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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 2855 回例会 令和元年 8 月 23 日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ ロータリーソング  それでこそロータリー 
◇ 四つのテスト  小坂 明宮己 会員 
◇ お客様 
  地区ロータリー平和フェローシップ委員会  

佐川 清 委員長（松戸ロータリークラブ） 
◇ ニコニコボックス 

渡邊 孝 会員：過日、私の妻の新盆に成田クラブはもちろん、沢

山の会員の皆様にお見舞いをいただきありがとうございました。重ね

て御礼申し上げます。妻が亡くなりまして約 5ヶ月になろうとしてお

りますが、心にぽっかり穴が空き、元に戻るのは中々大変です。あの

時、沢山の会員の皆さんから励ましていただき、大変嬉しく、ありが

たかったです。皆様の思いやり、友情に感謝申し上げます。これからは頑張って前向きに

進んでいかなければいけないと、自分自身を叱咤、激励している状態です。会員の皆様、

今後ともご指導ご協力を賜りますことを切にお願いしまして、ご挨拶にかえさせて頂きた

いと思います。  

 

浅野 正博 会員：8月の前半はずっと例会をお休みしておりました。

実は、大学の時から国際幼児教育学会に入っており 20年になります。

今年はハワイで世界大会があり、そこに出席をして参りました。 

20年出席していた割には 1度も研究発表をしたことがなかったので

すが、今年はちゃんとやろうと思い研究発表を 1つ出してきました。

ハワイ大会と言う事だったので、全部英語で準備をしてきたのですが、僕の研究を聞きに

来た人が全員日本人で、日本語でやって欲しいと言うリクエストがあり、全部日本語でや

ってきました。1人だけ向こうの大学の先生がいらっしゃったのですが、トランスレータ

ーが付いていたので妙な緊張をしないで研究発表をやることができました。  

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

松戸ロータリークラブの佐川様ようこそいらっしゃいました。

後ほど平和フェローシップについての卓話、よろしくお願いい

たします。世界は相変わらず日韓問題、香港のデモなど出口の

見えない状態が続いておりますが、私個人では、毎年一族 14名

で行っておりますディズニーへ、9日の月曜日に行ってきました。
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今年はディズニーランドではなくディズニーシーに行ってきました。最終の 10時までおり

まして、12時過ぎに家に帰って参りました。孫たちも大きくなりましたのでジェットコー

スター等乗りこなすようになってきましたが、泣く場面などもありまだまだ子供だなと思

うところもありました。  

昨日は成田弦祭りの実行委員会の会議がありまして、今年も青森の津軽三味線の世界大会

の男女 A級優勝者のニ名、団体戦の優勝チームである早稲田大学津軽三味線愛好会三津巴

を招待することができました。今年も盛り上がることと思います。さらに初めての事なの

ですが、ケーブルテレビが本堂前の演奏を生放送していただけると言うことで大変喜んで

います。今晩と明日はみたま祭り、皆さんもよければ見に来ていただけたらと思います。

明後日はロータリークラブ主催の剣道大会です。今日優勝旗が出来上がってきました。ご

協力、宜しく 

お願いします。 

 

◇ 委嘱状 

地区ローターアクト委員会 

委員 土井 豊彦 会員 

 

◇ 表彰 

 ・米山記念奨学 第 1回 

小泉 英夫 会員 

 ・ロータリー財団 第 4回 PHF  

    滝澤 尚二 会員 

 

◇ 委員会報告 

・青少年奉仕    浅野 正博 リーダー 

先ほど会長のお話にもありましたが、剣道

大会の優勝旗が出来上がりましたのでここ

でご披露させていただきます。また参加者

への手ぬぐいも出来上がりました。 

25 日日曜日は、9 時半集合 10 時開会です。

ご協力よろしくお願いいたします。  

 

・諸岡 市郎左衛門会員より 

剣道大会に関して、成田ロータリークラブは、2019-20年度のロー

タリー財団地区補助金を申請し、補助金の承認を得ました。皆さ

まのロータリー財団への寄付が、当クラブの奉仕活動の一助として活用されておりますの

で、補足します。 

 

