区ガバナー補佐の髙橋宏一と申します。成
田ロータリークラブ様におきましては、石川会長、吉田幹事の新
年度を迎えられ誠におめでとうございます。また５月に当ホテル
で開催しました八街ロータリークラブ創立５０周年記念式典及
び祝賀会には、貴クラブからは多大な祝儀を頂戴し、大勢の会員
の方々にご出席を賜り誠にありがとうございました。
成田ロータリークラブ様におきましては、毎年多くの会員が、ロータリー財団や米山記
念奨学会に、多額の寄付をされていること、そして毎年地区委員を送り出し、積極的に地
区活動に貢献されていることに敬意を表します。
本日は成田ロータリークラブの貴重な例会に訪問させていただき恐縮に存じます。
成田ロータリークラブへの正式な訪問ははじめてですので、自己紹介をさせていただき
ますと、私は八街ロータリークラブに入会して３２年目になりました。職業は種苗卸売で、
今年で創業１１７年目になります。曽祖父の時代から見ますと、仕事の内容は大きく変わ
っておりますが、いわゆるタネ屋と言われている職業には変わりありません。現在は野菜
のタネ、農薬、農業資材を、農家や同業者等の事業者向けの卸し売り販売がほとんどで、
末端の消費者向けの販売は極僅かです。仕事の面では昨年１１月に息子に代表者を譲るこ
とができました。
ガバナー補佐は、ガバナーの分身として、分区内クラブとの情報交換・連携を密にして、
その円滑な管理運営に努めることが求められております。私にとりましては大変重責を感
じますが、お引き受けした以上、分区内会員の皆様のご協力をいただき、その職責を果た
していく所存です。
そして同じ第９分区内の成田コスモポリタンクラブから、青木ガバナーを輩出し、同じ
分区のガバナー補佐として務められることを大変光栄に思っております。
成田クラブの訪問に際し、さて何を話そうか、むしろ私が成田クラブからお教えをいた
だくことが多くなるのではないかと思っております。私が八街クラブの幹事を務めた年に、
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今は亡くなられた平山金吾様が当時の分区代理でして、その時から平山さんとのお付き合
いが始まりました。そして数年前に私が３年ほど米山の地区委員を務めていた時は、奨学
会の副理事長を務めていらっしゃった平山金吾様には大変お世話になりました。幸町のご
自宅や市役所前の会社の社長室にも何度かお伺いして、親しく接していただきました。平
山金吾様のお姉様が、八街の材木屋さんに嫁がれていたこともあり、余計に親しみを感じ
ておりました。また数年余り前に私の倅の嫁の実家の母屋を、地元の山武杉をふんだんに
使って建てたという話をどこからかお聞きになり、その家を見たいから連れて行って欲し
いといわれて、ご案内したこともありました。
さて今年度のＲＩ会長のテーマは「人類に奉仕するロータリー」であり、青木ガバナー
は「感謝と挑戦」を地区の行動指針としております。それの具現化のために、私は各クラ
ブの会員皆様に「楽しい元気なロータリー」を目標にロータリー活動に励んでいただきた
いと思います。
成田クラブさんには今更何も言うことはございませんが、ロータリーの奉仕活動は無限
です。地区大会、情報研修会、ＩＭについては、分区内会員皆様のご協力で、その目的を
達成したいと思います。
貴クラブにおきましても、例会の充実化・活性化による出席率の向上を計り、「楽しい
元気なロータリー」にすることをお願いします。
また本年は分区内各クラブにおいて SNS の導入も進めていただきたいと思います。私は
