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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2761回例会 平成 29年 8月 25日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 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  田渕 公敏 会員 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員： 8 月はいろいろなことがあり、例会に出てき

たのは今日が初めてです。実は女房が難しい病気にかかっていまし

て、それを遺伝子検査の結果、治療法を見つけていこうというプロ

ジェクトに参加できることが決まりました。ですが、なかなか良い

結果はすぐには出てきませんで、7 月 31 日付けの読売新聞の全国版

で現在闘病中という記事が出ました。皆さんにご迷惑をおかけした

ということでニコニコさせていただきます。 

 

南日 隆男 会員：今日は家族のことでニコニコいたします。8月 9

日に 2 人目の孫が生まれました。初孫に続いてまた男の子というこ

とで、これで子供を入れると一姫五太郎で男子系が進んでいるので

すが、更に孫が増えていくのを楽しみにしてニコニコしたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

 

◇ 会長挨拶   成田 温 会長 

先ほど例会に先立ち、臨時理事会＋パスト会長会が開かれまし

た。 

議案としては、ガバナー事務所より問い合わせのあった「希望

の風推進委員会」設置の可否についての議論をいたしました。 

入会の浅い会員はご存じないと思いますが、２０１１年３月１

１日の東日本大震災の時に当クラブは５０周年記念の年でそ

の際に戴いた各クラブの参加費３５０万円を、義援金としてガ

バナー会へ送りました。その後しばらく経ちまして被災遺児に

対する教育支援の「ロータリー希望の風奨学金」を立ち上げました。 

「一日も早い支援」から「ロータリーらしい支援」に変わったわけです。 

これには賛否両論ありまして３４地区ある中で反対する１８地区へ返金がなされました。

当クラブも当時反対の意見表明をいたしました。 

 

今日の議論をまとめますと、基本的には従来どおり「希望の風」には反対する。 

いまだに情報の開示がなされていない。資金が途中で足りなくなるのは当時でも分かって

いた等の理由です。 

また、「希望の風推進委員会」ではなく「希望の風検討委員会」として推進ありきではな
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く、今後検討していって欲しいのが希望である事。 

最終的に地区内の多数決で決定するのであれば、当クラブも協力しましょうという結論で

した。 

分かりにくい話でしたが、一応成田クラブとしてはその様にガバナー事務所に返答いたし

ますのでご了承しておいて下さい。 

 

◇ 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  

設楽 正行 会員 

・米山記念奨学会 

米山功労者 第 11 回メジャードナー   

小川 賢 会員 

・米山功労クラブ   

 

◇ 委員会報告 

・出席奨励    香取 竜也 リーダー 

例会終了後、出席奨励委員会を 3 階槇の間で行いますのでどうぞよろし

くお願い致します。 

 

