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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2662 回例会 平成 27 年 7 月 3 日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   川島 利昭 会員リーダー 

先月の出席率は 84％でした。今年度、出席奨励委員会では、合言葉

を「じゃまた来週！」としました。「じゃまた来週！」とお声をか

けていただき、100％を目指して頑張って行きたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  後藤 敦 会員 

前年度に引き続き、今年度も第 1 例会をくじ引きで決めたいと思い

ます。既に親しい方ばかりだと思いますが、更に親交を深めていた

だきたいと思います。 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 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      神﨑 誠 会員 

◇ お客様 

三國ロータリークラブ 月間 照孝 様 

成田空港株式会社 大塚 洋 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 藤﨑 政弘 様、大木 裕信 様 

 

 

◇ 誕生日   

山崎義人会員Ｓ3.7.27、石橋菊太郎会員Ｓ22.7.5 

松田泰長会員Ｓ23.7.31、成田温会員Ｓ24.7.25 

後藤敦会員Ｓ33.7.21、小寺真澄会員Ｓ35.7.31 
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◇ ニコニコボックス 

月間 照孝 様（三國ロータリークラブ）：平山金吾さんの新盆も

間近ですが、改めて佛果増進をお祈りいたします。そして新年度の

初例会にお邪魔させていただきニコニコいたします。私の所属して

おります 2650 地区は、福井県、滋賀県、奈良県、京都府と大変大き

な地区です。三國ロータリークラブでは私が一番古く、年長者は大

正生まれの方がいらっしゃいます。主に京都、東京でメーキャップし 40 年間皆出席を続け

ております。出席免除にしてはどうかとおっしゃっていただきますが、タガが外れたよう

になってしまうのではないかと思い頑張っております。 

 

平野 省二 会員：故深山一郎会員の葬儀には、成田ロータリーク

ラブの会員の方に沢山ご会葬いただき御礼申し上げます。故深山会

員は、私の兄貴みたいな存在でした。市長が弔辞をされておりまし

たが、長い間、区長会長などを歴任されており、成田市の為に尽く

していらっしゃいました。私は隣組でもありますし、深山さんの後

を引き継いで区長でもありますのでお礼をさせていただきます。 

 

神﨑 誠 会員：7 月 1 日、多古カントリークラブで第 36 回遠山親

睦ゴルフ大会を開催させていただき、成田ロータリークラブからも 6

名の方々に参加して頂きました。生憎の雨模様でしたが 192 名の参

加をいただき、お陰様で無事、大盛況のうちに終了しました。 

 

長原 正夫 会員：神﨑会員のお話にもありました遠山会ゴルフコン

ペで優勝し、豪華商品を頂きました。 

 

川島 利昭 会員：最終例会では 70 名強の参加、二次会も 30 名ほ

どの参加を頂きありがとうございました。ホテルも年度末を迎え、業

績、売上的には達成できなかったのですが、営業利益は予算プラス α

ということで終わることができました。これもご利用いただいている

皆様のお陰かなと思っております。今日は当ホテルのボーナス支給日

なので、従業員も幾分朗らかになっているかと思います。今後とも宜

しくお願いいたします。 

 

佐瀬 和年 会長：年度初め例会が、クラブ協議会から始まり、最も

基本的なスタートが出来た事に感謝します。 

 

深堀 伸之 幹事：本年度幹事をやらせていただきます。会長のこと

をサンドバックになって支えようと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

 



 3 

◇ 新旧バッチ交換 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶   佐瀬 和年 会長 

「わかりあえる仲間を、拡げよう」のテーマのもと、まず自分自身を良く解かって戴くた

めに、大変興味を持っている、華道、茶道、能（仕舞）と、自分を変えた出逢いに付いて、

シリーズで語りつつ、会長挨拶を組み立ててまいります。 

 

