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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2809 回例会 平成 30 年 8 月 24 日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 
◇ 四つのテスト  大橋 創一 会員 
◇ お客様紹介 
2018－19 年度第 10 グループガバナー補佐  

石川 邦紘 会員（成田コスモポリタン RC）  
成田コスモポリタンロータリークラブ  
 吉岡 正之 会員、越川 和哉 会員、金子 公久 会員 

 
 

 
 
 

◇ ニコニコボックス 
石橋 菊太郎 会員：昨年妻を亡くしまして、先日の新盆は恙なく

すませることができました。お見舞いに来て下さったクラブの皆様、

いろいろありがとうございました。 
 

角田 幸弘 会員：前回の続きです。東京ビックサイトでの国際鉄

道模型コンベンションに招待されました。成田のコマーシャルにう

なり君をマスコットにして、3 日間で大勢のお客様にご乗車いただ

きました。ゆるキャラグランプリのうなり君！ですが、知名度低す

ぎます！なんとかしなきゃ！です。  
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写真は、ＮＨＫの取材あり、早くも来年のカレンダー販売の若手メンバー（息子からはし

っかり販売手数料の請求あり）でした。このカレンダー、出来が良いので秋ごろにでも会

員の皆様にお渡ししたいと思います。  
 

矢野 理恵 会員：昨日、下総みどり学園にお伺いしてきました。

嬉しいご報告が２つございます。１つ目は、選手及び審判員の先生

にお配りする参加賞の『手ぬぐい』が出来ました。先生方がとても

感動され、後日例会にて御礼に見えられる予定となっております。  
２つ目は、昨年、長原会員のエリート社の新聞の記事に『成田ロー

タリー杯剣道大会』が掲載されました。写真の選手の親御様か

ら新聞に載ったと喜びの声、さらに体調を悪くされていた選手

のお祖母様が孫の勇姿を見続けなくては・・・と、元気になっ

たと学校の先生に御礼があったとお話されました。青少年奉仕

としてとても嬉しいお話でした。二日後に今年の大会が行われ

ます。ぜひたくさんの会員の方に参加頂き、選手たちを応援し

て頂ければと思います。  
 

諸岡 市郎左衛門 会員：この 8 月は母の新盆で、成田ロータリー

クラブから新盆お見舞を頂戴し、また、神﨑会長、平山幹事はじめ

皆さまが、お暑い中、わざわざお見舞いにお運び頂きました。本来

であれば、個別に御礼を申し上げるべきところですが、まずはこの

場から御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

長原 正夫 会員：今年も成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会

を掲載する予定です。お年寄りが元気になるような記事を載せたい

と思いますのでニコニコさせていただきます。 
 

◇ 表彰 
・ロータリー財団 
第 8 回マルチプルポールハリスフェロー 成田 温 会員 

 
◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 
皆様、こんにちは。盆休みも終わりましたが、いかがお過ごし

だったでしょうか。今年は台風のあたり年のようで、記録上初

の 5 日連続の発生が有、現在 19 号、20 号となっています。西

日本豪雨災害の地域では、被害が少なければと祈念申し上げま

す。また、あの有名になりましたボランティアの尾畠春夫（78
才）氏も広島で活動中と聞いておりますが、安全第一での活動

をお願いします。 
成田コスモポリタンロータリークラブ ガバナー補佐石川邦紘様、副幹事吉岡正之様、越川

和哉様、金子公久様、ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお過ごし下さい。本日は、
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第 2790 地区第 10 グループガバナー補佐石川邦紘様によるガバナー公式訪問（9/7）のた

めの事前訪問例会であり、クラブ協議会とすることとなっています。石川ガバナー補佐、

後程宜しくお願いします。 
 また、明日 25 日は、インターアクト年次大会が館山南総文化会館にて、地区会員増強・

維持拡大委員会が千葉 TKP にて、クラブ米山記念奨学委員長セミナーが千葉商工会館で開

催されます。参加される方々は宜しくお願いします。また、次週以降、委員会報告も併せ

てお願いします。 
 高校野球は、大阪桐蔭高校の春夏連覇、秋田金足農業高校が準優勝という結果で大変感

動しましたが、先程から紹介がありました日曜日 26 日は、成田ロータリークラブの奉仕プ

ロジェクトの一つ、成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会が下総みどり学園で開催され

ます。日曜日ですが、参加される会員の皆様は、若いキビキビとした中学生剣士を激励し

てください。（本田圭佑は、ちょっと違った表現をされましたが、）観戦していると、私

たちの心も清々しくなり、やってよかったと感動すると思います。 
 最後に、改めて、石川ガバナー補佐に例会後半をよろしくお願いしまして、挨拶としま

す。 
 
◇ 委員会報告 

・職業奉仕  長原 正夫 リーダー 

本日、例会終了後、第１回目の職業奉仕委員会を千鳥で開催します。 
 
・青少年奉仕  田渕 公敏 リーダー 
26 日（日）成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会が開催されます。

