国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン

第 2810 回例会 平成 30 年 8 月 31 日（金）
◇ 点
鐘
神﨑 誠 会長
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
歌唱
◇ お客様紹介
成田市立下総みどり学園 藤崎 修治 校長先生、長谷川 竹雄 先生
成田コスモポリタンロータリークラブ 金子 公久 様、遠藤 忠義 様

◇

ニコニコボックス
成田市立下総みどり学園 藤崎 修治 校長先生：本校は平成 26 年成
田市印旛郡内初の小中一貫校として開校いたしました。昨年度より義務
教育学校ということで、日本国内に 48 校ありますが千葉県内には私た
ちの学校が 2 校目です。施設が一体となり小学校中学校の枠を取り 9 年
間の子供たちの育ちを地域と共に見守るというコンセプトをもとに作られた学校です。施
設一体型としては千葉県内唯一、こちらの会員でもいらっしゃる平山建設様にもお力添え
頂き、大変素晴らしい校舎を建設していただきました。子供達もイキイキと生活しており
ます。私どもの学校のモットーは 9 カ年の思いを繋げる学びの創造です。
小中一環と言うことではなく、それぞれの学年、地域、保護者、子供の思いを 9 カ年間紡
いで 15 の春を迎えさせるというポリシーです。子供たちの目標は、“世界一仲の良い学校
を作ろう”です。今後ともよろしくお願いします。
剣道部顧問 長谷川 竹雄 先生：今回、剣道大会を無事、盛大に終え
ることができました。皆様方のおかげです。ありがとうございました。
飯田先生のご尽力により 12 年前にこの大会が開かれるようになりまし
た。夏休み中の部活動というのは、子供達が流されない生活をする上で、
非常に大切な柱となる活動なのですが、実は、成田市、印西市、白井市、
富里市、栄町地区では剣道の大会がありませんでした。夏休みの練習成果を実際に試すこ
とができるこういう大会があることで、夏の辛い稽古にも耐えられますし、また宿題など
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何が何でもこの大会までに終わらせ、晴れやかな気持ちで新学期を迎えるという素晴らし
い効果が多々あります。しかし、実際には運営の部分ではまだまだ至らないところがある
かと思います。先日も成田ロータリークラブの代表の方々がステージ上から最後の最後ま
で温かい眼差しを送ってくださり、率直な感想を先生方や保護者、子供たちから実際に聞
いているのですが、すごい反響があります。夏休みの成果を試すことができてよかった、
練習は辛かったけど最後にメダルを手にした時は本当に嬉しかった、この調子で 1 年頑張
りたい。去年、選手宣誓をやった女の子のおばあちゃんなどは、体調が悪かったのですが
エリート情報の表紙に選手宣誓の姿が掲載され、元気になったという話もあります。また、
あまり剣道に興味がなかったある学校の保護者の方が、子供たちがこんなに一生懸命やっ
ている姿はわかりませんでした。これからは自分の子供を精一杯支えていきたいと思いま
すと言って頂きました。一番心にグサッときたのは、勝ち負けだけではなく「お願いしま
す」「ありがとうございました」その言葉に全てが込められている、他の運動部では反則
を誤魔化そうとしたり、勝てばそれで終わりだったりします。その点剣道は、試合で勝つ
ことよりそれまでの修行そのものに意味があります。そのためには『毎日の挨拶、返事を
しっかりする、家の人にお世話になっている感謝の気持ちで部活動に取り組む』
いつもロータリーの大会の最初に「こういう大会は当たり前ではない、ロータリーの皆さ
んは世界の平和、地域貢献、青少年育成の為にみんなの見えないところでどれほど動いて
この大会を支えてくださっているのか皆にわかってほしい」ということを伝えているので
すが、まだまだ試合態度、礼儀作法では至らない点があります。でも本当に皆さんのお陰
でうれし涙を流したり、今までダメだったけどこれから頑張ろうと努力したり、それが出
来るのも全てロータリークラブの皆様のおかげです！12 年目になるのですが、初めて皆様
の前でお礼を言うことが出来ました。本当にありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。
山田 真幸 会員：今年は父の新盆でした。クラブ、会長、幹事、皆様
に新盆見舞いに来ていただきありがとうございました。
小泉 英夫 会員：29 日に子供 6 名、大人 8 名、総勢 14 名、車二台で
ディズニーランドへ行ってまいりました。ずっと 30 度越えの暑い日が続
いておりましたが、その日は 30 度を切り涼しい日に恵まれ 1 日楽しく過
ごすことができました。財布は軽くなりましたが、子供たちの笑顔に恵
まれました。
平山