◇ 委嘱状授与 

２０１５－２０１６年度  際ロータリー第２７９０地区  

・米山記念奨学委員会 

   委員長 堀口 路加 会員 

・地区ロータリー記念研究委員会 

委員 松田 泰長 会員 

・会員増強・大会防止委員会  

委員 小寺 真澄 会員 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   近藤 博貴 リーダー 

本日、石橋菊太郎会員から１,０００ドル１２４,０００円の寄付をいただきました。７月

１日から為替レートは１ドル１２４円に変更されています。 

 ロータリー財団に月々寄付される会員は、毎月１３,０００円宛徴収することにしました。

レートの変更により残金が出た場合は年度末に返金します。 

 なお、ロータリー財団の寄付は種類が多いので、クラブ活動計画書の３１～３２ページ

を参考にしてください。 

・社会奉仕    佐藤 英雄 リーダー 

今月 17 日例会後に奉仕プロジェクトの委員会を行います。本年度の活動方針の発表を各リ

ーダーさん、お願い致します。 

・成田環境ネットワーク  出向者 小川 賢 会員 

6 月 30 日、空港周辺道路の清掃に行ってまいりました。当クラブからも 6 名の参加を頂

きました。5,800 歩程歩きました。11 月に 2 回目の清掃活動が予定されております。次回

もご協力お願いいたします。 

・親睦     飯田 正雄 サブリーダー 

7 月 10 日の「祭りを見る会」には 50 名の参加を頂いております。 

親睦旅行ですが、日程は 10 月 16 日から 18 日（2 泊 3 日）。長崎ハウステンボス、軍

艦島を廻る予定でおります。参加のほどよろしくお願いいたします。後日案内をＦＡＸさ

せていただきます。 

松田泰長直前会長から佐

瀬和年会長へ、神﨑誠前

幹事から深堀幹事へ 
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◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・ＩＭ（インターシティ・ミーティング）開催について 

案内と出欠表 

・祭りの出欠表 

・地区大会記念ゴルフ大会 10 月 5 日 レイクウッド総成カントリークラブ 

・第 13 回日韓親善会議開催のご案内 9 月 4 日 

・市原ＲＣ事務所移転のお知らせ 

・松戸北ＲＣ例会場変更のお知らせ 

・7 月例会変更 

  印西ＲＣ、八街ＲＣ、成田ＣＲＣ 

・成田市国際交流情報誌 ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ 7 月号 

・かものはしプロジェクト 

・公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 助成事業成果報告会 2015 

・ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ 7 月号 

・地区の「相談窓口」のご案内 

≪連絡≫ 

・7 月のレート 124 円 

・2014-15 年度ガバナー事務所閉鎖のご案内 

・2015-16 年度ガバナー事務所開設のご案内 

・2015-16 年度ガバナーエレクト仮事務所開設のご案内 

・米山奨学生世話クラブ補助費送金のご案内 

・日本空港ビルデング 鈴木敏道元会員の新しい連絡先（異動先） 

 

クラブ協議会 

司会進行    深堀 伸之 幹事 

・会長  佐瀬 和年 会長 

人は、その歩みの中でさまざまな、人と触れ合います。ロータ

リークラブの中では、どのような、触れ合いがあったでしょうか。

趣味で意気投合した人、委員会での発言で、その考え方に共感し

た人、なにげない会話から、いつしか親友になった人、身嗜みの

良さや所作の美しさに、心が惹かれ、いつしかお手本にしていた

人。人を観る目は、その人の心を動かしています。心が動くと陰

陽のバランス感で好き嫌いを生じさせ、近づける人、遠避ける人、

さまざまな状況が現れます。その現れの一つとして夫婦が成立し、家族が形成され、やが

て小さな社会が形を見せます。 

コミュニュティ community とコミュニュティを繋ぐ意思伝達の方法として、「言葉」

が重要な役割をする事になります。話のくい違いで、大きなもめ事に発展したり、生涯仲

直りのできない関係になってしまう事もあります。RI 会長 K.R.ラビンドラン氏の国スリ

ランカは、敬虔な仏教徒の国です。ブッダの話をされた言葉のなかに、こんな逸話を聞い

たことがあります。 

二人の仲良し少年が長じて、田畑を耕してゆくとき、境界線の事で口論となり、互いに

悪口雑言を投げかけ収拾が付かなくなってしまいました。困り果てた若者の一人がブッダ
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に相談に行きました。するとブッダは、「鳥の羽毛を袋にいっぱいに詰めて、それを山の

