国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン
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第 2672 回例会 平成 27 年 9 月 18 日（金）
点
鐘
佐瀬 和年 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
成田コスモポリタンロータリークラブ
越川 和也 様
成田高校インターアクト部 顧問 早川公敏 先生
高校 2 年 会田みなみ様、飯田沙矢様、木内優歩様、土屋舞加様

◇

ニコニコボックス
南日 隆男 会員：今週、北海道で ANA オープンゴルフが開催されて
おります。向こうは非常に天気が良いそうで、私どもがスポンサー契約
しております石川遼君が昨日 24 歳になり、久しぶりにいいスタートを
切り、今日もなんとかしのいでいるようです。最近女子に押されて盛り
上がらない男子ゴルフではありますが、遼君に優勝してもらうことを祈
ってニコニコしたいと思います。
大澤 浩一 会員（代読 石橋 菊太郎会員）：本日は成田高校インタ
ーアクト部員、顧問を例会にお招きいただき感謝申し上げます。ところ
が、私大澤は、公職選挙法改正に伴う選挙年齢引き下げに関しての講演
会・模擬投票が千葉県選挙管理委員会、また成田市が選挙委員会などの
主催で本日 1 時から本校で行われ、NHK や新聞各社の取材に入ること
になり、そちらに出なければならなくなってしまいました。青少年奉仕のリーダーでもあ
るのに大変申し訳ございません。そんなわけで、お詫びと感謝をこめて、ニコニコさせて
いただきます。
小川 賢 会員：11 月 15 日、成田国際文化会館で明治大学マンドリン
倶楽部のチャリティーコンサートが開催されることになっております。
私は校友会の成田地域支部支部長という立場ですので、成田の色んな方
にチケットや広告の件でご迷惑をおかけしておりますので、何かの機会
にお礼を申し上げなければいけないなと思いここに立たせていただい
たわけです。商工会議所、観光協会、成田市、富里市、栄町、社会福祉協議会、皆さんに
後援をいただいております。平成 9 年から、明治大学社会人大学というのが成田市で開催
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されておりました。全国でここだけです。国際社会課程、地域社会課程、緑地環境課程 240
名の学生が毎年勉強しておりまして、来年度 20 周年を迎えます。そんなわけで私たちも
10 年前からマンドリンコンサートを始めまして 5 年目でございます。ぜひ、国際文化会館
をいっぱいにしまして成田の皆さんに堪能していただきたいと思います。
小泉 英夫 会員：上野の東京国立博物館でやっております『クレオ
パトラとエジプトの王妃展』に行ってきました。今年は、会場が二部
屋に分かれておりまして 3 時間ほどかけてゆっくり見てまいりました。
展示されている主な品物は、装飾品、石碑、レリーフで、王（ファラ
オ）を支えた女性たちの品物が沢山並んでおりました。特に王妃ハト
シェプストの時代と王妃ティイの時代と女王クレオパトラの 3 つの時
代に分けて構成されておりました。今日は全部説明すると長くなりますのでティイの部分
について少しお話させていただきます。
ティイはアメンヘテプ 3 世の溺愛を受けた王妃で、その子供がアメンヘテプ 4 世です。
その連れ合いがネフェルトイティというすごい美女で、クレオパトラも美人だと言われて
おりますが、ネフェルトイティは絶世の美女だそうです。その子供がツタンカーメンです。
ツタンカーメンは 19 歳で亡くなってしまいますが、このあとずっとエジプトの時代が終わ
る紀元前 30 年まで、この時代が一番いい時代でした。王妃ティイのミイラはあったのです
が、はっきりしませんでした。つい最近、DNA 鑑定で証明されました。23 日までやって
おりますので是非行って見てください。
深堀 伸之 会員：先ほど、校友会の支部長である小川会員の話にも
ありましたが、2 年に 1 度の明治大学マンドリン倶楽部コンサートが
あります。チケットが若干残っていますので皆様にお願いすることに
なるかと思います。コンサートを大成功させたいと思いますのでご協
力の程、よろしくお願いいたします。
◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
55 周年記念事業として、記念誌を作る計画を致しております。
企業人として社会人として、自分をここまで育ててくれた「言葉」
「教訓」
「物語」
「人物」人生の転換期となった出来事を、想いの
ままに書き綴って戴きたいのです。
今日は、参考として私の近年に起きた『決心』に値する出来事
を紹介いたします。
2011 年に 74 歳の先輩がそば屋を始めました。だれに相談しても
「反対」され、奥さんには「猛烈な反対」をされました。相談相手は、一人もいません。
中古車販売会社の社長をしていた人物でした。後任に社長職を譲り、趣味で習い覚えた手
打ちそばの腕前を生かして、商売をしようと思い立ったのです。
（彼のそば打ち工房のガラス窓に、貼られていた言葉）
＜74 歳からの挑戦＞
1、しっかり生きよう人生の後半
2、幾つになっても、何かを始めるのに遅すぎることはない
3、生涯新人として生きる
この決心を拝見した時 64 歳の私は、まだ 10 年ある、74 歳までの 10 年間で「何かやろ
う、やれば出来る」と決心しました。
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翌年の 2012 年正月のことでした、得意先の年始廻りに伺った時の話しですが、息子と
二人で、あるフランチャイズチェーン franchise chain のラーメン店本部に行って「写真も
デジタル化が進み、いよいよ息子の時代になりました、私は少しずつ手を引いて行きます
ので、宜しくお願いいたします。」と言ったところ「あまった時間はどうするんだ？」「は
い、趣味の百姓でもやります」と言ったところ「ちょと、待って」と言って、奥の部屋に
入って行きました。
「ニンニクを作らないか」そんな会話が交わされました。その後の話は、
またの機会に致しますが、多古で行っている私のニンニク作りの実態をご存じなのは、小
宮山さん、黒須さんお二人です。昨年、今年と約 1 トン弱程度ずつラーメン本部に納品で
きました。
『やれば出来る！いくつになっても、何かを始めるのに遅すぎることはない』
このような内容の『私の決心』
『私の心情』を記念誌に綴って制作し、多くの方に読んでい
ただける機会を広げて、人生の参考にして戴きたいのです。
◇ 委員会報告
・雑誌・広報・ＨＰリーダー 諸岡 正徳 雑誌・広報・ＨＰリーダー
「ロータリーの友」記事の紹介です。12 ページ、『基本的教育と識字率向上』
まだ 7 億 7400 万人の読み書きできない成人が世界にはいらっしゃる。
その中でいろんなプロジェクトをロータリーとしてやっている。非常
に重要なことは 4 つのステップからなるということ。プロジェクトの
流れにそっているということ、計画と準備、役立つリソース、プロジ
ェクトの実施、活動成果の評価と広報非常に重要、よろしければご一
読願えればと思います。
・社会奉仕
佐藤 英雄 リーダー
15 日、奉仕プロジェクト委員会を行いました。今年度の社会奉仕の活
動ということで、今企画しているものがあります。9 月 25 日（金）、
夕方 6 時から菊屋さんで最終的なツメをしたいと思います
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪回覧≫
・週報
八街ＲＣ、旭ＲＣ
・「地域人 第 1 号」大正大学より
・ハイライトよねやま 186 号
・RID2790 地区フェローシップ交流会のご案内
・地区大会ゴルフ詳細（メール・ＦＡＸ済み）
・茂原ＲＣ例会場変更のお知らせ
・財団地区月次レポート 8 月分
・経済と地域社会の発展月間 リソースのご案内
・RID2790 地区会員増強セミナー参加の御礼と委員会からのお願い
・大原 RC 役員変更のお知らせ
≪連絡事項≫
・行事出欠
ＲＦ 海釣り、分区ゴルフ（八街５０周年）
会員増強委員会 9/25、米山記念奨学委員会 9/18、社会奉仕委員会 9/25
・9 月 20 日、秋葉さんの結婚式が 13：30 から帝国ホテルで行われます。成田からバスが
出ます。10：45 京成成田駅東口コンフォートホテル前
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◇