個人的にはホームページの立ち上げよりも、誰でも簡単にできる facebook を是非立ち上げ
ていただきたいと思います。
分区内では貴クラブと八街クラブがホームページを、富里クラブが facebook を立ち上げ
ておりますが、アクセス数では facebook の方が多いし、頻繁に更新されることが多く、新
鮮な情報が幅広く公開され、ロータリーの広報にとって非常に有効な手段と考えており、
その意味でも是非 facebook をお勧めいたします。八街クラブも先週 facebook を立ち上げ
ました。私も個人的に数年前から facebook をやっていますが、友達との情報交換に大変有
効です。
以上簡単ですが年度初めの就任のあいさつに代えさせていただきます。
これから１年間宜しくお願いいたします。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。
石橋 菊太郎 会員：先週は“お祭りを見よう会”でしたが、お天
気に恵まれ、随分たくさんの方に来ていただきありがとうございま
した。また、7 月の誕生日に早速果物が届きました。ありがとうご
ざいました。
吉田 稔 会員：先週の土曜日、７月９日に次女の結納を自宅で行
いました。長女に続き、二度目の花嫁の父です。次女は、千葉銀行
の南行徳支店に勤務しており引き続き仕事を続けます。お相手は、
県立の旭農業高校で日本史の教員をしており、オーケストラの指導
もしております。
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そんな、二人の結婚式は１０月９日（日）に東京のシャングリラホテルにて行います。
当日は、成田ロータリークラブの沖縄旅行の真っただ中です。そのような事情で、幹事と
して大変恐縮ですが旅行には参加できません。娘の、結婚に免じてご容赦いただきたく、
ニコニコさせていただきます。
角田 幸弘 会員：２４年前に始めた古めの車の競技会、「アバ
ルトカップ」が９５回を迎えることになり、「趣味人倶楽部」と
いう本で８ページにわたり紹介されました。年に４回、山武のミ
ニサーキットを借りて、５５台の旧き良き車とドライバーで競い
ながらも愉しく続けて来たイベントです。毎回、浜松から参加の
ドライバーもいます。先週開催のレースでの賞品はスイカ！他に
落花生、有機野菜、うなり君と季節に合わせたお土産は、奥さまにも好評のようです。残
ったお金は、三度の震災に寄付できました。
海外では、飛行場を使ってレースをすることが多いですが、日本でもできると良いと思い
ます。
平山 秀樹 会員：以前、ニコニコさせていただきましたが私
はこの４月から成田高校の PTA 会長を務めさせて頂いておりま
す。先日、初の対外的活動ということで千葉県私学保護者総会
に出席させていただきました。席上、日の出学園理事長であら
れる青木ガバナーもいらっしゃいました。本日は、八街ロータ
リークラブの皆様もご出席いただいていますが、黎明学園理事
長、西村前八街ロータリークラブ会長もいらっしゃいました。
特に、青木ガバナーからは「ロータリーと学校行事でなかなかごあいさつに行けないが、
９月の地区大会のことでは近々伺いたいと想っています。くれぐれも皆さんによろしく伝
えてください」と言われました。
また、先ほどは高橋ガバナー補佐から父、金吾について生きているかのごとくお話してい
だきました。地区の活動、米山記念奨学会のことなど、生前の父は本当にロータリーが大
好きでした。亡くなってからも、このように皆様からの想いをかけていただける父は本当
に幸せです。ありがとうございました。
小寺

