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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 2853回例会 令和元年 8月 2 日（金） 

・出席奨励   土井 英二 会員 

7 月の出席率は、66.13%でした。非常に低調ですので、できるだけメーキャップで出席率

を上げていただきたいと思います。  

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 眞々田 美智子 会員 

8 月の例会について、本日は新会員卓話です。根本会員、奥山会員宜しくお願いします。9

日、新会員卓話、石井会員、樋口会員。16 日はお盆で休会です。例会中の携帯は、マナー

モードでお願い致します。 

◇ 点  鐘   小泉 英夫 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  永井 秀和 会員 

◇ 誕生日   

甲田直弘会員ｓ47.8.1、諸岡正徳会員ｓ37.8.15 

【欠席】 

石田洋平会員ｓ34.8.27 、八田羽稔会員ｓ42.8.2 

湯川芳朗会員ｓ24.8.23 

【7 月分】 

立石真辞会員ｓ32.7.5 

◇ 結婚記念日   

齊藤三智夫会員ｈ20.8.13、奥山信行ｈ15.8.31 

◇ ニコニコボックス 

角田 直弘 会員：今日は、車の話題です。25 年前からアバ

ルトカップという車のイベントを地元で開催しています。 

先日のイベントで 108回を数えま

したが、良い数字ですね。 

その 108回目のイベントが自動車

雑誌の中でも最高峰の「カーグラ

フィック」に掲載されました。永

く続けると良いこともあるもんだということで、ニコニコです。 
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◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

昨日、赤坂のライブ会場に行ってきました。私が担当してい

る弦祭りでお世話になっている酒々井の三味線奏者の佐藤

通弘さんの息子さんで通芳さん（弘前の世界大会で 2 回連続

優勝）が、ライブをやると言うので観に行ってきました。ス

テージには 20 人ほどで、三味線、琴、サックス、ドラム等

の演奏がありました。2 時間半ほど堪能してきました。 

 

最近、国同士の対立が目立ちます。アメリカが中国に関税をかける、北朝鮮とアメリカの

対立により北朝鮮がミサイルを発射、日本と韓国の対立。両国の外相が対談しましたが平

行線で、かなり深くこじれている感じがします。最近、私の中で気になったニュースです。 

 

◇ 表彰 

 ・米山記念奨学 第 12回メジャードナー  

諸岡 靖彦 会員 

・ロータリー財団 ＰＨＦ+４ポールハリスフェロー 

    齊藤 三智夫 会員 

 

◇ 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 

年次寄付 1000 ドルを滝澤会員より、また米山記念奨学へ小泉会長

より寄付を頂きました。ありがとうございます。 

本日よりロータリー財団・米山記念奨学への寄付のご案内と言うこ

とで、寄付の希望者を募っております。 

寄付は第二の奉仕と言われております。ぜひともご協力、宜しくお

願いします。 

 

・出席奨励    土井 英二 会員 

今日、例会前に委員会を開催しました。先週のテーブルディスカッ

ションの発表をテーブルごとに早ければ 8 月 30 日を予定しており

ます。また、各委員会が活発に開催されておりますが、委員会の開

催者は出席した方を必ず事務局にメーキャップ報告していただくよ

うにお願いいたします。 

 

・ＲＦ           矢島 紀昭 リーダー 

先般、日本人の健康寿命の発表がありました。女性が 87 歳、男性

が 81 歳だそうです。成田ロータリークラブも、そのくらいの年齢

を目標に、精神的、肉体的に鍛えてクラブの活性化になるようジム

仲間を募ります。皆さん、一緒に頑張りませんか？ 
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・成田市民憲章推進協議会  石川 憲弘 会員（出向者） 

