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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2813 回例会 平成 30 年 9 月 21 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 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

 金子 公久 様 

成田高等学校 

 インターアクトクラブ 顧問  早川 公敏 先生 

 インターアクトクラブ 2 年  加瀬 滉介 さん 

              1 年  佐藤 舞優 さん 

◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：小生面白い経験をしました。安い旅、飛行機

は乗れば乗る程安くなります、世界 194 カ国の旅でツアーが有る

国は一番安いもので千回以上搭乗しました。ですが、この経験は

初めてです。成田出発時は快晴、熊本空港上空は濃霧と雨、しか

し今の飛行機レーダーは進化しております。車輪が出て着陸態勢

に入り滑走路が見えて安心した瞬間、急上昇、まるで宇宙旅行仲

間と無重力体験をした時の様でした。それから約 30 分、機長からのアナウンスで近隣の飛

行場に断られたので成田に戻りますとのこと、機内のお客さんは CA に聴いても「地上の

カウンターで対応します。」その繰り返し。成田に着いて走って受付へ。100 人以上の長

蛇の例、開いているカウンターは一つ、この時思いました。日本人は礼儀正しく素晴らし

い人種だなと。誰一人苦情を云う人は無く黙って整列して、当方の番、熊本空港への出発

の空きは 3 日後、九州であればどこでもと言うと福岡へ朝一番の便に二人空席が有るとの

こと。現地の移動は自分で、それでもオーケーと承諾しました。次の朝、第三ターミナル

は沢山の雑魚寝の人、それを横目に機内へ。着いた博多から新幹線で熊本へ。今回の旅 3
つの目標、玉名中央ロータリークラブへのメーキャ

ップ、熊本の 3 人の友、旅友と先輩と後輩の学友と

会う事、後一つは長く保持している九州 JR の株主

優待を使うこと、関東で売れない優待券が新幹線で

半額、おかげで全て達成、災い転じて、望んでも出

来ない素晴らしい体験をしましたのでニコニコし

ます。 
 

 

幻の搭乗券！ 
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◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

 皆様、こんにちは。クールビズは 10 月 26 日までとなってお

りますが、随分と涼しくなって参りました。また、先週の納涼

家族例会では、ANA クラウンホテルさんのおいしいお肉や飲

み物、楽しい余興、小泉さんの締めのカラオケなど、親睦委員

の方々は大変ご苦労様でした。 
 成田コスモポリタン RC 金子様、成田高校インターアクトク

ラブ早川先生、生徒の皆さんようこそいらっしゃいました。インターアクトクラブの生徒

さんには後程ご挨拶とインターアクト年次大会の報告をお願いします。また、JTB 野平様

も後程よろしくお願いします。 
 昨日は、自由民主党の総裁選挙が行われ、安倍晋三氏が石破茂氏を議員票の多さで圧勝

し 3 選を果たし、今後 3 年間総理大臣として最長在任期間を記録することとなりますが、

国民のためになる政治活動をお願いいたします。 
 また、成田空港では、9 月 20 日「空の日」記念として、空港内や航空科学博物館で、22
日、23 日の両日イベントが開催されますので、興味のある方は訪れてはいかがでしょうか。 
 本日は成田山で航空安全と事業繁栄の航空安全特別大祷会が奉修され、関係者が参詣し

ました。 
 また、本日 9 月 21 日（金）から 9 月 30 日（日）までの 10 日間、秋の全国交通安全運

動が実施され、重点項目に高齢者と自転車があります。交通事故死亡者数は、9 月 13 日時

点で、千葉県は昨年より＋22 人で 121 人、全国ワースト 3 位、因みに 1 位は愛知県 131
人、2 位は埼玉県 126 人です。この期間中、より一層の交通安全に心掛けて頂くことをお

願いしまして、会長挨拶とします。 
 
◇ 委員会報告 

・クラブ管理運営委員会 小寺 眞澄 委員長 
JTB の野平さんからのご挨拶です。 
香港旅行参加者の皆様に出発のご案内を簡単にさせていただき

ます。後ほど参加者に行程表をお配りさせていただきますが、先

週、旅のしおりを皆様の自宅に郵送いたしました。改めてご確認

を今一度お願いします。28 日の金曜日、空港第一ターミナル南

ウィング朝 7 時 20 分に集合です。 
 
親睦からのご報告ですが、10 月 5 日に理事会が開催されます。その時に、同好会の活動の

承認をいただきたいと思いますので、具体的な活動月を早急にご報告お願いいたします 
 
・ポールハリスソサエティ入会報告 

神﨑 誠 会長 
 

 
 
 

ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）は、年次基金、ポリオプラス、または

承認された財団補助金に、毎年 1,000 米ドル以上をご寄付くださる方を認

証するプログラムで、財団に継続的な支援を寄せてくださる寄付者の方々

に感謝の気持ちを示すことを目的としています。 
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・諸岡ガバナー年度地区ゴルフ大会 小宮山 四郎 大会会長 
諸岡年度地区ゴルフ大会が来年の 10 月 21 日（月）、成田ハイツリ

ーで開催されます。 
先々週、その委員会を開催いたしました。地区大会にさきがけ、地

区大会ゴルフを盛り上げようと言うことになり、それには会員皆様

の企業から協賛をいただき素晴らしい大会にしようと言うことになりました。また、いず

れ皆様にお願いに上がるかと思いますが、その節はご協力よろしくお願いします。 
次に、出向している成田環境ネットワークからのお知らせです。10 月 20 日（土）印旛沼

クリーンハイキングが開催されます。事務局からクラブに手伝いの要請がありました。昨

年は 7 名でしたが、今年は前年度を下回らないように 7 名以上のご協力をお願いします。 
・雨天の場合、21 日（日）に行われます。 
 
・職業奉仕   長原 正夫 リーダー 
例会終了後、ひばりの間で委員会を開催いたします。 
 
・クラブ研修委員会   成田 温 委員長 
１０月５日(金)のクラブ研修会をご案内いたします。 
前年度、松田会員が地区理念委員会委員長をされていた時に作成し

た DVD「だれにでもわかるロータリーの理念」を皆様にご紹介をし

たいと思っております。 
解説は、現在地区研修委員である小寺会員にお願いしてあります。 
ロータリー理念の基礎になるものですので、特にロータリー歴の浅い会員の皆様には、出

席をお願いして皆で研修いたしましょう。よろしくお願い致します。 
 
・奉仕プロジェクト委員会  村嶋 隆美 国際奉仕サブリーダー 
 奉仕プロジェクト委員会の村嶋です。9 月 16 日（日）に行われま

した地区の奉仕プロジェクト推進セミナーに参加してまいりました

のでご報告いたします。当日は、田渕会員、土井英二会員、小寺会員

と私の 4 名で参加いたしました。また、地区委員として出向されてい

る谷会員も参加されておりました。 
 セミナーの内容には、基調講演、事例発表、地区の各奉仕委員長の活動方針の説明等が

あり、全体として有意義なセミナーでした。その中でも基調講演の原田義之氏のお話には

感銘を受けました。原田氏はタイ北部の少数民族で大変困難な状況に置かれているアカ族

に対して献身的な支援活動を個人の国際奉仕活動として行ってきており、原田氏が 64 歳の

時点から 74 歳の現在まで 11 年間続けられておられるとのことでした。原田氏は現在国際

ロータリー第 3360 地区タイ北部のチェンライロータリークラブの会員で、パスト会長で

もあるとのことでした。原田氏の活動をお聞きする中で、当然のことながら私自身の奉仕

についての現状とは大変な違いがあることを実感した次第です。 
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・諸岡年度地区大会総務委員会  設楽 正行 地区大会実行委員長 
例会終了後、諸岡年度地区大会総務委員会をひばりの間で開催いたし

ます。 
 
◇ 幹事報告 
【回覧】 
・例会変更 富里ロータリークラブ 
・週報  多古、白井、八街、印西ロータリークラブ 
・出欠表（印旛沼クリーンハイキング 

成田コスモポリタンロータリークラブ創立 25 周年記念式典） 
・地区二輪車同好会（RMCC2790）より「第１回二輪車ツーリング」

のご案内 
・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」222 
【連絡】 
・10 月、ホームミーティングを開催する予定でおります。詳細は後程ＦＡＸさせていただ

きますので、速やかに返信をお願いいたします。 
 
◇ 小川会員より書籍の貸し出し 

書類整理をしておりましたらロータリークラブの資料が色々出

てきました。貸出いたしますので、希望者は事務局までお申し出

ください。 
佐藤 千壽さんが書かれた本や 2006-2007 年度情報研究会で平山

金吾パストガバナーが書かれた本、元会員である柴田實さんが 3
年かけて原文を翻訳されたロータリーへの道など。 
最近、新しい会員さんも増えましたので勉強したい方、勉強しなおしたい方、是非参考に

されるとよろしいかと思います。 
 
◇ お餞別 

成田高等学校インターアクトクラブ 1年  

佐藤 舞優さん 
◇ 卓話 

インターアクト年次大会報告 

成田高等学校インターアクトクラブ 2年  

加瀬 滉介 さん 
こんにちは！成田高校インターアクト部です。 

今日は私達のためにこのような場をもうけさせていただきましてあり

がとうございます。 

拙いものではありますが頑張っていきたいと思うのでよろしくお願い

します 

さて、現在私達の部は二年生のほうはまず男子が私一人、今日は来て
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いないんですけれども女子がもう三人います。そして待望