頂に行って袋から出して置いてきなさい」と言われました。若者は言われたとおりに、羽

毛を袋いっぱいに入れて山の頂に行き、袋から出して家に戻りました。ブッダは翌朝、若

者に言いました。「昨日山に置いてきた、羽毛を袋に集めてきなさい」若者は山に行くと、

一つの羽毛も集めることができずに帰ってきました。ブッダは言います「一度発した言葉

も、もとに戻すことはできません」また、聖書ヨハネ伝にはこう記されています「初めに

言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった」言葉で傷つけてしまうと、神

さまでなければ直せません。コミュ二ケーション communication の方法としての言葉は、

大切に使うことはもとより、全身全霊をかけて意思表示するものです。櫻木ガバナーが言

われる「一期一会」のごとく、自分自身に授かる全てをありがたく享受し、捧げつくして

こそ、この世に生かされた者の生き方です。RI 会長 K.R.ラビンドラン氏の「Be a gift to the 

world」「世界へのプレゼントになろう」櫻木ガバナーの地区行動目標である「原点を知り、

考える」荒廃したアメリカ社会の中に、ロータリークラブは必然が故に誕生した時代背景

を顧みる時、経済の成長と人々の良識の高揚は、豊かな生活環境から生み出される賜物で

ある事を証します。更に櫻木ガバナーが言われる「今」安寧な現代をありがたく享受しま

しょう。その上でクラブ活動の中で、わかりあえる仲間を見付け生涯の朋としましょう。

一人ではできなかった事でも、二人三人と拡がって行けば、効果的な働きができます。世

の中に役に立つ事ができます。 

世界には、飢えに苛まれて死を迎える子どもたちが多くいます。「死ぬまでに一度でい

いから、お腹いっぱい食事がしたかった」と言って、死んで逝く子どもがいます。世界に

一番近いロータリークラブ、成田ロータリークラブのやるべき事は、世界に目を向ける事

です。日々、時々、変わって行く状況を理解して、捧げられる全てを捧げましょう。捧げ

尽くしたとき、想いもつかぬ程の恵みの中に取り入れられる事を知っていますか。 

私たちは国際奉仕からスタートしましょう。成田ロータリークラブが米山記念奨学会留

学生として、お世話させて戴いていた、モンゴルのシルネン・ブヤンジャルガル氏（Shirnen 

Buyanjargal）が、新モンゴル高専を開校し初代の校長となりました。彼は日本の産業復

興を手本にして、モンゴルを近代国家に導く計画を立てたのです。モンゴルは埋蔵資源の

豊かな国ですから技術力が加われば、近代国家への変貌は目覚ましい勢いで加速して行く

でしょう。成田ロータリークラブ会員の職業奉仕の一環として、新モンゴル高専へ技術の

指導やアドバイスを行いましょう。モンゴルだけでなく他の発展途上国にも、力を注いで

行きましょう。我々の先輩たちが、先進国から産業技術を学び、今は世界一の技術国にな

った実績と豊かな経験を生かして、良い国創りのお手伝いをして行こうではありませんか。 

RI 会長 K.R.ラビンドラン氏は言います「Be a gift to the world」「世界へのプレゼント

になろう」と、櫻木ガバナーは言います「原点を知り、考える」そして今を、あるがまま

に受け入れて、時代の変化に応えましょう。わかりあえる仲間を拡げて、生き生きとした

ロータリーライフ Rotary life をエンジョイ enjoy しましょう。 

国際ロータリー第 2790 地区 第 9 分区 成田ロータリークラブは、世界に一番近いロー

タリークラブです。 

委員会・S.A.A.報告について 

委員会報告は、委員全員が順番を決めて順次行うようにお願いいたします。 

「ロータリーの友」の記事紹介に付きましても、月初めにこだわる必要はありませんので、

委員全員が当番を決めって行ってください。 
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会員卓話を基軸に 

会員卓話を軸として例会を構築してまいります。 

年間活動計画書よる、会員卓話の回数は３０回以下になります。 

本年度の活動目標である「わかりあえる仲間を、拡げよう」の規範は「対話」です。 

事業内容紹介も、わかりあえる大切な要素ですが、自分の生い立ち、家族の紹介、趣味、

自分を変えた出逢い、ご自身の「今」を形成した心情や言葉、朋、に重きを置き、ご自身

が描いている「今から」をお語りください。 

 