成田ロータリークラブ代表として担う公的役職と言うことで、成田

市市民憲章推進協議会総会に 7 月 30 日に市役所に行ってきました。

委員 50 名のところ、出席者 33 名。総会は成立、成田クラブとして

は第 12 回成田ロータリークラブ杯争奪中学校剣道大会において、

成田市内中学校生はじめ、近隣市の中学生も参加して気迫溢れる熱

戦が繰り広げられました。また障害者施設への奉仕活動物資の支援

を行ったということ、この 2 点を報告しておきました。 

 

・奉仕プロジェクト委員会  角田 幸弘 委員長 

東京東江戸川ロータリークラブの嶋村様、唐澤様から御礼のメールが来ましたので披露さ

せていただきます。 

7 月 28 日～29 日のインターアクト年次大会は、無事終了できました。諸岡ガバナーにお

かれましては、開会式で、ご挨拶を頂戴いたしました。成田高校の早川先生と生徒 2 名に

もご参加いただきました。数々のお手配をしていただき、無事に終了することができまし

た。ありがとうございました。今後ともどうかよろしくお願い致します。 

 

・ガバナー公式訪問便り  諸岡 靖彦 ガバナー 

7 月 1 日に任期がスタートしましたガバナー年度がようや

く 1 カ月経過しました。 

先週の 7 月 23 日より、公式訪問に動き出しました。昨日

まで 6 回、8 クラブを訪問してきました。 

湾岸地域の船橋、船橋みなと、浦安ベイ、船橋西と、成田

コスモポリタン、銚子と銚子東、茂原の各クラブです。 

各クラブとも 会員基盤(必ずしも拡大ではなくとも）の質

と量のどちらか、または両方に課題があります。 

またどのクラブにも、色（外から見た特徴）と味わい（話を伺って見えてくるもの）に、

それぞれ違いがあって、面白いものです。 

公式訪問以外の催しでは、橋岡年度の監査委員会。東京・沖縄の 2580 地区インターアク

ト年次大会が小見川の少年自然の家で開催され、地区ガバナーとして挨拶しました。この

大会には 当地区からは、成田高校インターアクトクラブより早川先生と 2 名の部員が参

加していました。 

30 日には、２０１９規定審議会の報告のつどいが、地区研修系 3 委員会のお世話で開催さ

れました。 

明日 8 月 3 日は、RI マローニー-会長ご夫妻が来日され、2830 地区（青森）南グループの

ＩＭで基調講演されますので、八戸へ行ってまいります。 

「ロータリーの友」8 月号、横組み 20 ページに日本青少年交換研究会・金沢会議の記事が

あります。ローテックス（元青少年交換留学生）の代表 3 名が体験発表を行いましたが、

栃木県出身で、今は JAL 社員で成田勤務の増田碧さんの写真（21 ページ）が掲載されて

います。彼女は、近いうちに成田クラブの例会にお見えの予定です。 

ロータリーの奉仕プログラムのうち、特に青少年奉仕のインターアクト、ローターアクト、
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ライラ、青少年交換はロータリーにとって大事なプログラムです。 

クラブとしては、これらの委員会活動とプログラムへの関与は大切にしてゆきたいと思っ

ています。 

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更  佐原香取ロータリークラブ 

・ロータリー財団、米山記念奨学へのご寄付のご案内 

・出欠表（中学校剣道大会） 

・RI 日本事務局 財団室より「財団室 NEWS  2019 年 8 月号」、 

「寄付・認証 ロータリークラブの手引き 2019-20 年度版」 

・ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所 夏季休業のご案内 

・RI 日本事務局 業務推進・資料室より「会員増強・新クラブ結成 

 推進月間 リソースのご案内」と「出版物注文用紙」 

・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER 8 月号 No.242」と 

 「８月・９月スケジュール表」 

・交通遺児育英会より「君とつばさ 第 340 号」 

【連絡】 

・8 月のロータリーレート 1 ドル＝108 円 

・本日例会終了後に第 2 かい理事会を開催します。 

 