の一年生がこちらにいる、佐藤です。 

今回は私加瀬と佐藤の二人で行っていきたいと思います。

どうぞよろしくおねがいします。 

さて、本題に入る前に現在の成田高校インターアクト部に

ついてお話します。 

先ほども紹介したように私達の部は二年生 4 人、一年生 1

人の合計五人で週一回毎週水曜日に活動しています。また

月に一回ほどの頻度でこのような外部活動をしています。

現在の課題としては、やはり部員数が少ないこと。校内で

の知名度が低いことが挙げられます。 

 

さて、ここから本題に入ります。 

私たちは８月２５日に館山で開催されたインターアクト

年次大会に参加してきました。 

今回の行程は大きく分けて５つ。まず、開会式を終えた後、国際理解についての午前講義、 

そして昼食をはさんでの各学校とのポスターセッション。午後は命についての講義でした。 

 

この中で、今回は特によいものが得られたと感じた午前の国際理解についての講義、昼の

ポスターセッションを取り上げて報告したいと思います。 

さて最初に午前講義の内容ですが、最初に私がこの講義の中で特に印象に残ったキーワー

ドをご紹介します。 

 

“シリア” 

皆さんこのシリアと聞いてどんなイメージをもたれますか？ 

そうですよね、私の中でのイメージは、今現在も紛争が続くような一番危ない国？ 

古代オリエント文明が栄えた国などといったあいまいな、正直マイナスなイメージしかも

っていませんでした。 

実はこの講義の講師の方、シリアで発掘調査をされていて、普段私達が目にしているメデ

ィアからは見ることのできない面、つまり現地に行って見たシリアっていうのを紹介して

くださいました。 

どうでしょう、これらはほんの一部なのですが、ちょっと「えっ！」と思ったり興味が沸

いてきませんか？ 

私はこのシリアの話を聞いているうちに逆に魅力を感じるまでになりました。このシリア

の話はこの講義のほんの一部なのですが、本日はちょっと割愛させていただきます。 

 

これらのように、世界を本当に理解するためには一つの面から見るだけでは絶対にできな

いと感じました。またこれはどんな物事にも言える事であって、見方を多くもてないとい

うのは、自分にとって損なことだと思いました。逆に一つ疑問に思ったこともあります。 

多面的な見方をするにもどうしても見る方向が固まってしまいがち何です。それを解決す

るためにはどうしたらいいのかをこれからも考えて生きたいと思います。 
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この後、昼食が終わりお昼にはポスターセッ

ションをしました。 

こんな風にフリーで動き回って色々な学校

の校内活動を紹介したポスターを見て、質問

をしたりと他の学校との交流ができました。

その中でも特によいものだと思ったのはパ

ンフレットです。これは安房たくしん高校さんがやっていたもので、これならコストもあ

まりかからずに認知度を上げられる、とてもいいアイデアだと思いました。 

 

最後に今回の研修は、人生のヒントや新たな企画たち上げにもつなげることができたよい

機会でした。より一層成田高校インターアクト部を活性化していきます。 

 
◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
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 ４２ ２７ ６０．８７％ ７３．９１％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 9 月 12日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

喜久川 登 会員 9 月 12日 玉名中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 靖彦 会員 9 月 15日 
平和フェロー第 17 期オリエ

ンテーション、歓迎パーティ 

諸岡 靖彦 会員 9 月 16日 地区青少年交換 選抜試験 

村嶋 隆美、田渕 公敏、小寺 眞澄、土井 英二、谷 直知 

各会員 
9 月 16日 

奉仕プロジェクト 
推進セミナー 

諸岡 靖彦 会員 9 月 19日 第７グループ 情報研修会 

渡辺 孝 会員 9 月 19日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
齊藤 三智夫 会員 9 月 20日 2018－19 年度月信委員会 

堀口 路加 会員 9 月 20日 
橋岡ガバナー年度 
地区幹事団会議 

長原 正夫、渡辺 孝、甲田 直弘、桜井 誠 各会員 9 月 21日 職業奉仕委員会 
佐瀬 和年 会員 9 月 21日 成田空港対策協議会 
諸岡 靖彦、石橋 菊太郎、神﨑 誠、平山 秀樹、菊地 貴 

村嶋 隆美、諸岡 市郎左衛門、齊藤 美智夫、石川 憲弘 

小泉 英夫、設 楽正行、成田 温 各会員 

9 月 21日 
諸岡年度地区大会 

総務委員会 

堀口 路加 会員 10月 2日 
橋岡ガバナー年度 

地区幹事団会議 

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 

 