わたしとインターアクト

石橋 菊太郎 会員
毎年 4 月にインターアクトの生徒さんが来て下さるのですが、今日は思考を変えて、会
員の皆さんのテーブルに一人ずつ入っていただき懇談して頂きたいと思います。ロータリ
ージャパンからインターアクトに関する資料をダウンロードし用意いたしました。インタ
ーアクトができたのが 1960 年代、今からインターアクトの歌を流しますので聴いて下さ
い。
インターアクトの目的が、歌の中に 2 つ入っています。地域社会に奉仕の理想、世界を
結ぼう。これがインターアクトの本当の目的です。
私は成田生まれ、成田育ち、1 年生の時に成田高校のインターアクトのクラブが誕生し
ました。ＲＩから指導され、次の年（昭和 34 年）日本で初めてインターアクトクラブがで
きました。それから 3 年目、関東地方では始めてとなるインターアクトクラブが成田高校
に設立されました。日本で 5 番目の歴史あるクラブの誕生です。
1963 年、夏休み明けに校長室に呼ばれました。11 月 28 日の創立総会には、成田ロータ
リークラブとご家族の方々、皆さんいらしていただいた記憶があります。認証状をいただ
いたのが 12 月 27 日、当時 358 地区という組織でした。その中で川瀬校長先生が音頭を取
り 40 人くらいからスタートしました。私はその 1 回目の卒業生、初代のメンバーとして
ロータリークラブをやらしていただいています。インターアクト出身のロータリアン。地
区の中でもそんなにいないと思います。今あるのも少しは成田高校時代に社会奉仕、国際
理解を叩き込まれた経験があるからかなと思っております。では、皆様宜しくお願い致し
ます。

◇
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月 日

佐瀬 和年、深堀 伸之、吉田 稔、成田 温
橘 昌孝、諸岡 靖彦、南日 隆男、杉浦 健 各会員
佐瀬 和年、遠藤 英一、日暮 俊久、堀口

路加

小川 賢、小柳 政和 各会員

ク ラ ブ 名

9 月 18 日 プログラム委員会
9 月 18 日 米山記念奨学委員会
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

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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