◇ 新会員卓話 

～～～自己紹介～～～ 
奥山 信行 会員／成田ビューホテル 営業支配人 

 本日は、簡単に自己紹介をさせていただきます。 

出身：山形県（父・大石田 母・上山） 

住所：茨城県守谷市在住 

生年月日：昭和 53 年 7 月 12 日 41 歳 

血液型：O 型 

 

 

家族は妻の直美、長男：柊汰（中 3）、次男：叶大（小 6） 

この写真は、結婚 15 回目の記念に家族でちょっと贅沢

な焼き肉を食べに行った時の写真です。 

 

 

趣味はゴルフ、読書（池井戸潤の作品が特に 

好きです） 

他に映画鑑賞、ランニング、釣りなど 
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【経歴】 

＊1999 年 4 月 日本ビューホテル㈱浅草ビューホテル入社 

＊1999 年～2006 年 料飲部門（レストラン・宴会） 

＊2007 年～2009 年 管理部門（総務） 

＊2010 年～2017 年 営業部門（法人販売） 

＊2018 年 4 月～成田ビューホテルへ転勤 

   営業部門（法人販売・婚礼・宿泊・企画） 

 

 

 

 

 

 

根本 実 会員／共生建設（株）代表取締役 

日頃交通渋滞を起こしている道路工事について皆さまに理解

していただきたく、道路の下で何をしているかをご紹介したい

と思います。 

まずは自身のプロフィールからです。 

１９７３年９月１３日生まれ、東京都足立区南花畑生まれ、香

取郡栗源育ちです。 

最終学歴が東総工業高校機械科卒業です。 

平成１１年に共生建設に引き抜かれ、平成２７年９月に社長に就任しました。 

普段道路工事で一番渋滞する下水道工事についてお話したいと思います。 

 

←写真は５m 下まで掘っているところです。重機の運転手から

は下が見えないので合図する人が上にいます。普段ボーっと立

っている人と思われますが、合図する重要な役割があります。 

 

 

→そして次の写真は下水管を下におろして

います。玉掛の資格を持っている人が下水

管を吊れるようにします。 

 

 

→下水管を入れたら人力で丁寧に締め固め

ます。この締固めが重要でしっかりと締め

固めていれば土圧により下水管が壊れませ

ん。 

 

→そしてその上を２０ｃｍ～３０ｃｍで層

状埋め戻ししていきます。 

下水道工事 

道路の下５ｍ

を掘る状況。 
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道路を掘らない推進工事を紹介します。 

推進工事は立坑を２つ築造します。その間を推進機が掘進していきます。 

掘進機の先が回転し土を削っていきます。そして同時に油圧で掘進機を押していきます。 

発進立坑から進み到達立坑にぶつかったら、到達立坑を切るとぴったり掘進機が出てきま

す。精度が良い仕事をしました。 

・推進工事 立坑２か所築造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・推進機 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掘進機の後ろに管を繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・到達立坑を切るとぴったり管で出てきます 

0 
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下水道工事で残土が良質だと締固めが容易にできます。 

写真の機械は２年前に購入しました。圏央道の道路工事ではよく使われています。 

・土質改良機  使えない残土を改良し良質な土として使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に社会貢献活動ですが、私は千葉県建設業協会北荘支部青年部会会長をしています。活

動の一環として、小学生に重機を体験してもらっています。写真は、去年三里塚小学校で

５，６年生を対象に活動した写真です。今年は印西市の小学校でやる予定です。 

・小学校で重機体験 

小学生に働く自動車を実際に体験してもらい、将来建設業で働きたいと思ってもらえるよ

う、毎年開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お聞き苦しい点が多々あったかと思いますが、ご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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第 2 回理事会 
1. 8、9 月の例会及び事業、行事計画の確認 