・米山記念奨学委員会   齊藤 三智夫 委員長 

小川賢会員より米山特別寄付として 100,000円をいただきました。  
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ありがとうございます。 

 

・プログラム    永井 秀和 リーダー 

今後のプログラムに変更があります。  

来週の新会員卓話は先日行われた会員増強・維持拡大委員会のテー

ブルディスカッション発表に変更となります。新会員卓話は 10月 4

日にやる予定です。 

 

・成田環境ネットワーク  出向者 小宮山 四郎 会員 

毎年行われております印旛沼クリーンハイキングが、今年は 10月 12

日土曜日に開催されます。成田クラブの担当は受付ですので 8時集合

です。次週から回覧で参加者を募りたいと思います。できるだけ多く

の皆様の参加をお願いいたします。 

 

・地区国際大会参加推進委員会 平山 秀樹 委員長 

日本旅行からの見積もりの資料を出させていただきました。最低のラ

インで 200,000円代。奥様方はオプショナルツアーを組んで楽しんで

いただけるようにしたいと思っております。 

 

・地区ロータリーの友委員会  長原 正夫 会員 

地区代表委員としてロータリーの友委員会に出向しております。8月

9日金曜日、1日東京で会合がありました。私のテーブルには那覇、

福岡、栃木、千歳、埼玉、西宮、茨城、山形の方がいらっしゃいまし

た。テーマは会員増強。午前中はロータリー友 7月号のニュースを各

ロータリアンから報告、午後はテーブルディスカッションでした。ど

このロータリークラブも会員増強には力を入れており、その中でも女

性会員を増やす、親睦を増やす、新入会の研修をするなどの意見が出ておりました。どれ

も成田でやっていることがほとんどでした。クラブの問題点はどこにあるのかなど話し合

われました。こういう会議が 2、3ヶ月に 1回開催されます。開催されたら順次報告したい

と思います。資料が膨大なので、今後抜粋して皆さんにお知らせできればと思っています。  

 

・地区大会委員会   設楽 正行 実行委員長 

地区大会委員会よりお知らせとお願いです。8月 30日に委員会を開

催し、各委員会がどのような活動しなければならないかと言うのを

徹底的にお話ししたいと思っております。つきましては各委員長さ

んが出られない場合は代理の方をお願いいたします。  

地区大会まであと 5ヶ月しかありません。ご協力よろしくお願いします。  

 

・ガバナー事務所より   堀口 路加 地区幹事長 

ガバナー公式訪問随行について確認とお願いです。 
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ガバナー公式訪問では、RI会長の運営方針を伝えるとともに各クラブの現状を把握し、そ