真澄

会員：先日うちの社員が歯が痛いと言いだし、若

手のホープなので休まれては困るものですから、急いで日暮先
生に診ていただきました。お陰様で会社を休まずに治療して頂
きました。ありがとうございます。
日暮 俊久 会員：先日、小寺会員から 26 歳の素敵な青年を紹
介していただき、4 日間で治すからと約束しました。毎日休ま
ず治療に来てくれたので、キチンと終わりました。
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◇

御礼

八街ロータリークラブ
先日は八街創立５０周年記念式典におきまして、成田クラブより多
額のお祝い金を頂戴しありがとうございました。もっと早くお礼に
伺わなければいけないところですが、今日になってしまい、佐瀬会
長及び成田クラブの皆様には大変お世話になりました。無事に 50
周年記念式典を終えることができました。現在記念誌の作成に取り

小川

嘉一会員

掛かっております。本当にありがとうございました。
◇ 会長挨拶
石川 憲弘 会長
先週は、お祭りを見よう会に沢山の方々にご出席いただきま
してありがとうございました。
東京中央新ロータリークラブより野呂洋子会長、辻喜代子幹
事が、お見えになり楽しいひとときを過ごしていただきまし
た。東京中央新ロータリークラブよりお祭りを見よう会に参
加していただくのは二年目になりましたが、この度７月１９
日に東京中央新ロータリークラブ設立十五周年記念に私と
吉田幹事がご招待を受けまして、参加することになりましたので皆様に報告いたします。
そして「ＲＩ最重点取り組み事項」であります会員増強でありますが、成田クラブ入会予
定でみなさんよく御存じの商工会議所常議委員 宮崎精肉店社長 宮崎修一様にも参加し
ていただき楽しいひとときを過ごしていただきました。宮崎様は次週２２日入会予定です。
今日は八街ロータリークラブ高橋ガバナー補佐、福田分区幹事がお見えになりました。成
田ロータリークラブの例会を見ていただきまして後程ご意見をいただきたいと思います。
ちょうど今日はクラブ協議会２日目、各委員長さん方の年度方針が発表されます。高橋ガ
バナー補佐にとりましても、タイミングが良かったのではないでしょうか。
◇ 感謝状授与
米山記念奨学会より感謝状
堀口 路加 会員
◇ 表彰
米山記念奨学
角田幸弘

第 4 回マルチプル
会員

◇ 委員会報告
・クラブ管理運営
矢島 紀昭 委員長
例会終了後、委員会を開催いたしますので、委員の皆様は出席宜
しくお願い致します。
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・奉仕プロジェクト委員会

小宮山

四郎

委員長

例会終了後、委員会を開催いたしますので、委員の皆様は出席宜
しくお願い致します。
また、8 月 3 日（水）インターアクト年次大会が行われます。平
日であり、締切が 7 月 20 日と日にちがありませんので、石川会
長と私で出席する事といたします。
・昨年度決算報告
遠藤 英一 会員
別紙配布。7 月 7 日、小坂会計と共に監査を行いました。全て適
正に処理されている事をここにご報告申し上げます。
◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪回覧≫
・週報
白井ロータリークラブ
・例会変更
印西、多古、富里ロータリークラブ
・ハイライトよねやま 196 号
・国際交流協会 NEWSLETTER NO。205
・フェローシップ委員会からのご案内
・第 15 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 10 月 15 日
・バギオ便り
≪連絡≫
・各種出欠表及び米山、財団寄付者希望用紙
・7 月 22 日は宮崎会員の入会式です
・7 月 29 日は休会、同日、分区ゴルフを開催いたします。

クラブ協議会
≪Part2≫
司会進行

吉田

稔 幹事

【各委員会活動計画】
・内規規定審議委員会（補足）
設楽 正行 委員長
7 月 1 日、細則について説明し承認いただきましたが、一部説明不足の所がありましたの
で補足いたします。
〇理事会構成メンバーについて
細則第 2 条（前半は従来通り、付け加えられた部分）
「又会長は必要とするならば理事会の承認を経て、会員の中から数名の者をオブザーバー
として選任することができる。任命されたオブザーバーは、理事会に出席して会長の求め
に応じ意見を述べることができる。この出席は定款 12 条第 1 節（a）
（6）により、メーキ
ャップとして認める。」
意義なしということで拍手をいただき承認ありがとうございます。
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・クラブ研修委員会

