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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 2859 回例会 令和元年 9 月 20日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  歌唱 

◇ お客様紹介 

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 吉成 賢二 様 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：先週のバーベキューの時、実は私は大停電にな

っておりました。工場のある宗吾地区は 11 日の朝には復旧しまし

たが、家の方だけ 1 週間程停電しました。たまたま小寺会員に電話

をもらった時、どうにかならないのかなとちょっと話しをしました

ら、翌日復旧いたしました。小寺会員が色々動いてくれたみたいで

す。私の家に入ってくるトランスだけが壊れていて、クレーンや冷

蔵庫、真空機などの電気製品が使えず、全て手作業で 1 週間乗り切りました。大変な量を

捨てることになりましたが、ロータリーの友情に感謝いたします。 

 

永井 秀和 会員：成田ハイツリーも昨日まで停電しておりました。

近くの民家は復旧したのですが、何故かハイツリーは中々復旧せず、

私も小寺会員にちょっと相談しましたら、東電に直接言ったほうが

いいと言うことでいろいろ動きましたら、次の日には復旧致しまし

た。復旧してももちろんすぐに営業できるわけではありません。根

本会員から発電機をお借りし、小寺会員に繋げていただきオープン

準備を進めることができ、どうにか明日から営業の段取りとなりました。本当にロータリ

ーで良かったなぁと思いました。ありがとうございました！ 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

皆さま、台風の被害はいかがでしたか？ 

台風の被害が日に日にこんなにひどくなるとは誰も思っていな

かったと思いますが、広範囲に被害があり、ここでお見舞い申

し上げます。 

恒例ですが、今日は何の日？お手玉の日です。今はあまりお手

玉をやる姿を見ませんね。またバスの日でもあります。日本で

最初にバスが走った日を記念する記念日です。そして、成田に

一番関係ある空の日。今回もイベントは行いますが、雨の影響で一部内容が変更になりま

す。ジャンボ機との綱引きなどはやるそうです。 

1940 年、航空の日を制定。戦争で中断したが 1953 年復活。1992 年（平成 4 年）には民

間航空再開 40 周年を記念し「空の日」と改称、今も続いています。 

10 月になるとイベントが目白押しです。今週末、千葉銀行の跡地で World Friendship 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
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Festival～Thailand～を行います。タイの国を紹介するフェスティバルです。タイの料理

を提供し文化を伝えます。タイの舞踊やムエタイなども披露されるそうです。 

成田市の大栄インターの近くにワットパクナム日本別院と言うタイの寺院があります。11

月にロイクラトン祭と言う祭りがあるのですが、毎年 3000 人から 4000 人の方が集まりま

す。灯籠流し、健康相談等やるそうです。来る方は品物を持ってきて奉納してそれを売り

資金にするという仕組みだそうです。 

World Friendship Festival～Thailand～を開催するにあたりましては、品川の駐日大使ま

で開催の報告に行ったそうですが門前払いされ、成田のワットパクナム日本別院に相談に

行ったら寺院から大使館に連絡がいき、許可が下りたそうです。平山会員にも大分協力し

ていただいたそうで、大変感謝されておりました。後援は成田市国際交流協会など。天気

だけが心配ですが、時間があれば皆様もいらっしゃってください 

 

◇ 表彰 

・米山功労者 

第 11 回 設楽正行会員、第 8 回 小宮山四郎会員  

第 9 回 平山秀樹会員 

・マルチプルポールハリスフェロー 

第 2 回 平山秀樹会員 

 

◇ 入会式 

・内山 景太 （うちやま けいた）会員  

ANA クラウンプラザホテル成田 総支配人 

推薦者 小泉 英夫 会長、甲田 直弘 幹事 

顧 問 石橋 菊太郎 会員 

委員会 広報・公共イメージ向上委員会 雑誌・広報・ホームページ 

奉仕プロジェクト 国際奉仕 

職業分類 空港ホテル 

 過去の経歴でロータリークラブに所属させていただいており

ましたが、たまたま転勤等でロータリアンの皆様にお会いできる

のは大変素晴らしい時間であると考えております。また、ご指導

ご鞭撻を頂く事はありがたいことだと感じております。その中で、

各地域にいろいろ所属しておりますとクラブの雰囲気とか運営

の仕方とかそれぞれやり方があり、またオリジナリティーもあり

勉強になることもたくさんあります。引き続きよろしくお願いし

ます。私個人としてはロータリーの活動に積極的に参加させていただきたいと思っており

ますので、皆様のご指導鞭撻、今後もよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・国際奉仕   平山 秀樹 会員 