詳細についてのご連絡です。場所は下総みどり学園、開場 8 時、開

会式9時、8時45分には集合していただくようにお願いいたします。

服装は、先日出来上がりました成田ロータリークラブのポロシャツ

を着用願います。明後日よろしくお願いします。 
 
・地区よりお願い 設楽 正行 会員 
地区大会について、橋岡ガバナーが所属する佐倉中央ロータリークラ

ブの会員数が少ないと言うことで、次年度の準備も兼ね、成田ロータ

リークラブから各リーダーが積極的にお手伝いしてくれないかとい

うことで話が参りました。私のところに資料がありますので、協力し

ていただける方は取りに来てください。 
 
◇ 幹事報告  平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・週報  成田コスモポリタン、富里、印西ロータリークラブ 
・クラブ活動計画書 富里、印西ロータリークラブ 
・出欠表（納涼例会） 
・「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 
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・「ハイライトよねやま」221 号 
・米山梅吉記念館より「館報」2018 年秋号、賛助会ご入会のお願い、秋季例祭のご案内 
・第 7 回成田スポーツフェスティバルのご案内 
【連絡】 
・本日例会終了後、指名委員会を槇の間で行います。 
 
◇ 第 10 グループガバナー補佐 石川 邦紘 会員挨拶 
今年度ガバナー補佐を拝命しました成田コスモポリタンＲＣの石

川邦紘です。 
私は昭和 59 年 5 月に成田ＲＣに入会し、その後成田コスモポリタ

ンＲＣを設立する為に平成 5 年 12 月に移籍し、34 年間ＲＣに在

籍しました。その間、成田コスモポリタンＲＣの 10 周年の会長を

しながら成田青年会議所やＲＣの奉仕の精神を通じて学び、一般的なＲＣ会員と同じよう

にＲ財団、米山奨学会や地域社会に貢献する活動に参加をし、現在は出席免除会員となり

皆様の活動計画書に寄稿したようにゆっくりとＲ活動を楽しんでおりましたが、この度、

ガバナー補佐の指名により再度ロータリーを勉強させて頂く事になりました。 
2017-18 年度の国際ロータリー会長バリーラシン氏は 113 年前ポール・ハリスが創設した

頃は会員と親睦をはかり友情を見つけ、地域社会で人々との繋がりを築く方法を提供して

いた後に奉仕精神が芽生え、組織の成長と共にその影響も膨らんでいきました。間もなく

ロータリー財団の支えもあり、ロータリーの奉仕は世界中の家族や地域社会の人々との生

活を変えていくようになりました。しかし、残念ながらロータリーの会員数はこの 20 年の

間、約 120 万人程度で低迷しており、成長しておりません。したがって今こそロータリー

クラブに変化をもたらす必要性があり、意識改革をしなければならないことだと考えてお

ります。 
それぞれのクラブ、ロータリアンは【 インスピレーション（「創造的思考に対する刺激、

鼓舞」「人の創造性を刺激や鼓舞する人」）（創造性）を働かせてロータリーに変化をも

たらす発想の転換を行い、新発想の元にロータリーを活性化させることが重要である 】と

述べています。また、具体的には「船を造りたいなら木を集めさせたり、作業や任務を割

り振るのではなく、はてしなく続く広大な海への切望の心を培うことから始めなさい」皆

さんの仕事は船を造ることではありません。より良い世界を作ることです。より良い世界

を作りたいなら、ロータリアンの魂を呼び起こし、その能力と可能性、そして私達一人一

人の中にある切望の心を引き出さなくてはなりません。」とも述べています。大変哲学的

ですが、これがインスピレーションの意味だろうと思います。 
国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 橋岡久太郎氏のテーマは「伝統と未来」、サブテー

マ「誇りと連帯感」となっています。 
「伝統」とは 2017-18ＲＩイアン・ライズリーパスト会長が国際会議で言われた 100 余年

に及ぶロータリーの歴史と「四つのテスト」であり、これが他団体との明確な違いです。 
「未来」とは、間もなく訪れる、25 億人の子供たちにポリオ予防ワクチンを提供する「レ