秀樹 会員：先程は藤崎校長先生から平山建設の名前を出していた

だき、また長谷川先生からお子さん達の活躍、感想のお話をいただき、
下総みどり学園の施工にかかわらせていただいた者として胸がいっぱい
になりました。当日の少年少女剣士達の元気いっぱいの姿にふれ感激い
たしました。感謝申し上げ、にこにこさせていただきます。
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◇ 会長の時間
神﨑 誠 会長
皆様、こんにちは。今週も水曜日以外は暑い日が続いておりま
したが、いかがお過ごしだったでしょうか。ゴルフ・テニスなど
スポーツや畑仕事など外での活動には十分注意して下さい。
下総みどり学園藤崎校長先生、当日大変お世話になりました長
谷川先生、成田コスモポリタンＲＣ金子公久様、遠藤忠義様、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。
25 日のインターアクト年次大会、地区会員増強・維持拡大委員会、クラブ米山記念奨学
委員会に参加された方々、ご苦労様でした。また、26 日は第 12 回成田ロータリークラブ
杯中学校剣道大会が盛大に開催され、小泉成田市長もご臨席でご挨拶を頂きました。大変
な暑さではありましたが、中学生剣士の気迫で無事成功裏に終わりました。参加された皆
様大変ご苦労様でした。
テレビを見ていると、日大アメフト部の不祥事から、いろいろな分野での不祥事やハラ
スメントが問題となっており、いつ治まるのかと気になっておりましたが、先日は中央省
庁の大半が雇用する障害者数を水増ししていた問題が発覚、27 行政機関 3,460 人に及び、
本当は 1.19％なのに 2.49％に見せかけるという不祥事でした。いろいろな問題が解決せず
に残っており、いつ収束するのかとか、私はなにかすっきりしない気がしております。コ
ンプライアンスとかガバナンスとかよく耳にする時代になってきたと感じております。皆
様もそんな気がしませんでしょうか。
本日は、久々の会員卓話です。発表される成島会員には宜しくお願いいたしまして、挨
拶とします。
◇ 委嘱状授与
2018-19 年度国際ロータリー第 2790 地区
地区大会資格審査委員会委員 諸岡 靖彦