・青少年奉仕リーダー  矢野 理恵 サブリーダー 

いよいよ明日、ロータリー主催の剣道大会が行われます。そこで、実は

アクシデントがたくさんございまして、メインの飯田会員が大学の大会

と重なり、急きょ審判で引き抜かれてしまいまして、なおかつ、学校の

メインの主催運営委員長が入院をしてしまいまして、準備が止まってい

たという大変なことになっておりまして、私今週、ほとんどそちらの大

会の段取りの流れで本業をしておりません。手土産などの手配もできていなくて、急遽米

屋の諸岡会員の協力により 50 個用意して頂き、また、来賓の人数が予定より 10 名増えた

り、手配がバタバタでおります。大変申し訳ないのですが、駐車場も現地では 5 台しか確

保できておりません。それで、平山会員のご自宅に６台、深堀会員の会社に 1 台、なので

後ほど、明日出席される方を調整させていただいて、会場に車を置いていただく方、平山

さんのご自宅に集合していただいて、ピストンで輸送するやり方、ないしはご家族の方か

ら直接会場に送っていただく方を振り分けたいと思います。今日こちらに来ましたら、当

日のスケジュールが変更になっていらっしゃる方がたくさんおりまして、再度、駐車場の

調整をして、来られる方に私のほうから直接お電話を入れさせていただきたいと思います。

大会が終わりましたら委員会を開きまして、来年は誰がいなくなっても大丈夫なように、

前もってきっちり準備をしたいと思っています。当日来られる方の服装ですが、ブレザー

を持ってこられる方は、下は白であればポロシャツでもワンポイントや模様が入っていて

も大丈夫です。下はジーパンでなければ、スラックスであれば何色のお洋服を召してきて

いただいても大丈夫です。今回、予算がかなりオーバーしていたところを、何とか予算内

で帳尻を合わせるような形になっております。駐車場が足りないので、近隣のコインパー

キングを利用される方もいらっしゃるかと思うのですが、残念ながらそちらのほうは経費

負担致しませんので、自己でお支払いいただければと思います。つい水曜日に飯田会員か

ら全部物を渡されたのですが、すべて何もできていなかった状態で、この 2 日間、私、特

化しておりますので少しテンパっておりますが、何とか明日の朝までにはすべて形にして

おきますので、どうぞみなさんご協力をお願いいたします。また、更に明日、インターア
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クトの年次総会も重なっておりまして、急きょ、奉仕委員会ではない橘先生と小寺さんに

行っていただくことになりまして、今回他の委員会の方から協力を得られておりますので、

本当に感謝いたします。どうぞ、明日よろしくお願いいたします。 

 

・職業奉仕    石橋 菊太郎 リーダー 

9 月 13 日、U－シティホテルで夜 6 時から第 2 回目の委員会を開き

ます。今回、1 月に向けた勉強会という形でやっていきます。新し

く松本さんと桜井さんに入っていただきました。今、回覧でまわし

ておりますので、そこに出欠を書いていただければと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 

・クラブ管理運営委員会   角田 幸弘 委員長 

10 月 1 日から 3 日間の予定で成田ロータリークラブの旅行を組んで

おりますが、今回、次回でそのさわりをご紹介させていただきます

ので、行ってみようかなと思う方はぜひ、あと 8 人くらい来ていた

だけると旅行も盛り上がると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

10 月 1 日、かがやきに乗りまして 2 時間弱で富山の駅に着きますの

で、そこから昼食が岩瀬浜、明治 44 年創業、当時のままの土壁と黒瓦、老舗の風格がだい

ぶある料亭にて、この時期にしか召し上がれない白エビ料理を刺身、から揚げ、福団子で

召し上がっていただくということで、いきなり気持ちは富山湾の海の幸に行くわけですね。

それから、そのあとに観光で越中八尾観光会館曳山展示館。高さ 7.5m の二層からなる曳

山に２０くらいの彫刻から飾られていて、中にご神体もあるという人形が乗せられていま

して、これは成田の山車をご存知の方ですから、興味がおありなんじゃないかと思います

が、下層部のほうでは囃子、三味線、横笛、太鼓の楽器を奏でながら曳山の巡行を盛り立

てるということです。これを常設で３基見ることができます。ステージもありまして、風

の盆もやっていただけると思うのですが、これを鑑賞しまして、当日は富山市内の ANA

クラウンプラザ富山に泊まっていただきます。お食事は五万石本店、朝水揚げされた富山

湾の魚、地元の有機野菜、厳選な食材を職人が妙技を尽くしてこしらえていただきました

割烹料理を召し上がっていただくということで、今日は初日の案内だけですが、ちょっと

心動かされた方はぜひ、あと数名ですのでよろしくお願いいたします。あとでまたお伺い

にあがると思いますので、ぜひ良いお返事を聞かせていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

・ロータリー財団委員会  諸岡 市郎左衛門 会員 

ロータリー財団委員会から、財団へのご寄付の報告をいたします。 

本日、成田会長から、ロータリー財団のポリオプラスに 1,000 米ドル

（111,000円）のご寄付（一括）を頂きました。 

次に、分割方式での寄付についてご案内します。 

８月から、一括での寄付に加え、分割寄付を開始します。分割の場

合、原則として、13,000円／月（補注）を、月末の例会時に事務局（受付）におわたし下さい。 

早速、本日、4名の方からの分割寄付がございました。氏名をご披露しますと、橘昌孝会員、遠

藤英一会員、神﨑誠会員、そして私諸岡です。ありがとうございました。 

【補注】 

ロータリー財団寄付は１口 1,000 ドル（＝111,000円（H29.8 レート：111円/ドル））。13,000円/月

×8か月で 104,000円、9か月目において為替変動等を踏まえ差額の調整予定。 
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・プログラム     久米 剛 リーダー 