れとともにクラブにアドバイスをしたり懇談をしたりと言う機会を持っております。諸岡

ガバナーは、今年度 52回に分けて 82のクラブを回っているところです。7月の下旬から

始まり 11月末まで続きます。 

皆様には最低１回はガバナー公式訪問に随行していただきたいとお願いしているところで

す。これは成田の例会だけではなく他のクラブを見ていただくことで、外から成田クラブ

のあり方が見えてくることもあるのではないかという事で、ガバナーからの依頼です。  

近いところはクラブの経験年数の長い方へ行っていただき、若い方は成田から遠方のとこ

へ行っていただく。随行当日は、例会前に 1時間ほど懇談会があります。これに出席して

いただき、ガバナーが後で振り返られるように簡単な記録をとっていただきたいと思いま

す。気がついたところ、重点等まとめていただくととても助かります。 

合同例会になりますと、今申し上げた作業が 2クラブ合同ですと 2回、3クラブ合同にな

りますと 3回あります。事前にチェックしておかれた方が良いかと思います。 

例会後、クラブ協議会があります。これにも可能であれば出席していただき、懇親会があ

る場合は自由参加で結構です。名刺は特に作っておりませんので、それぞれご自身の事業

所の名刺をお持ち下さい。なければ随行者と言うことでガバナーから紹介いたします。 

服装はクールビズ期間中であれば、クールビズ。上着があればロータリーの徽章をつけて

お願いいたします。また、例会場によりビジターフィーが掛かる場合があります。その場

合、領収書を事務局まで提出いただければ、後日、会計からお支払いいたします。  

各自現地にいかれる場合もありますが、懇談会の 30分前に到着されるようにお願いします。

ガバナーと同乗される場合は、上町の羊羹資料館の裏に車を停めていただき同乗をお願い

します。集合時間は事務局より各自に追って連絡いたします。追行の詳細が決まりました

ら、事務局よりご連絡いたします。  

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 白井ロータリークラブ 

・週報  白井、印西ロータリークラブ 

・クラブ活動計画書 白井、印西ロータリークラブ 

・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（納涼例会） 

・地区より「2018-19年度 地区大会記念誌」 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま Vol.233」 

・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.5  No.1（通刊 59号）」 

・「コーディネーターニュース 2019年 9月号」 

・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

【連絡】 

・遠藤京子さんから遠藤英一元会員の新盆に対しましてニコニコを頂戴いたしました。 

・例会終了後、戦略計画委員会をひばりで開催いたします。 
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◇ 卓話 

～～平和フェローシップについて～～ 
地区ロータリー平和フェローシップ委員会  

佐川 清 委員長（松戸ロータリークラブ） 
 平和フェローシップ委員長の佐川です。 
ところで皆さん！平和センタープログラムをご存知でしょうか？ 
昨年、日本のロータリー100 周年実行委員会が行ったアンケート

でロータリー平和センターを知っている、よく知っていると答え

たクラブは約 22％（3.4 18.2）これはクラブの会長、幹事に答

えを求めたものですべてのロータリアンに答えを求めるともっと

低い数字になるでしょう。 
 
一言でロータリー平和センタープログラムは「世界平和の構築」と「紛争予防／解決」に

向けた RI 財団の人材育成プログラムです。 
このプログラムはポールハリス没後 50 周年を記念し創設されました。 
実際には 2002 年から始まるのですが既に 16 年が経っています。 
 
RI 財団プログラムには現在、大きく分けて補助金プログラム、ポリオプラスと、この平和

センタープログラムの三つが柱となっております。 
しかし先ほども述べましたが地区補助金やグローバル補助金、又ポリオプラスは知ってい

ても平和センタープログラムはまだまだ周知されてなのが現状です。 
それは一言でいえば皆さんに直接かかわってこないからでもあります。 
 
世界には 6 つのロータリー平和センターと七つの提携大学があります。 
「修士号取得プログラム」を学ぶ 5 つの平和センター（大学 6 校）と１校の「専門修了証

取得プログラム」平和センターがあります。 
日本では東京都三鷹にある国際基督教大学（ICU）が提携大学となり毎年１０名のフェロ

ーを受け入れております。 

ロータリアンの役割 ホストエリアの役割 

日本では ICU の平和センターをサポ―するためホストエリア制度を採用しています。 
ホストエリアは ICU がある第２７５０地区とその周辺の地区で構成され現在は６つの地

区が担当しています。 
２７９０地区もその構成メンバーとなっています。 
 
そして地区委員がホストエリア連絡協議会のメンバーとして平和センタープログラムやフ

ェローを支援しています。現在、当地区からは３名のカウンセラーが出ております。 
また、現在、日本のロータリアン全員から一人当たり１５円の協力金を頂いておりフェロ

ーの研修旅行平和センターが実施する会合の経費に使われています。 
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ロータリー平和センターは平和構築に力を入れるロータリアンの支援を受けて大きな成果