会員

◇ 委員会報告
・奉仕プロジェクト委員会
甲田 直弘 委員長
先日２５日(土)に第五十二回 インターアクト年次大会に参加させ
ていただきました。
当日は、私の他に諸岡ガバナーエレクト、土井地区青少年委員、小
寺クラブ管理運営委員長が参加されました。午前の部では、城西国
際大学副学長である 倉林教授による「異文化理解と国際理解」午
後の部では、医療法人社団 優和会 社会福祉法人 おかげさま 理事長 松永様による
「いのちの流れ」～いのちの大切さ、老いの現実 について講演をいただきました。午前、
午後の部ともに大変貴重なお話で参加された方々の心に残る講演だったと思います。
・地区会員増強・維持拡大委員会
諸岡 正徳 委員
8 月 25 日（土）、会員増強・維持拡大セミナーを執り行わせていた
だきました。当日は諸岡ガバナーエレクト、会長、幹事、村島委員
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長、そして笠原会員までお手伝いに来ていただきました。構成は毎年一緒なのですが、午
前中は講師の方をお呼びし卓話を頂き、午後からテーブルディスカッションを行いました。
皆さんには「5 年後、10 年後、あなたのクラブは何名までクラブの会員数を増やしたいで
すか」と言う長期目標を書いていただきました。今後集計をさせていただきますが、計画
に終わらずぜひ持ち帰っていただきクラブの総意としてまとめてくださいとお願いいたし
ました。
・地区ＲＬＩ推進委員会
矢野 理恵 委員
明日、私の初仕事であります RLI 第 1 回 FT ブラッシュアップ研究
会がございます。
私はファシリテーターの資格も何の資格もないのにこの役を仰せつ
かりました。私は、何のために RLI があるのだろうと全くわからな
い状態で入った新人の会員さんの中の代表と言う形で入っておりま
す。RLI は『RLI』という言葉を聞き良く言ってくださる方と悪く言う方と二極化されて
いる不思議な委員会だということです。地区の中でも不思議な存在です。私のような新会
員からすると、何故こんなことが起こっているのか、何故メイキャップに行ってものすご
く拒否されるかよくわからなかったのですが、今回そういう疑問をすべて取り除くと言う
ことで、日本のトップである中村さんに来ていただく事にしました。ディスカッション形
式で本音をぶつけ合い RLI の土台作りと、何のためにあるのかということをしっかり共有
させようと言うことで、今までにない形で行うことになっております。明日は成田からも
何名か参加いただきますが、明日参加されない方でも是非こんなことを聞いて欲しいと言
う方がいましたら質問をお受けしておりますのでおっしゃってください。それからもう一
つ、9 月 19 日（水）、第一回目の女性委員会を開催させていただきます。現在女性会員は
4 名、男性会員の方でも女装していただけたら参加可能と言うことにしました。協賛も大
歓迎です。雰囲気よくやっていきたいと思いますので、皆様ご支援よろしくお願いします。
◇ 幹事報告
平山 秀樹 幹事
【回覧】
・例会変更 多古ロータリークラブ
・出欠表（納涼例会、第 10 グループ親睦ゴルフコンペ）
・「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
・ロータリー文庫運営委員会より 2017-2018 年度決算報告書
【連絡】
・９月のロータリーレート １ドル＝１１２円
・本日例会終了後、くじゃくで 9 月分の理事・役員会を行います。
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◇

卓話

～～ 自己紹介

～～

成島 陽子 会員／㈱give＆give 代表取締役
皆様、こんにちは。本日は、このような機会をいただきありがと
うございます。10 分ほどの卓話とお聞きしておりましたので、簡単
に自己紹介をさせていただきます。
昭和 46 年 1 月 20 日生まれ、47 歳になります。大分県の日田と
いうところで生まれまして高校までそちらで過ごしました。去年の
九州北部豪雨の時にかなりの被害を受けましたので、皆様もお耳に
されたことがあるかと思います。大分県の北西部に位置しておりまして、日田杉を使った
下駄作りや漆器が有名です。また良質の水でも知られており、日本酒や焼酎、酒造業も古
くから盛んです。
高校を卒業しますと、関西外国語短期大学に入学、卒業と同時に空港旅客サービス株式
会社に入社（現在のＪＡＬスカイ）。そちらでサクララウンジ配属となりました。そこで
はファーストクラスのお客様のお世話をさせていただくのですが、英語を使えば使うほど
思うように使いこなせないもどかしさを強く感じるようになり 1 年で退職し、カリフォル
ニア州のミラ・コスタコミュニティカレッジへ語学留学いたしました。そこで 2 年間、勉
強と趣味と謳歌しとても有意義な留学生活を送ることができました。
日本に帰ってきてからはＴＢＳ系列番組製作会社㈱時空工房へ入社いたしました。2 年
ほどで㈱ジャパン・イメージ・コミュニケーションズへ異動となり、そちらではスカパー
番組制作に携わりました。貴重な経験ではありましたが、遊ぶ暇もないほど朝から夜中ま
で忙しくこれでいいのかと考えていたころ、主人と出会い、寿退社をし 4 人の子供たちに
恵まれ家事・育児に専念することとなります。
平成 16 年、主人の転勤でシンガポールへ移住し、ボランティアで英語の講師を務め、空
いた時間には駐在奥様会に参加し日本では考えられないような生活を送ることができまし
た。そして 3 年後、日本へ帰国。平成 22 年からは印西市に移住し、同時に保育園の園長
として働き始めました。
平成 24 年 1 月保育所ちびっこランド成田園（平成 28 年 11 月ことり保育園日吉台園に
変更）を開所、平成 26 年 9 月 COCO 塾ジュニア日吉台教室開講、平成 27 年 3 月株式会
社 give＆give を設立、代表取締役に就任いたしました。平成 27 年 4 月ことり保育園勝田
台園開園、平成 28 年 4 月ことり保育園スカイタウン成田園（成田市認可）開園、平成 29
年 4 月ことり保育園公津の杜園（成田市認可）開園、平成 30 年 4 月ことり保育園日吉台
園富里市認可保育園へ移行。
子供が大好きなので、この仕事をもうしばらく続けていきたいと思っております。去年
の 9 月に入会しやっと 1 年経とうとしているところです。ロータリーに関しては皆様に教
えていただく事ばかりですが、一生懸命頑張りたいと思いますので今後ともよろしくお願
いいたします。本日はご清聴、ありがとうございました。
◇