佐瀬

和年

委員長

２０１６年４月２９日、地区研修協議会に於いて「管理運営
活動優秀クラブ」として表彰状を、櫻木ガバナーより戴きまし
た。
ＤＬディスカッション・リーダーを８人育て上げ、更にＲＬ
Ｉに多くの会員の参加を促し続けている、成田ロータリークラ
ブの姿勢は、会員個々の自由な発想と自己表現の重要性に着眼
し、お互いの理解と協調がロータリー活動の要であることを明確に示しております。
『四つのテストの理念を心に据え、職業を通して社会に奉仕する。』
このありようを、互いの意見と情報交換の中から見つけ出し、共感しあう事がクラブ研修
の目的であり、ロータリークラブの活動理念でもあります。
クラブ会員それぞれは事業主であり、又はそれに準ずる立場にある方々です。企業の大小
は明確に認識するところですが、個人の資質は全く平等です。
Enter to learn ,go forth to serve 「入りて学び、出でて奉仕せよ」と言っています。
クラブ内では、切磋琢磨し良き友を見出し、まず地域に於いて奉仕活動をしてまいりまし
ょう。行動が伴わなければ、何の意味もない「倶楽部」になってしまいます。
まず、この地から良き実践を発信してまいりましょう。
・指名委員会

佐瀬

和年

委員長

三代先までの会長が決まっている事が、成田ロータリークラブの特長の一つであります。
会長候補者は自分の任期になるまでに、充分にやるべき仕事の内容を吟味し研究すること
が出来ます。他クラブ会員に「例会内容が充実している」と言われるのは、やるべきこと
が明確になっているからです。
会長経験者委員のご意見を参考にして１０月迄に指名を行います。
・会員増強・退会防止委員会

高橋

晋

委員長

今年度会員増強・退会防止委員長に指名されました高橋です。
会員の方々のご指導により１年間よろしくお願いいたします。
体調の関係で３〜４年前に退会届を出し理事会で了承していた
だきましたが、次の年度の有志から退会を思いとどまるよう説
得され今日までロータリー活動を続けることが出来ましたこと
は会員の方々の温かいお気持ちのお陰で感謝します。
私は、平成４年１０月に５１歳で入会させていただき今年で２４年目になります。７６歳
を迎えます。
活動計画書では会員増強５人を目標にしておりましたところ石川会長より１０人目標と言
われ会員の方々のお力添えなしには目標達成は困難だと思います。是非ご協力お願いしま
す。
2016 年 7 月号のガバナー月信ＲＩ第 2790 地区（千葉）による
2016 年 5 月出席・会員数報告は次の通りです。
会員数で一番多いクラブは成田ロータリークラブの親クラブである千葉ロータリークラブ
が 76 名、2 番目は成田ロータリークラブが親クラブである成田コスモポリタンロータリー
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クラブの 67 名、3 番目茂原ロータリークラブの 66 名、4 番目柏西ロータリークラブの 63
名、5 番目成田ロータリークラブが 61 名、6 番目野田ロータリークラブの 60 名
ワースト 1 番目大多喜ロータリークラブの 6 名、2 番目は富津ロータリークラブの 10 名、
千倉ロータリークラブ 10 名、大原 10 名、5 番目鋸南 13 名、浦安ベイ 13 名、7 番目富津
シティ 15 名、多古 15 名、9 番目船橋南 16 名、10 番目流山 17、市川南 17 名、上総 17
名、茂原中央 17 名、14 番白井 19 名
【第 9 分区】
成田コスモポリタン 67 名
成田 61 名（7 月 1 日現在 59 名）
八街 32 名
印西 23 名
白井 19 名
・クラブ広報委員会
長原 正夫 委員長
2015 年に国際ロータリーより、広報委員会によるリーダー
シップとは。2016 年から 2019 年の 3 年間における広報委員会
の指導要綱に下記のように記されています。
クラブ広報委員会の仕事
広報委員会の役割は、クラブが地域社会で実施している奉仕活
動に対する人々の認識と理解を深めることです。
「クラブを成功に導くリーダーシップ」には。
１． クラブの活動やプロジェクトに対する会員、メディア、地域社会の認識を高める。
２． 会員増強委員会をサポートする。
３． ロータリーについて話す際の要点を把握しておき、広報の文章やスピーチで要点を
押さえる。
４． ソーシャルメディアを活用し、ロータリーとクラブに対する認識を地域社会で高め
る。
５． ロータリーの公共イメージに沿ったクラブのイメージづくりに努める。
６． クラブの活動や体験談をメディア機関に紹介する。
７． クラブで活用できるロータリーの広報リソースを把握する。
と、あります。
今年度の成田ロータリークラブ、クラブ広報委員会の活動として、ロータリーの友の「友
愛の広場」、「卓話の泉」、「ロータリーアットワーク」、「米山だより」等に掲載して
頂けるよう、会員に投稿をお願いする。また、昨年同様「ロータリーの友」の記事紹介を
月一回発表する。
恒例の記者クラブとのメディア交流会を年一回行う。その他、広報委員会に於いて協議
し、ロータリー・クラブ活動を地域社会に広報したいと思います。
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・クラブ管理運営委員会