・幹事  深堀 伸之 幹事 

この度、佐瀬会長の下、幹事を仰せつかりました。クラブの要

となる大役に身の引き締まる思いです。 

新体制は会長の年度ターゲット「わかりあえる仲間を、拡げよ

う！」をすべての会員の知恵を集めて実践していきたいと思い

ます。会長の補佐役として、各委員長をはじめクラブ会員の皆

様とのきめ細かい会話を通じて、例会・行事ほか様々な活動を

実行して参ります。またコミュニケーションの手段として電話・FAX のほかウェブサイト

も活用して会員相互の理解と情報の共有に努めたいと思います。会員の皆様が、より多く

のわかりあえる仲間が増えるよう先頭に立って活動して参りますのでご指導、ご協力よろ

しくお願い申しあげます。 

 

・長期計画（CLP）  遠藤 英一 委員長 

 成田ロータリークラブにＣＬＰ（クラブリーダーシッププラ

ン）制度が導入されて以来９年目を迎えようとしておりますが、

松田直前会長のもとでは当委員会だけでなく、クラブ組織全体

の「クラブメンテナンス」を目的に、全体的な見直しが行われ

ました。 

長期計画（ＣＬＰ）委員会につきましても、当初は定期的な

会合は行われておりませんでしたが、松田直前会長、小宮山前委員長の発案のもと、毎月

第三週の例会後に定期的に委員会が開催されることとなりました。もとより当委員会の役

割は、クラブ全体の動向を見渡して、ＣＬＰという一つのクラブ組織形態に照らして、単

年度制の弊害と思われる部分、例会、委員会及び協議会等の継続性、もしくは奉仕の連続

性等々、を検証することにあり、クラブ全体の活動について提言を行うことにあります。 

今年度におきましても、ＣＬＰという考え方を大前提として振りかざすのではなく、定期

的に協議を重ねることによりクラブの運営の全般につきＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈ

ｅｃｋ－Ａｃｔｉｏｎ）の手法を用いて常に「効果的なロータリークラブとなるための活

動計画の指標」､「長期計画に対する理事役員会承認事項」及び「長期計画と数値目標」を

もとに組織の変革、見直し､あるいは一歩先に進めるような成田ロータリークラブのあり方

を提言いたしてまいります。 

 

・クラブ研修委員会  松田 泰長 委員長 

成田ロータリークラブは創立 55 年の歴史の中でここ数年 2790 地区への関わりのある会

員が増えています。今年度も地区委員会委員・委員長として 4 名、ＲＬＩ（ロータリー・

リーダーシップ研究会）のＤＬとして 6 名を輩出しています。またＲＬＩ受講者としても
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多くの参加を予定しています。この様に他クラブの皆さんと

話しを重ねていると「成田ってロータリークラブらしい

ね！！どうして？」と質問を受けることとなります。 

9 年前にＣＬＰ実施に向けてその 1 年半前から推進委員を核

に全員で「成田ＣＬＰ」を練り上げました。この時から成田

ロータリークラブでは自主的なロータリー研究が始まってお

り都度修正を繰り返しながら、「新会員への入会前のレクチ

ャー」に始まり「入会 3 年未満会員対象の研修会」、「全会員対象の研修会」と発展して

きました。6名のＲＬＩ・ＤＬを誕生させていることも特筆するところです。 

 櫻木英一郞ガバナーは地区行動目標を「原点を知り、考える」と発表されました。1905

年にロータリーが誕生したこと、決議 23-34、それに続く三大奉仕の概念の出現、四つの

テスト、ＤＬＰやＣＬＰなどあらゆる事にその事実を知るだけでなく、前後の流れ時代背

景を考えれば、よりロータリーを理解出来るでしょうと結んでおります。 

成田ロータリークラブが長い年月を使い地道に進めてきたものと合致しています。 

 今年度は昨年と同じく 3 回のクラブ研修会を企画し更にロータリー理念の追究を進めて

まいります。 

ＲＬＩへの参加についても推奨推進して行きます。 

また、今まで無かった試みとして、会員の皆さんからの疑問質問をいつでも受けられる委

員会に前進して行きます。解らないこと、小さな疑問、なんでも構いません、クラブ研修

委員会全員で更に研鑽を積み対応したいと思います。 

 