承認 
2. 国際医療福祉大学との交流について 
  国際奉仕で今後の活動について検討                                  承認 
3. 退会及び会友の件  高橋晋会員 飯田正雄会員 村嶋隆美会員                     承認 
4. 新盆見舞い 14日午前 9時半集合 藤﨑壽路会員 遠藤英一元会員 渡辺孝会員              承認 
5. 剣道大会について  寸志、運営費の持参  矢野会員確認                       承認 
6. 納涼例会について   

 会費 5,000 円（ご家族は 3,000 円） 18 時受付 18 時 30 分点鐘                    承認 
7. 成田スポーツフェスティバルへの協賛について 
（昨年度 東京ディズニーリゾート１DAY パスポート 7,400 円×3 枚＝22,200 円）            承認 

8. 地区 会員増強・維持拡大セミナー 8 月 31 日（土） 登録料無料 
  甲田幹事、小寺会員増強・維持拡大委員長、小宮山出席奨励リーダー、 

菊地増強・選考・職業分類リーダーの５名が出席予定                          承認 
9. 地区 クラブ米山奨学委員長セミナー 8 月 31 日（土）登録料：１クラブ 3,000 円 

  齊藤ロータリー財団・米山記念奨学委員長、小泉会長が出席予定                     承認 
10. 地区 ロータリー財団セミナー 9 月 1 日（日）登録料無料 
  小泉会長、甲田幹事、齊藤ロータリー財団・米山記念奨学委員長の３名が出席予定             承認 

11. 2019 年規定審議会参加報告の集い 7 月 30 日（火） 
  小泉会長、神﨑クラブ研修委員長、設楽内規規定・危機管理委員長他。合計 8 名が出席           承認 

12. ガバナー公式訪問随行者 諸費用について 
  ビジターフィーはクラブ払い                                     承認 
13. 外部卓話者お礼について 
  増田さん、地区佐川委員長二人とも手土産を用意（設楽会員にお願い）3 千円程度             承認 
14. 松田会員出席免除の件                                        承認 
15. 親睦旅行の件 
  11 月 22 日（金）～24 日（日）高松、松山                              承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 7月 26日 船橋西ロータリークラブ 

諸岡 靖彦、小寺 眞澄、笠原 智、齊藤 三智夫、石橋 菊太郎 
小泉 英夫、神﨑 誠、設楽 正行 各会員 

7月 30日 規定審議会報告会 

神﨑 誠 会員 7月 31日 銚子ロータリークラブ 

堀口路加会員、長原正夫会員、成田温会員、齊藤三智夫 8 月 1日 第 5回月信委員会 

小泉 英夫、甲田 直弘、小寺 眞澄、小宮山 四郎、菊地 貴 
佐久間 高直、土井 英二、設楽 正行、石井 一成、石川 憲弘 各会員 

8 月 2日 会員増強・維持拡大委員会 

小泉 英夫、甲田 直弘、長原 正夫、長岡 明大、眞々田 美智子 
神﨑 誠、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、諸岡 正徳、石井 一成 
諸岡 靖彦、平山 秀樹、本宮 昌則 各会員 

8 月 2日 第 2回理事・役員会 

 

8 月 2 日(金) 
新会員卓話  担当：根本実会員、奥山信行会員 
第２回理事役員会 

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 

9 日(金) 新会員卓話  担当：石井一成会員、樋口慎一会員 

16 日(金) 休会     対象：夏休み 

23 日(金) 
特別月間卓話（ロータリー平和フェローシップ） 
担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

25 日(日) 中学校剣道大会   会場：下総みどり学園 

30 日(金) 会員増強・維持拡大テーブルディスカッション発表 

9 月 6 日(金) 
外部卓話  担当：日本航空 増田様  
第 3 回理事役員会 

13 日(金) 納涼例会（夜間移動家族例会） 会場：成田ビューホテル 

20 日(金) 特別月間卓話（ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、剣道大会報告） 担当：青少年奉仕委員会 

27 日(金) 新会員卓話   

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４名 ６１名 ３７名 ２６名 ６０．６６％ ６７．２１％ 

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 

 