国際医療福祉大学との交流事業については、卓話をしていただき交

流を重ねておりますが、今年度に入り大学との打ち合わせを踏まえ

先般の理事会でホームビジットの実施を了承していただきました。 

12 月に国推薦の留学生が 8 名ほど見えます。1 月ごろに一度例会

にいらしていただき、トライアルと言うことで、4、5 名の方に例

会に出席していただき、皆様の家庭を訪問して交流していただく。
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大学生は数時間でもいいから日本の家庭を訪問し交流したいそうです。留学生を受け入れ

ることに興味を持っていらっしゃる方はぜひご協力をお願いします。 

協力できる、興味があると言う方は角田委員長、本宮リーダー、喜久川サブリーダー、私

にお声がけいただければ幸いです。 

 

・奉仕プロジェクト  角田 幸弘 委員長 

来週の土曜日、地区の集まりがあります。委員の皆様には FAX でご

案内させて頂いておりますが、これからでもいけると言う方はお知

らせください。 

 

・地区の活動報告   矢野 理恵 会員                

9 月 8 日台風の前日、第 1 グループ情報研修会に成田ロータリーク

ラブの女性会員と言うことで、小寺会員の推薦でパネラーとして出

席して参りました。他にも漆原ガバナーエレクト、佐野会員、藤原

会員がいらっしゃいました。 

意外と浦安、市川地区は女性会員がゼロだったり、非常に少ない地

域です。 

いろんな質問が出ました。女性会員で入れない、入れられない困難な理由は何か？ 

子育て中の女性経営者は夜間例会に参加できないからダメ、その辺はどうしているのか？ 

そこは家族会議で夜間例会の時は晩御飯を事前に準備をして参加しているとお答えしまし

た。例会の最中に言われたのは、奥様会が反対するのだそうです。私が 1 番最初に参加し

た例会はゆめ牧場のバーベキューの時でした。その時のいろいろなイベントの準備を奥様

方と一緒にすることにより、皆さんと打ち解けられました。ですから、奥様会、女性会員

の知り合いの方をお誘いになったらいかがかと言うお話をさせていただきました。成田は

家族例会の雰囲気がとても良いと思っていますので、そういう時にメーキャップに来てい

ただけたら嬉しいと言うような話もしました。皆様には、夜間例会に他のクラブからメー

キャップにいらっしゃったら、快く迎えてていただけたらなと思います。 

 

・ガバナー日記   諸岡 靖彦 ガバナー 

 今日現在、公式訪問は累計２２回で３７クラブの会員の皆様と

対話・交流を重ねてまいりました。  

全８２クラブの半分手前、やっと峠を越えるところまでやってき

ました。ところが１５号台風で南房総の館山、鋸南、館山ベイの

合同公式訪問が延期となり、そして本日も台風がなければ 鴨川、

勝浦、千倉の３クラブ合同訪問の所でしたが、延期となり、本日

ホームクラブの例会に参加しております。  

 どのクラブも「クラブを元気にする」ため、懸命に取り組んでいます。それでも、すべ

てのクラブに成果が上がっている訳ではありません。  

クラブの現実と地域、(及びクラブ)に適切な勢い(リーダーシップ）が欠けていては成果も

出てはきません。世の中も大きく変化しています。  

変化を見極め、クラブ内の多様性(年代、職業、思考、センスなど）がクラブ内で発揮でき

るクラブ環境を整えることが必要です。  

うまくいっているクラブには、若い力が前面に出ていて ベテラン会員はそれを温かい目

で見守っている雰囲気があります。  

 去る１４日は、静岡県三島市で開催された＜米山梅吉記念館５０周年記念式典>に出席し

ました。米山さんは慶応４年(186）武家の三男として江戸で生まれますが、幼時に父を亡
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くし、母の実家三島に移り育ちます。幼時より英才の誉れ高く、望まれて三島と沼津に隣