ガシー・ポリオゼロ」宣言です。1985 年にロータリーがポリオ撲滅活動を立ち上げて以来、

発症率は 99.9％減。これは疾病との戦いにおけるロータリー活動の成果であり、より良い

世界の未来になるように、このような奉仕プロジェクトを継続的に強く推進する事です。 
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また、「誇りと連帯感」とは、ロータリーは世界中の人生に前向きな素晴らしい人々が集

う集団であり、地域、世界で貢献している会員たちが信頼の絆のもとに友情を育んでいる

ことです、と述べています。 
皆様へ特にお願いしたい事は 
① 会員増強です。2 名あるいは 10％純増のいずれかを目標にして頂きたい。特に 40 歳

未満の会員、及び女性会員の増強をお願いいたします。  
② 各クラブはロータリー財団が支援する地区補助金、グローバル補助金を活用した奉仕

プロジェクトの立案と申請、実施を奨励します。 
③ ロータリー財団の地区補助金の原資となる年次寄付については、寄付ゼロクラブを無

くし、会員一人当たり 150 ドルを目標とし、併せてポリオプラスの寄付の目標額を会員一

人当たり 30 ドルとします。またグループから 10 名以上のポール・ハリス・フェロー（財

団への累計寄付額が 1000 ドル以上に達した寄付者）、5 名以上のポール・ハリス・ ソサ

イエティー（毎年 1000 ドル以上を、年次基金、ポリオプラス基金、財団が承認した補助

金のいずれかに寄付して下さるロータリー会員とロータリー財団支援者）を輩出するよう

お願いいたします。 
その他の委員会等については地区研修会等で各委員長方々は学んで頂いている事と思いま

す。 
今年度の情報研修会のテーマ「分かりやすいロータリー」・サブテーマ「職業奉仕を再考

する」となっています。ＲＩとロータリークラブの距離を近づけるべく“分かりやすいロ

ータリー”を目指し、様々な解釈が横行するロータリーの奉仕（サービス）、特に職業奉

仕について、第 2790 地区としてのスタンダードとなるインスピレーションを提言させて

頂きます。 
橋岡ガバナーの方針による統一テーマ「職業奉仕」について各委員会の研究成果を発表し、

研修いたします。新入会員向けではなく、全員参加を基本とし、特に会長・幹事・役員・ 
ベテラン会員の皆様方にご参加を頂き、質疑応答の時間を充実させて頂きたいと思います。 
是非皆様会員のご参加をよろしくお願いいたします。 
本日は長々お話しさせて頂きましたが、是非ご理解とご協力をお願いいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
◇ クラブ協議会 
・クラブ管理運営委員会 小寺 眞澄 委員長 
クラブ管理運営（成田ＲＣ プログラム・クラブ会報・親睦・ＲＦ）

委員長を仰せつかりました小寺です。 
クラブ管理運営委員会は、クラブの円滑な運営を行うことが使命とな

り、五大奉仕のうちクラブ奉仕を中心に担う委員会になります。委員

会を活動するにあたり例会をはじめ毎年「祭りを見よう会」から始ま

り数多くの諸行事が行われる中で、 
プログラム 諸行事の進行および関係者（他委員会、会場など）との打合せ 
クラブ会報 週報等の作成（校正など）および記載記事の収集 
親   睦 交流会（ゴルフ、旅行など）の会場設営ならびに開催 
ＲＦ（含同好会） 既存同好会の活性および趣味、娯楽による交流の充実   
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を、リーダー・サブリーダー中心に担当委員全員で活動していただきたいと思います。 
また、五大奉仕のうち、残る職業・社会・国際・青少年奉仕やクラブ研修委員会による研

修、そして、ロータリーデーの立案と開催等に委員全員で率先して取り組みます。 
ロータリーデーにおいては、まさに本日も大型台風による豪雨など異常気象等種々の自然

災害が起こっております、成田ＲＣの支援活動としては、募金活動を中心に成田高等学校

インターアクトクラブ並びに他クラブ（今現在成田ＣＲＣ）共同で開催することを検討し

ております。 
また、ロータリーデーは、ロータリー活動を一般の方々によく理解して頂くことも目的に

なり、広報・公共イメージ委員会との連携を図ります。 
卓話は、新会員卓話、外部卓話、特別月間卓話を昨年同様に行いたいと思います。新会員

の皆様は、自己紹介を含め楽しい卓話をお願いします。特別月間卓話は、「委員会卓話」

的に捉え強化月間にこだわらず各委員会に依頼いたします。各委員会に於いては、委員会

を開催し発表者ならび内容の検討をお願いします。 
本年度会長方針である例会参加にソーシャルメディア（SNS）の活用を検討するにあたり、

当委員会に於いては、実施クラブへの訪問・意見交換等を行い報告いたします。また、SNS
を活用することにより、成田ＲＣが一般に広く知られることにも繋がるので、例会やイベ