を上げてきました。 
２０１７年１０月現在 １１３１名の平和フェローが平和センターで学び卒業後様々な機

関・団体の要職に就いて平和を目指す任務に取り組んでいます。 
採用されたフェローのうち日本の地区から海外に派遣したフェローの数はわずか３３名に

すぎません。 
これは日本という国が紛争地域ではなくフェローシップ応募資格の中に紛争地域や紛争解

決に向けた機関や団体等の職歴３年以上が引っかかって候補者が少ないこともありますが

最初に述べたロータリアンがこのプログラムを知らないところに起因しているものと思わ

れます。 
 
ロータリー平和フェローシップは将来のキャリアを通じて平和と紛争解決の分野で大き

な貢献をする見込みがある様々な学問分野や職業出身の人に授与されます。 
そのため、申請者は、学問研究、ボランティア、職業を通じて、平和と紛争予防／紛争

解決に対する強い熱意とリーダーシップに加え、優れた学業成績を証明する必要がありま

す。例として、ロータリー平和フェローシップは、次のような分野出身の候補者に授与さ

れています。 
• 人権、災害救援、支援物資提供、環境保護、難民問題、その他の平和と国際協力に取り

組む非営利組織（NGO） 

• 国際組織、国際企業 

• 国務、外務、外交、その他の公務に関する政府機関 

• 青年海外協力隊のような国際ボランティア組織 

• 自衛隊、防衛機関、警察 

• 仲裁や争いの解決を専門とする団体 

• 大学の同窓会、キャリアセンター、留学支援の担当課 

• 国際教育、国際関係、政治、平和研究、紛争解決に関する学部 

• 国際問題、開発、平和構築、紛争解決の分野で活動する元国際親善奨学生、GSE（研究グ

ループ交換）の元メンバー（ほかの地区から派遣された奨学生や GSE メンバーが地区内に

居住している場合もある）、ローターアクターなどです。 

 
また、ロータリー平和センタープログラム或いはフェローシッ

ププログラムで検索していただくと詳細が出てまいります。 
最後に候補者の発掘やカウンセラーとしてご協力していただ

けるクラブがございましたら是非ご協力ください。 
 
 
 
 
◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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令和元年８月２5 日（日） 
於：成田市立下総みどり学園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選手宣誓 下総みどり学園 日下部 一心君 
     下総みどり学園 飯田奈津美さん 

日本剣道形 打太刀 教士七段 飯田 正雄先生 
      仕太刀 教士七段 露崎 充先生 

成田ロータリークラブ 
小泉 英夫 会長 

小泉 一成 成田市長 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体の部 優勝 準優勝 
男子 西の原中学校 七次台中学校 
女子 成田西中学校 滝野中学校 

個人の部 優勝 準優勝 
２年男子 西岡 優太（木刈中学校） 山影 飛鳥（七次台中学校） 
１年男子 染谷 駿介（成田高校付属中学校） 石川 忠晴（成田中学校） 
２年女子 古西 姫羅梨（桜台中学校） 梅津 咲香（遠山中学校） 
１年女子 石川 心陽（公津の杜中学校） 伊能 瑞稀（成田西中学校） 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

土井 豊彦 会員 4月 13日 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2790 地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ
年次大会 

ローソンかおり 会員 8月 8日 東金ロータリークラブ 

小川 賢 会員 8月 9日 浦安ロータリークラブ 

長原 正夫 会員 8月 9日 ロータリーの友合同会議 

石田 洋平、中野 直人 各会員 8月 20日 市川東ロータリークラブ 

渡邊 孝 会員 8月 21日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

石橋 菊太郎、笠原 智 各会員 8月 21日 地区研修委員会 

矢野 理恵、諸岡 正徳 各会員 8月 21日 銚子ロータリークラブ 

成田 温 会員 8月 22日 木更津ロータリークラブ 

石川 憲弘、佐瀬 和年、神﨑 誠、小泉 英夫、堀口 路加、長原 正夫
諸岡 靖彦、成田 温、角田 幸弘、笠原 智、矢野 理恵、平山 秀樹 
諸岡 市郎左衛門、齊藤 三智夫 各会員 

8月 23日 戦略計画委員会 

喜久川 登、小宮山 四郎、佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温 
諸岡 靖彦、佐久間 高直、小泉 英夫、角田 幸弘、平山 秀樹 
長原 正夫、小池 正昭、小寺 眞澄、堀口 路加、浅野 正博、菊地 貴 
齊藤 三智夫、矢野 理恵、細井 将紀 各会員 

8月 25日 
成田ロータリークラブ杯 
中学校剣道大会 

 

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 ４１名 ２０名 ６７．２１％ ７０．００％ 

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 

 

ロータリー平和フェローシップについて説明 