接する長泉村の旧家・米山家の養子となります。沼津中学を終えて、上京して 20歳で渡米、

帰国後三井銀行に入行、若くして重役、三井信託の初代社長、三井報恩会理事長を歴任。

滞米中にロータリーを知り、大正 9年(1920）東京ロータリークラブを創立、初代会長、日

本ロータリーの父と仰がれています。  

記念館は昭和 44年(1959）駿東郡長泉町にあった米山家の跡地に建てられ、その建設と運

営には米山家の縁者や東京クラブ、近隣クラブの寄付や協力によって行われています。  

ロータリアンとして一度は訪ねたい記念館です。私は今回初めてこの地を訪ねることが出

来ました。  

 盛大な式典、和やかな懇親会には全国からロータリー・リーダーが大勢参加しました。

お土産には米山さんの新編伝記と、彼のロータリー観を収めた書籍を戴いてきました。後

日、紹介したいと思います。  

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 印西ロータリークラブ 

・週報   多古ロータリークラブ 

・クラブ活動計画書 多古ロータリークラブ 

・出欠表（親睦旅行、印旛沼クリーンハイキング） 

・地区より「九州北部豪雨災害 第 2740 地区への支援依頼につ

いて」 

・米山記念奨学より「ハイライトよねやま Vol．234」 

・「コーディネーターNEWS 2019 年 10 月号」 

・成田空港対策協議会より調査報告書、理事会、定時総会資料 

【連絡】 

・台風 15 号による被害状況確認 

 

◇ 卓話 

～～自己紹介～～ 
 立石 真辞 会員／株式会社ボンベルタ 

6月から前任の谷から引き継ぎ新会員となりましたボンベル

タの立石でございます。よろしくお願いします。  

本日は新会員の卓話と言うことで、テーブルスピーチ自体、あ

まり慣れておらずお聞き苦しい点もあるかとは思いますが、私

の生い立ちから今日に至るまでをざっと紹介していきますの

で、しばらくの時間お付き合い願いたいと思います。  

まずは私の会社に入るまでの生い立ちと入社後の経歴イオン

で約 40年勤務した中での自分なりの仕事に対する考え方をお

話ししたいと思います。  

まずは入社までの経歴と結婚後の家庭における節目についてお話しします。  

高校時代の特筆すべき事はクラブ活動なしであまりありませんが、同級生に元民主党で首

相を務めた野田佳彦がおります。  

大学時代も特筆すべきこともなく、漫然と大学生活を謳歌していましたが、1年先輩にサ

ザンオールスターズの桑田がおりました。  
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と言うことで茨城県に単身赴任するまではずっと 42年間千葉で暮らしていました。現在は

実家を建て替えして、都賀に住んでおり、電車とバスを使ってドアトゥドアで 1時間で通

勤しております。  

趣味と言うことで、昔、特に 30代は夏はウィンドサーフィン、冬はスキーと言うことであ

の一世を風靡した「私をスキーに連れてって」

山下達郎の「ビックウェイブ」と言う映画とユ

ーミンの「サーフ＆スノー」といった音楽に感

化を受けてそれ一色に染まっておりました。  

右下の写真は最近撮った写真で、友人と音楽な

どを始めました。といってもみんなの前で演奏

するのではなく、宅録と言って楽器を一つ一つ

録音して音楽を仕上げていくと言うもので、コ

ツコツやって楽曲に仕上げていくのが現在の趣

味です。  

 

 こちらは 1980年の入社から 1999年まで

の扇屋ジャスコ時代の勤務地です、当然、

すべて県内の勤務です。新入社員は東金

店でお魚屋さんでした。2年目に茂原店

に勤務。その後東金店でリビング・寝具

売り場を任されたり、木更津店で食品全

体を任されたりしていましたが、扇屋ジ

ャスコの本社が千葉にあり、そこで人事

を 7年間ほど担当しておりました。  

そして 1999年に旭店の店次長に在籍し

ているときにジャスコと合併になって千

葉を離れることになりました。  

 