プログラム委員の久米です。おつかれさまです。本日、例会終了

後に第２回目のプログラム委員会を開催いたします。会場は１階

のラウンジで予定しております。今年の年度当初の会長からのご

意向にありましたとおり、委員会活動が非常に活発化しておりま

すので、委員の中には重複されている方もいらっしゃるかと思い

ます。重複されている方は、まずその委員会を優先していただい

て、余力があればプログラム委員のほうへも参加いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

・雑誌・広報・ホームページ  甲田 直弘 リーダー 

ロータリーの友の記事紹介です。新会員の口コミで広がるクラブの魅力ということで、高

崎ロータリークラブが会員数６４人から１１５人へと大幅増加をした経緯が詳しく載って

おります。集合写真からもクラブの雰囲気がとても良く伝わる１枚だなと思いました。 

 

◇ 第９分区ガバナー補佐  諸岡 靖彦 会員 

ガバナー補佐として、分区内クラブ訪問で忙しく動いております。

ようやく、ガバナー公式訪問前の各クラブを一巡しました。公式

訪問は最初に当クラブがガバナーをお迎えしました。今週成田コ

スモポリタンロータリークラブの公式訪問例会が終わり、来週は

印西ロータリークラブと白井ロータリークラブの２クラブ合同

の公式訪問例会です。そして月が変わり、９月６日に八街ロータ

リークラブと富里ロータリークラブの２クラブ合同の公式訪問

例会で一区切りとなります。４カ月に１度ずつ各クラブを訪問することが、ガバナー補佐

の義務となっております。分区内のクラブを回りまして、いろいろな気付きを得ました。

その都度、それぞれのクラブで発表しております。印西ロータリークラブは会員が２０名

まで減っています。しかも、公式訪問を目前にして石井勝雄会長の奥様が病気入院となり、

急遽会長代行を立てることとなり、厳しい局面にあります。逆に非常に新しくすごいこと

だと思ったのは富里ロータリークラブです。今年度会長は入会４年目、４３歳の原 幸司

さん。JC で活躍した人ですけれども、やはりロータリー４年で会長というのは重荷かと思

っていました。ロータリーについて緊急に勉強して、若い友人を会員に誘ったわけです。

彼が取り上げたのがインターネットです。インターネットで例会の内容を把握して、出席

が OK ということが今は可能です。それを採りいれて、今新しい流れを見つけようとして

いるところです。ベテランの会員も温かい目で見ています。富里ロータリークラブは新し

い可能性を得たのです。成田ロータリークラブでもやっていないことをやっている。これ

は注目したいと思いました。 

 

◇ 幹事報告   長原 正夫 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更     白井、佐原ロータリークラブ 

・週報       富里、八街、印西、白井 

成田空港南ロータリークラブ 

・クラブ活動計画書 旭、成田空港南ロータリークラブ 

・米山梅吉記念館  館報 2017 秋号 

・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

・ハイライトよねやま vol.209 
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≪連絡≫ 

・地区大会記念ゴルフ大会のお知らせ 10/23（月）藤ヶ谷カントリー倶楽部 

 

◇ 卓話   高橋 晋 会員 

会員増強・退会防止の卓話を諸岡正徳委員長より要請があ

り、前石川会長を始めとして会員増強委員会並びに会員各位

に多大のお力添えを頂き感謝申し上げますとともに会員増強

について一言簡単にお話しさせていただき、その後は私が成

田に来た経緯等について、また後半時間がありましたら質問

時間等に費やしたいと思います。 

私が成田でお仕事をさせていただき２５年目になりますが、

知人・友人及び仕事の関係でのお付き合いの方々に断られて

当たり前の感覚でロータリー入会者の勧誘活動をしましたが、一度断られても諦めず入会

候補者４０人前後に声を掛けたところ、入会者の確率は１０％前後でした。前回、成田国

際文化会館での母校のマンドリンクラブの広告掲載で会員各位に大変お世話になり広告掲

載協賛金に３０人前後ご協力頂きましたが、ロータリー入会の返事は簡単にもらえません

でした。 

 

まず雑談から入ります。最近２件私がビックリした話題についてお話します。１件はパー

トの女性がこの８月で辞めることになりハローワークに求人申し込みに行きましたところ、

求職者が５人あり１人は男性で７０歳、あとの４人は女性でお子さんのいる３７歳から４

０歳でした。３９歳の女性のご主人はガーナ人でした。特に４０歳前後の年齢は子育てで

パートの時間に朝９時から２時半～３時までの希望が多いのですが、１人だけ５時まで働

ける方がおり採用しました。特に私より７歳年下の７０歳の男性からの求職の申し込みに

はビックリしました。 

 