点

鐘

神﨑

誠
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会長

第 3 回理事会
1.９、１０月の例会及び事業、行事計画の確認
9 月 7 日(金) ガバナー公式訪問
納涼例会 （夜間移動家族例会）
14 日(金)
会場：ANA クラウンプラザホテル成田
21 日(金) 特別月間卓話
担当：奉仕プロジェクト委員会（青少年奉仕）
28 日(金)
29 日(土) 親睦旅行 行先：香港
30 日(日)
10 月 5 日(金) 研修会

担当：クラブ研修委員会

12 日(金) 振替休会

第 4 回理事・役員会

対象：情報研究会

17 日(水) 第 10 ブロック 情報研究会
19 日(金) 特別月間卓話
26 日(金) 振替休会
27 日(土)
28 日(日)

地区大会

担当：広報・公共イメージ

対象：地区大会
会場：アパホテル＆リゾート幕張
承認

2.ロータリー財団の件
・地区財団セミナー9 月 1 日（土）13：30 点鐘
神﨑会長出席予定

場所 TKP ガーデンシティ千葉
承認

3.奉仕プロジェクト委員会セミナーの件
・9 月 16 日（日）登録 13：00 村嶋会員、土井豊彦会員、田渕会員出席予定
承認
4.ガバナー公式訪問の件
・詳細を後日ＦＡＸ、全員出席
承認
5.納涼例会の件
・ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

会費 5,000 円

家族 3,000 円
承認

6.地区大会の件
・諸岡ガバナー年度に向け、今年度は最初から最後まで出席
バスは、成田クラブ単独での依頼
承認
7.北千葉道路建設促進協議会会費の件
・1 万円
承認
8.新会員の件
・日本空港ビルデング株式会社成田営業所

総支配人

清水

暁

氏（笹子会員の後任）
承認

9.ホームミーティングの件
・10 月実施に向け、早急にグループ分けを行いＦＡＸ送信（幹事一任）
承認
出

席

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７１

６９

４５

２４

６５．２２％

６８．１２％

ＭＡＫＥ

ＵＰ

ＣＡＲＤ

氏
名
小宮山四郎、遠藤英一、佐瀬和年、石川憲弘 各会員（先週記入漏れ）
神﨑 誠、高橋 晋、平山 秀樹、土井 英二、香取 竜也、成田 温
村嶋 隆美、小寺 眞澄、甲田 直弘、小泉 英夫、大橋 創一、諸岡 靖
彦 各会員

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
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月 日
ク ラ ブ 名
8 月 24 日 指名委員会
8 月 31 日 第 3 回理事・役員会

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