ジャスコと合併して店長として、初め

て単身赴任した店が茨城県の下館店

で今はもうありません。現在の筑西市

にありました。  

 

その後、長野県の飯田店、三重県の四

日市尾平店と転勤が続き、その後静岡

県の浜松市で念願の新店を立ち上げ

ることができました。 

大体イオンの店長の平均勤務年数は 2

年位で転勤していきますが、浜松市野

店は新店と 2年後の増床もあって 5年

間の長期にわたりました。その後久々に千葉に戻って来られて、マリンピア店で店長をや

りましたが、2年後には埼玉県、宮城県と北に流れていきました  

 このままで行くと北海道かと思っていたら、幕張本社でプロジェクトを担当し、今回ボン

ベルタに転勤となったわけです 。 
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こちらは勤務した店舗と近

隣の神社仏閣です。郷に入れ

ば郷に従え、地元の神社仏閣

を大切にと言う事は、最初の

下館店の教訓から来ていま

す。 

よって、飯田店に行っても元

善光寺（長野県の善光寺と両

方お参りしないと片詣りと

言われてます）に行き、四日

市は地元と言うわけではな

いけど、やはり伊勢神宮、浜

松では地鎮祭から付き合い

のあった地元の神社、この写

真は節分の時に海苔と米を

お祓いしてもらった時の写真で、モールに祭壇を組んでお祓いしてもらったのでインパク

トはありました。マリンピア店では近くの浅間神社（七五三）で有名です。  

事業部長になってからも、埼玉では大宮の氷川神社、宮城では塩竈神社にお参りに行きま

した。余談ですが、必ずお参りに行くとおみくじも引くのですが、ボンベルタではもちろ

ん成田山に行きました。おみくじを引くと、生まれて初めて凶が出ました。びっくりしま

したが、ここから毎年良くなっていけばと言う思いでおります。  

 私が仕事を進めていく上でいつも考えていたのが、どのように地元の方と触れ合い、良好

な関係が築けるか、そして、商業を通じて、地元に貢献ができ、それは双方にとってプラ

スになることを願って。  

 

この写真は、毎年ゴールデンウィークに

開催される浜松祭りで、地元の方の練り

を私が新しく立ち上げたイオンのショッ

ピングセンターで実施した写真です。  

参加する練りの数も 1つの町内会から連

合会に拡大して、この写真のような盛況

となりました。このような場合、練りに

来られた方に振る舞うのですが、実際に

飲食で振る舞うわけにはいかないので、

ご祝儀と言う形で 1人ビール 1本位の振

る舞いをしますが、参加された方が 1,500

人くらいになると 500千位の額になり半端ではありませんでしたが、これを続けるうちに、

お客様がこれを観覧しようと集まっていただき、テナントの皆さんもご理解いただきまし

た。 

  

改めてイオンの理念を簡単に説明させていただきますと、基本理念はお客様を原点に平和

を追求し、人間を尊重し地域社会に貢献するというのがイオンの基本理念であり、コンビ

ニから SM、ディスカウントストア、専門店、ショッピングセンター等と規模は様々、金融

業、飲食業、と様々な分野を展開しておりますが、基本理念は一緒です。  

この理念に基づいて、各社は事業展開を行っております。もちろんボンベルタもその理念

に基づいて事業展開を行っております。  
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この基本理念にのっとって、グループの各社が方針を立てて事業活動をしておりますが、