もう１件は中学時代の同窓会が今年の１０月に東京で２０年ぶりに７７歳の喜寿の開催の

通知がありました。私と同じ年で滝沢会員、矢島会員、平野会員がおります。３年Ａ組か

らＧ組の７クラス合同の同窓会で、私はＤ組でその中に私を含め３人は鉄道マニアでした。

角田会員も鉄道マニアですが、高校受験の際２人は私から受験に誘い、東大出の弟からお

兄ちゃんは勉強しないからどこにも行くところがないと言われました。その通りで小・中

学校時代勉強はせずベイゴマ・メンコ等に熱中しました。特にベイゴマはお互いの性格が

判り、ある意味で勉強になりました。ところで２人は案内状の中で既に亡くなったとの通

知を知りクラス会幹事に確認したところ、噂で聞いたとの事でビックリしました。私はそ

のうち１人は１年前に高校のクラス会で、もう１人は２年前に電話で連絡を取りましたの

で本人に直接確認したところ２人とも健在でしたので安心しました。また７クラス合同の

クラス会で私のクラスの担任で図画の先生はまだ健在ですが、あとの６クラスの担任の先

生は全て亡くなりましたので、幹事は１人だけ先生を呼ぶのはどうかと悩んでおります。

２人のうち１人は背が高くモデルタイプで同級生の背の高い美人と結婚し上野にある百貨

店松坂屋に勤めましたが現在別居中で警備会社に勤めており、もう１人はカメラの製造会

社に勤めた後独立し、カメラの三脚を作る会社の経営者です。 

 

母校の OB で今年亡くなりました新大久保駅員を経験し落語家になりました三遊亭歌奴改

め三遊亭円歌がおります。 

ところで、私が成田ロータリークラブに入会したのが同期の元藤田会員、元秋葉会員、今

日ここに居られる喜久川会員です。平成４年１０月に入会して今年の１０月で２５年目に
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なります。生まれは草加煎餅で有名な埼玉県草加市に隣接する東京の足立区で昔は田んぼ

だらけで今は公団住宅が建ち並び都市化されました。私は４人兄弟の次男で長男と三男及

び妹がおり両親及び２歳年上の兄は他界しました。 

成田山新勝寺及び川崎大師は真言宗智山派ですが、私の実家は西新井大師真言宗豊山派の

近くで同じ宗派で東京の護国寺及び成田宗吾霊堂がありますが、西新井大師の境内に両親

及び兄のお墓があります。 

父の実家は農家でしたが分家となりビートたけしの出身都立足立高校で教員をしていたた

め、私も将来先生の夢を抱いて大学時代社会科の免許及び博物館職員の資格である学芸員

の免許を取得しましたが、就職シーズンになり早く証券会社に内定しそれからの人生でい

ろいろな職業に変わり上野にある建物会社、立川にある建設会社では秋田の職人５～６人

グループの現場監督を任されましたが肌に合わず足立から立川までの通勤時間で疲労がた

まり肺炎になりました。その後約３年間体調の関係で仕事につかず不動産鑑定士の資格を

目指して市ヶ谷にある専門学校に通い、昭和４４年９月に３度目で２次試験に合格し、昭

和４４年１１月から平成３年３月まで大手不動産会社に勤務し、その後平成３年４月に５

０歳で会社を辞め成田の美郷台で事務所を構えました。今年で独立して丁度２６年目にな

ります。 

 

次男坊のため当初住まいは川崎市多摩区にある公団住宅でしたが、勤務先の会社が販売し

た建売住宅を昭和５０年４月に酒々井町東酒々井に購入し、その後平成４年４月に現在の

富里市日吉台に引っ越しました。 

ところでロータリークラブ入会後お知り合いになりました会長経験者である元平野順一会

員の奥様が東京出身の方で、私の大学での教職課程の実習先が昔は遊郭で有名な鶯谷の中

学校でした。ご主人である平野さんからうちの家内がそのころ将来先生になる卵が実習に

来た話が出て、実習の最後に全員感想文を書かせた中から奥様の感想文が出てきて教え子

だということが判りました。 

人との出会いは不思議で大学の先生から広島三原にある工業高校の先生の募集があるから

行かないかと誘われましたが東京から遠いため断りました。 

私の趣味は大学時代地理学を専攻し全国あちこち旅行するのが楽しみで特に温泉地巡りで

す。 

 