矢島

紀昭

委員長

クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの円滑な運営を助ける
ことにあります。
本年度は新会員を含め三年未満の会員も多く、大いにロータリ
ーを学ぶ機会、楽しむ場として各委員会の活性化を図っていき
たいと思います。
特に例会出席は全員がロータリーを体験する主な場であり参
加型の楽しい例会とし、会員同士が互いに知り合い親睦を深められる環境づくりをしてい
きたいと思います。どうか皆様方のご協力よろしくお願い致します。
尚、各小委員会の運営については下記の通りとなります。
プログラム
・司会は委員会全員で担当する・・・年間スケジュールを立てる
・ロータリー新しい特別月間については特定の人に会員卓話をお願いする
・外部卓話は、最低３０分は時間をとる
・年間卓話予定者と日程を早めに決定する
親睦
・今年度の親睦旅行は１０月沖縄に決定
・家族例会は年５回、最後に「手に手つないで」参加者全員で歌う
・忘年例会、最終例会オークションは行わない
代わりに芸能（手品・音楽・おどり）等、場の雰囲気が盛り上がるよう何か企画する
・同好会活動の活性化（ゴルフ・海つり・囲碁）
会報
・事務局とこまめに連絡をとりあう
・奉仕プロジェクト委員会
小宮山 四郎 委員長
当クラブでは、2007～08 年度にクラブ活性化の手段として
CLP を導入して以来８年が経過しました。然し、2790 地区で、
いち早く CLP を導入し、効果的なクラブ活動を展開する一方
で８年が経過する中では問題点も出てきています。
１、 委員会が絞られ参加人数が多くなった分それぞれの委
員会に参画する会員の意識低下がみられる。
２、 各委員会の活動計画が多いために卓話等、クラブ管理
委員会の計画が組みにくくなっている現状がある。
３、 奉仕プロジェクト部門においては、社会奉仕、青少年奉仕、等、継続事業が多くな
り新規の奉仕活動が組みにくい。
等々の現実の中で大胆な見直しが必要となり当委員会では毎月一回委員会を開催し継
続事業の在り方、今後のクラブ活動の在り方等を協議し理事会に提案し審議決定の筋道
につなげていきたいと思っています。
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尚、この委員会は CLP 立ち上げメンバーと会長ノミニーまでを委員に加え、長期計
画が組みやすい委員会としていますが、
「未来の夢計画」等、年度を超えた事業計画と、
ロータリーの単年度制の相関関係について問題が残りますが、ガバナーのご意見をお聞
かせください。
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
神﨑 誠 委員長
早速、本日石川会長にロータリー財団と米山記念奨学に寄付を
いただきました。現在、寄付希望者数は米山記念奨学 12 名、ロ
ータリー財団 4 名となっております。
ロータリー財団１００周年、ロータリー米山記念奨学会５０周
年を迎える年となりました。毎年各々に寄付をして頂きありがと
うございます。
ロータリー財団の寄付には年次基金、恒久基金、使途指定などがありますが、これを地
区補助金、グローバル補助金、平和フェロー、ポリオプラスなどの各プログラムに使用さ
れます。また、未来の夢計画の導入により使い勝手もよくなっております。
ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロータリーが作った独自の事業で、はじまりか
ら一貫して日本で学ぶ外国人留学生を対象としています。ロータリー米山記念奨学会は、
この事業をおこなうために日本のロータリーが協同して運営する奨学財団で、財源はすべ
て会員の寄付で成り立っています。
今年、成田ロータリークラブは世話クラブとなり、かつ浅野会員がカウンセラーになっ
て奨学生とロータリーの活動や交流にも参加することとなります。
長期計画委員会は「長期計画と数値目標」を掲げますが、貴重な浄財寄付金が両方の活
動の資金源であり、会員の皆様のご協力をお願いいたします。
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
齊藤 三智夫 会員
この度、石川会長の下、Ｓ．Ａ．Ａ．（正）を仰せつかりました。
会場監督の任務を改めまして重要な存在と再認識して、一年間取
り組んでいく所存です。
様々なお客様や他クラブからのロータリアンが多数訪れる成田
ロータリークラブにおいて、秩序正しく例会が運営されるように
努める事はもちろん、「一日一回でも自分はロータリアンである
ことを思い出してもらう」という石川会長の命に基づいた会場監督を遂行していけますよ
う努力させて戴きます。
また、会長経験者をはじめとする強力なＳ．Ａ．Ａ．メンバー皆様のご指導を仰ぎつつ、
クラブメンバーは勿論、お客様、会場関係者等誰からも「話しかけやすいＳ．Ａ．Ａ．」
と言われるチーム作りも目指していきたいと思います。
会員皆様のご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。
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・幹事