・指名委員会   松田 泰長 委員長 

 成田ロータリークラブの強みの一つが、会長ノミニーまでが決定している事です。 

早い時期に指名されることによって会長就任までの貴重な時間をロータリー理念とクラブ

運営を考えるために使うことが出来ます。会長経験者によって構成される委員会として出

来るだけ早い時期に公正な指名推薦を行いたいと思います。 

 

・クラブ管理運営委員会 吉田 稔 委員長 

入会３年目の若輩者ですが、経験が浅いからこそ新人ならではの

眼で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ん

でいきたいと思っております。 

クラブ管理運営委員会はロータリー活動の通常運営において重要

なポジションであり、範囲も広いので、委員会活動を積極的に開

催し、各リーダーおよび委員と情報共有のなかで、連携して進め

ていこうと思います。 

 

昨年度は、各委員会メンバーがそれぞれ所属委員会の枠を超えて一定の連携を保つことが

できました。 

これにより、例会の司会者や親睦行事においての幅も広がり、会員の活躍するステージが

広がりました。 

本年度は、原則として委員会メンバーが特定されていますが、クラブ管理運営委員会にお

いては、今年度においても日常運営については、弾力的に対応し、各委員が横断的に対応

できるように考えています。 
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また、今年度の活動目標である「わかりあえる仲間を、拡げよう」の実践には、通常例会

のみでは醸成できない面を、親睦活動・ＲＦにおいて補強できればとおもいます。 

親睦活動のあり方については、種々意見があることから、具体的な活動については、創意

工夫を取り入れながら委員会活動をとおして議論を深めて実践していきます。 

 

※クラブ活動計画書の訂正をお願い致します。 

28ページ クラブ会報リーダー 成田 温→角田 幸弘 

※平山会員にニューモラルをいただきました。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 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  

３日 (金) クラブ協議会 就任式 第 1 回理事・役員会 
１０日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０ 

 １７日 (金) クラブ協議会 ガバナー補佐就任挨拶訪問 
 ２４日 (金) 通常例会  

３１日 (金) 通常例会  
8 月の予定  

３日 (金) ＩＭ ＩＭ前、第２回理事・役員会 
登録：13：30 点鐘 14：00 成田ビューホテル 

７日 (金) 休会 ＩＭ振替休会 

１４日 (金) 休会（お盆）  
２１日 (金) 通常例会  

２８日 (金) 移動例会 月見例会 場所：ゆめ牧場 点鐘 18：30 
※8 月 23 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．成田ロータリークラブ主催 剣道大会への補助金の件 
現在 10 万円の補助金を 12 万円とする。但し、今後の開催、補助金も含め長期計画（ＣＬＰ）委員会で検討   承認 
３．名誉会員の承認 
成田山新勝寺 橋本照稔貫首                                      承認 
４．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 
５．会員の退会の件（6 月末退会） 
鈴木 敏道 会員（日本空港ビルデング）／指 雅啓 会員（成田国際空港株式会社） 
福田 朗 会員（株式会社 ＡＧＰ）                                   承認 
６．会員入会の件 
大塚 洋 氏（成田国際空港株式会社）／笹子 恵一 氏（日本空港ビルデング）              承認 
７．誕生日、結婚記念品の件 
誕生日記念 藤屋：滝澤 尚二 会員 
結婚記念  成毛屋陶器店 小泉 英夫 会員                              承認 
８．成田市福祉協議会への会費支払いの件 
特別会員会費 2 口 10,000円の支出                                    承認 
９．赤十字千葉県支部への寄付の件  
15,000 円の支出                                            承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温、松田 泰長 
神﨑 誠、深堀 伸之、後藤 敦、甲田 直弘 
吉田 稔、遠藤 英一 各会員 

７月３日 第１回理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４７ １３ ７８．３３％ ６７．１９％ 

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 

 