私の業務の内容は次の通りです。 

１、資産評価  ２、不動産の売買・交換  ３、不動産の賃貸借 

４、不動産を担保にする場合  ５、共同ビル事業や再開発事業の場合 

６、公的機関からの依頼による仕事 

  地価公示・都道府県地価調査・相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、 

  競売不動産の評価、裁判所の評価、公去用地の取得のための評価等 

７、その他 

  ノンリコースローン、会社分割、会社更生法、民事再生法、企業の減損会計導入等 

 

最後に会員増強については私一人の力ではなく石川前会長の指揮の下、会員各位の総力の

賜物であります。 

＊会員増強の勧誘について断られた内容 

 １、 私のような資格業の場合、誰か他の陣容がいる場合を除き仕事が忙しいからと 

 ２、 家族の中に高齢者の面倒を見るため時間的余裕がないと 

 ３、 ブルジョアでないからと 

 ４、 生活がかかっているからと 
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 ５、 仕事の関係でお昼時の時間に例会は難しいと 

 ６、 子供の学費が掛かり入会が難しいと 

 ７、 ロータリーの入会で仕事に繋がればと 

  ＊余り暇な人はだめで仕事がある程度忙しい方が良いと思いました。 

 

＊ロータリークラブに入会して良かった事 

 １、 いろんな人脈が出来た事 

 ２、 ロータリーは「人間道場」である事 

 ３、 社交・親睦に関心がある事 

 ４、 人間の成長の為 

 ５、 地位・名誉の為 

 ６、 リーダーシップの為 

 

以上です。本日はご清聴ありがとうございました。 

                                      

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

於：中台体育館 
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ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

笹子 恵一 各会員 8 月 5 日 
地区奉仕プロジェクト委員会
セミナー 

小川 賢 各会員 8 月 2 日 成田コスモポリタン RC 

諸岡 靖彦 会員 8 月 10 日 北千葉道路建設促進協議会 

諸岡 靖彦 会員 8 月 16 日 八街ロータリークラブ 

諸岡 靖彦、平山 秀樹 各会員 8 月 17 日 第 9 分区事務局会議 

齊藤 三智夫 会員 
8 月 17 日 第 2790 地区 

研究・研修統括委員会会議 

齊藤 三智夫 会員 
8 月 19 日 第 2790 地区 

ＲＬＩ推進委員会会議 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 8 月 21 日 地区戦略計画委員会 

諸岡 靖彦 会員 8 月 22 日 富里ロータリークラブ 

諸岡 靖彦、平山 秀樹、藤崎 礼子 各会員 8 月 23 日 
成田コスモポリタンロータリ
ークラブ  

成田 温、長原 正夫、小岩井 学、小寺 真澄 
遠藤 英一、堀口 路加、神崎 誠、石川 憲弘 
豊田 磐、小川 賢、渡辺 孝、近藤 博貴、諸岡 靖彦 
設楽 正行、佐瀬 和年、橘 昌孝、石橋 菊太郎 
小宮山 四郎、松田 泰長、平野 省二 各会員 

8 月 25 日 
臨時理事会、パスト会長会合同
会議 

角田（担当理事）、石橋（菊）、南日、齊藤、小岩井、桜
井、小寺、久米 

8 月 25 日 第 2 回プログラム員会 

橘 昌孝、諸岡 靖彦、小寺 真澄 各会員 8 月 26 日 インターアクト年次大会 

諸岡 靖彦  石橋正二郎 各会員 8 月 26 日 
地区米山記念奨学委員長セミ
ナー 

設楽 正行、近藤 博貴、遠藤 英一、小宮山 四郎 
石川 憲弘、成田 温、矢島 紀昭、神﨑 誠、菊地 貴 
佐久間 高直、小泉 英夫、長原 正夫、佐藤 英雄 
堀口 路加、齊藤 三智夫、矢野 理恵 各会員 

8 月 26 日 
第 11 回成田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯 
中学校剣道大会 

諸岡 靖彦 会員 8 月 29 日 
ガバナー公式訪問印西、白井合
同例会 

喜久川 登 会員 8 月 29 日 長門ロータリークラブ 

 ： 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ５１ １９ ７２．８６％ ７５．７１％ 

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 

 