吉田

稔

会員

石川会長年度の、幹事、吉田でございます。
各委員長の皆様方の、お話を伺い、改めて身の引き締まる思い
ですが、同時に与えられた機会を生かせるように努める所存で
す。自分なりに、いまワクワクしております。
クラブ歴の浅い若輩者ですが、私なりに感じた視点を生かしな
がら、諸先輩の実績をもとに取り組み、昨年５５周年を迎えた
成田ロータリークラブを６０年に向かい進めてまいります。
お気づきの点は、バシバシご指摘いただきたく思います。
成田ロータリークラブのメンバーは、気さくで、魅力的な方ばかりです。
クラブメンバー全員のオールスターズを目指します。
よろしくお願いいたします。
◇

点

出 席

鐘

石川

憲弘

会長

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

４３

１５

７４．１４％

５８．６２％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

齊藤 三智夫

名

月

会員

吉田 稔、矢島
小寺 真澄、深堀
成田 温、小川

紀昭、石川

憲弘、南日

伸之、浅野
賢、山田

正博、菊地

真幸

石川 憲弘、神﨑

誠、山田

角田 幸弘、佐藤

英雄、久米

南日 隆男、渡辺

孝、小岩井

石橋 菊太郎、小宮山
諸岡 靖彦、松田

泰長

省二

貴、甲田

直弘

賢、喜久川

登

剛、遠藤

英一、高橋

晋

学、堀口

路加、杉浦

健

稔

7 月 13 日

地区第 4 回月信委員会

７月 15 日

クラブ管理運営委員会

７月 15 日

奉仕プロジェクト委員会

7 月 16 日

地区ロータリー研修委員会

7 月 16 日

市川南ロータリークラブ
創立４０周年記念例会

各会員

各会員

諸岡 靖彦 会員
石川 憲弘、吉田

ク ラ ブ 名

各会員

真幸、小川

四郎

隆男、平野

日

各会員

7 月 19 日

東京中央新ロータリークラブ
１５周年祝賀会

石川 憲弘、吉田 稔、佐瀬 和年、近藤
設楽 正行、諸岡 靖彦 各会員

博貴、神﨑

誠、渡辺 孝

7 月 20 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

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

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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