ントが興味深く、洞察に富み、重要な内容になるよう企画・運営を検討いたします。 
最後に、諸岡靖彦ガバナーの前年度にあたり地区行事である３大セミナーが年度下期に開

催されます。当委員会に於いても、またとない機会なので積極的に参加し楽しみたいと思

います。一年間宜しくお願い致します。 
 
・奉仕プロジェクト委員会 甲田 直弘 委員長 
今年度、奉仕プロジェクト委員長を担当させて頂きます甲田直弘で

す。先のクラブ協議会で年間の概要はお話しましたとおりでござい

ますので詳細に関しては割愛させていただきますが神﨑会長の奉仕

に重点を置くという考えを忠実に実行するため各委員会を早期に実

施していただき万全の態勢で臨んで頂きたいと思います。 
中でも直近で剣道大会、インターアクト年次大会と２つの行事があります青少年奉仕委員

会は田渕リーダーを中心に 矢野前年度リーダーとクラブ管理運営 小寺委員長と密に連

絡を取り合い着々と準備が整っているのではないかと思っております。 
今、申し上げた通り今年度は委員会の中だけでなく他の委員会と率先して連携をとりクロ

スプロモーションの実践も活発に行っていくことがよりよいクラブ運営となると思います

ので宜しくお願い申し上げます。 
さて、今年度地区テーマ「伝統と未来」～誇りと連帯感～となっておりますが成田クラブ

としても現在継続している奉仕の継続、そして未来に向けての新しい奉仕についても会員

で模索し、このテーマを忠実に実践していきたいと思っております。 
そして最後になりましたが神﨑年度の目玉でもあります「日本ボーイスカウト成田第１団

等広場利用者への衛生設備支援」を全員参加で成功させたいと思いますのでご協力の程宜

しくお願い申し上げます。 
 
◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
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平成３０年８月２６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 原 昴太 君 
     公津の杜中学校 上林万葉 さん 

日本剣道形 打太刀 教士七段 露崎 充先生 
      仕太刀 教士七段 飯田 幸一先生 

成田ロータリークラブ 
神﨑 誠 会長 小泉 一成 成田市長 
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団体の部 優勝 準優勝 
男子 七次台中学校 木刈中学校 
女子 栄中学校 富里中学校 

個人の部 優勝 準優勝 
３年男子 佐藤 玄（西の原中学校） 西岡 諒哉（木刈中学校） 
１・２年男子 石川 晃地（成田中学校） 陸川 格弥（七次台中学校） 
３年女子 富山 葵（七次台中学校） 押田 奈々美（西の原中学校） 
１・２年女子 上林 万葉（公津の杜中学校） 川瀬 美桜（富里中学校） 
 
出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６９ ４４ ２５ ６３．７７％ ７１．０１％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

矢野 理恵 会員 8月 15日 第８回地区 RLI推進委員会 

諸岡 靖彦、佐瀬 和年、松田 泰長、村嶋 隆美、齊藤 三智夫 

堀口 路加、設楽 正行 各会員 
8月 17日 政策委員会 

齊藤 三智夫 会員 8月 22日 2018－19 月信委員会 

堀口 路加 会員 8月 22日 橋岡ガバナー年度地区幹事団会議 

神﨑 誠、平山 秀樹、諸岡 靖彦、近藤 博貴、石橋 菊太郎 

設楽 正行、小川 賢、平野 省二、成田 温 各会員 
8月 24日 指名委員会 

近藤 博貴、飯田 正雄、遠藤 英一、小宮山 四郎、佐瀬 和年 

成田 温、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠、佐久間 高直 

角田 幸弘、平山 秀樹、長原 正夫、小寺 眞澄、堀口 路加 

矢野 理恵、田渕 公敏、中野 直人 各会員 

8月 26日 
成田ロータリークラブ杯 

中学校剣道大会 

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 

 