これは、GMS事業の、東北カンパニーの 2016年の取り組みの紹介です。皆さんご存知の通

り、東日本大震災で東北は大きな痛手を受けて、復興・再建に取り組んでいるところです

が、私が宮城県を担当しているときは震災から 5年目と言うことで、復興から成長に向け

て、東北の生産者の皆様、生産品を加工して、流通経路に乗せ、消費者まで運んで行くま

での様々なお取引様、またそれを支えていく行政、各団体の皆様が一生懸命取り組んでい

るところでした 。  

我々イオンとしてもその取り組みに加わり、より成果の上がる取り組みとして提案したの

が、にぎわい東北と言う取り組みです。  

生産者の下で何とか震災前に近い生産量を上げてきても、それを生活者、つまり消費者の

皆様にお届けするのはまだまだのレベルで、ここにイオンがサポートできるものがあると

考えたのです。お客様を中心に考えながら、生産者、メーカー、行政、メディアとイオン

が一体となってさまざまの分野にて取り組んでいく試みでした。  

具体的にはこのにぎわい東北の取り組みとして私が宮城県で実施した『ほや祭り』につい

て紹介したいと思います。  

私は宮城担当で、着任してから宮城県の農林水産振興部と宮城の生産物を拡販していくた

めの協議会を毎月開催しておりました。  

先ほど説明したように、生産者のインフラが整い、生産量が上がってもそれを流通させて

販売していく仕組みがないと震災前の状態には戻りません。  

その取り組みの中で、ほやについては、国内だけでなく主要な出荷先が韓国でしたが、震

災以降完全にストップした状態になっており、生産量が上がってもかなりだぶついた状態

になり、テレビ・新聞でも廃棄がかなり話題に上りました。  

我々としては、何とか国内での消費をあげられないかを県と漁業協同組合と話し合いまし

た。そして宮城県のイオンのお店でほやを拡販しようと言うことになったのです。  

話は前後しますが、県との毎月のミーティング意外に、我々は各市町村を訪問し、お互い

に情報交換をするという試みをしておりました。お店のある市町村だけでなく、お店がな

い例えば塩竈市、女川町、これから説明する南三陸町もそうでした。そこで町長からぜひ

ほやを販売してほしいと言う要望もありこの企画は始めることができました。オープニン

グイベントでは県の幹部の方だけでなく、南三陸町の職員さんや石巻市長といった地元の

方々も参加されました。またマスコミも新聞・テレビの取材が入り盛り上がりました。  

  

これは仙台店、昔のダイエー仙台店の前

で実施したイベントです。七夕で有名な

アーケードに面した場所で 1日 30,000

人以上が通る通りで開催しました。ミツ

カンさんにも参加していただき、ほやの

潮汁を始め試食も盛りだくさんで大盛

況でした  

各店でも同様に試食などのイベントを

開催し、これは仙台幸町店での朝どりの

ほやとか詰め放題といった企画が好評

でした。ほやのさばき方教室が意外と好

評でみんな知っていると思いましたが、

若い主婦の方は知らない人が多く、関心が高く、ほやの普及にも一役買ったのではないか

と思いました。 
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20,000個を目標にして 18,646個と言うことで若干ショートしましたが、昨年の 2倍から 3

倍の数量を販売することができました。よってこのほやの取り組みによって、生産者の皆

様、行政の皆様、メーカー、マスコミそしてイオンが一体となって結果的にこれだけの販

売ができたと言うことでこのような取り組みをカキとかお米等の取り組みにもつなげてい

ったと言うのが、私がイオンで 1番商業を通じて地域社会に貢献できたのかなと言う思い

でございます。  

 

宮城県が水産物の振興のために、

毎月第 3水曜日を「宮城水産の日」

として PRしていることに協力して、

全店でのぼりを立てて協力してい

るものですが、この着ぐるみのキ

ャラクターは成田のうなりくん同

様に、むすび丸と言う県のキャラ

クターで、この中に県の職員さん

が入って PRしているものです。こ

ちらも宮城県のホームページにて

紹介されております。 

  

ボンベルタが今まで実施している地域との関わりの一例として、6月に実施した少年サッ

カー大会の協賛、これは 13チーム 200人の人たちが参加しました。またつい先日実施した

成田ふるさと祭りではもちろん 23の自治会・町内会が参加するニュータウン自治会連合会

が主催しているイベントですが、こちらも微力ながら関わらせていただいております。さ

て私も着任して 3ヶ月ほどが経ちますが、やはり基本は商業を通じてどれだけ地域・地元

に貢献できるかと言うことをしっかり考えて 1つでも地元の皆さんに喜んでいただけるこ

とにトライしたいと思います。長々と話をしましたが、これで私の卓話は終わりです。 

ご静聴有り難うございました。 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
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