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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2578回例会 平成 25年 9月 27日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      小柳 政和 会員 

◇ 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 

米山記念奨学生  ムンクバト君 

◇ ニコニコボックス 

平山 金吾 会員：本日、臨時理事会を開催していただきまして、ムンクバ

ト君へのもう 1 年の支援（クラブ支援）の承認を得ることが出来ました。あ

りがとうございます。 

 

堀口 路加 会員：ムンクバト君のカウンセラーをいたしております。もう

1 年クラブ支援として奨学金を出して下さるという決定をいただきました。

私もカウンセラーとしてお礼を申し上げます。 

 

小澤 美良 会員：10 月 1 日、新しい会社が出来ます。私が成田に来まし

た昨年の 4 月から成田におけるグループ会社の再編を行っておりました。新

空港東京事業、エース東京、成田エンジニアリング、全日空の総務などの機

能を統合いたしました。名前は『ＡＮＡ成田エアポートサービス』。従業員

が約２，０００名。成田が本籍の会社で、空港の仕事のほとんどの機能をも

つ会社です。私が代表取締役社長として就任することになっておりますが、会長は、以前

成田ロータリークラブにも入会しておりました小林が就任することになっております。会

社名に成田の文字が入る事に大変こだわりました。成田の二文字が入ることにより、成田

の地で皆さんに愛されることが我々にとっては大事ではないかと考えたからです。引き続

きご支援、宜しくお願いいたします。 

 

石橋 菊太郎 会員：2002 年～2003 年度で会長を務めました。現役会長時

代は、代々引き継いだバッチをつけておりますが、それが終わりますとパス

ト会長用のバッチをいただきます。実はこのバッチを紛失していたのですが、

先一昨日、ジャケットのポケットから出てきました。 

 

喜久川 登 会員：天の恵みに感謝。朝 4 時に起きまして銀杏、栗を拾いに

行ってきました。小学校、中学校時代、御料牧場を自分の庭の様に遊んでお

りました。小学校の時は、成田のお店で売る栗、きのこを買いに来てくれま

した。一升 10 円か 20 円で買い取ってくれました。私はそれで約 2 万円た
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めて、中学に入ってから剣道の防具を買いました。それほど、私は栗やきのこを取るのが

上手でした。これから 1 か月くらいはいい時期です。場所は教えらえませんが、皆様も秋

の恵みをお楽しみください。 

 

小川 賢 会員：先日、50 周年の月桂樹がカイガラムシにくわれたという

ことでお話がありました。私は一番月桂樹に近い場所に住んでいるもので

すから、ちょっと気になりまして日曜日に行ってみました。そこにちょう

ど公園課の係長さんがいらっしゃったものですから一緒に見てもらいまし

た。早速、翌日には市の出入りの業者さんが見てくれて、木に登りカイガ

ラムシを取ってくれたそうです。取りあえず消毒をしてくれたそうですが、本格的な消毒

は寒くならないとダメなんだそうです。一応、ご報告まで。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。本日は９月の最終例会です。７月に就任以降、

会員の皆様のご協力を仰ぎつつ成田幹事はじめ各委員会の皆様と

ともに３カ月が経過いたしたわけですが、何か無我夢中のうちに

この３カ月が過ぎてしまった気がし、少々バテ気味でもあります。

幸い「インターアクト年次大会」、「中学校剣道大会」、「関口

徳雄ガバナー公式訪問」等、対外的な大きな行事は無事済ませる

ことができましたので、今後は少し余裕をもって会務を進めることができそうです。 

 先ほどより平山会員と堀口会員からお話がありましたが、本日、この例会の前に臨時の

理事・役員会を開催しました。議案は、米山奨学生のムンクバト君から、堀口カウンセラ

ーを通じて「博士論文の提出も考え、米山奨学金の支給を１年間延長してもらえないか」

との希望があったため、会長エレクトの松田会員の意見も入れて議論した結果、本来、２

０１４年３月で終わる米山奨学金の支給を、１年間延長して２０１５年３月まで、クラブ

としてその半額を支援（あとの半額は地区より支給）することに決定しました。 

 さて、先週の例会の「一言、言わせろ」コーナーにおきまして、石橋会員より今月は「青

少年（新世代）のための月間」であるとのご指摘を受けましたが、本日は成田市サッカー

協会より伊藤会長と早乙女理事長に例会後にご足労いただくことになっております。実は、

毎年３月に行ってきた「成田ロータリー・クラブ杯争奪サッカー大会」も小宮山年度にお

いて６回目を数えました。ここで一度、このサッカー大会の趣向を見直すべく、サッカー

協会のお二方には例会後の奉仕プロジェクト委員会にご参加いただき、いろいろなアドバ

イスをいただくことになっております。来年３月にサッカー大会を開催することは決定い

たしておりますが、その内容等につきましては、これから委員会において詳細に検討する

こととなっております。その骨組みが固まりましたら、皆様にご報告申し上げます。 

 この１週間で気になったニュースに日本語の表現と使い方があります。メディアからの

受け売りで私も一部誤解していましたが、たとえば「噴飯もの」という言葉について調査

した結果、５０パーセント以上の人が「怒り狂った」との意味にとらえていましたが、大

辞泉によりますと「おかしくて、食べかけの飯をこらえきれずに吹き出す」という意味か

ら、「我慢しきれずに笑ってしまう」とのことです。また、「役不足」は、「この任務に

は私は役不足だ」といったへりくだった意味とする人がやはり５０パーセント以上いたそ
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うですが、これも大辞泉によりますと、人を主体とするのではなく、「俳優などが割り当

てられた役に不満を抱くこと」の意味から、役割が分不相応に軽いこと、つまり、対象は

人ではなく役割といったものを指して、「あなたには役不足だ」といったように「実力の

ある人を褒めるときに使う褒め言葉」とのことです。これらの外にもいろいろありますが、

いずれにせよ言葉使いは社会の変化に応じて変化するものであり、５０年後の「広辞苑」

には今のスマホ世代が使っていて、中年以上の世代には理解できない言葉の表現が多々掲

載されているかもしれません。 

さて、本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、時間の関係で中止させていただきま

すが、「活力に満ちた楽しいクラブ」を目指すためにも、ぜひ皆様のご意見をお寄せくだ

さい。 

最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの金子公久様、ようこ

そ成田ロータリー・クラブの例会にお越しくださいました。楽しいお時間をお過ごしくだ

さい。そして、米山奨学生のムンクバト君お帰りなさい。 

 

◇ 表彰 

米山功労者第 7 回マルチプル 

石川 憲弘 会員 

 

◇ 奨学金の授与  米山記念奨学生 ムンクバト君 

2 か月ほど調査の為に日本を離れていました。帰国してすぐに私の

為に会議を開いていただき、更に 1 年間皆様にお世話になることにな

りました。よろしくお願いいたします。昨年度の小宮山会長、今年度

の遠藤会長、次年度の松田会長には深く感謝しております。ありがと

うございました。 

 

◇ 委員会報告 

・米山記念奨学委員会  近藤 博貴 リーダー 

佐久間 高直 会員、高橋 晋 会員よりそれぞれ 10 万円の寄付をいただきました。 

 今年度、16 人目の寄付でございます。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 矢島 紀昭 委員長 

 来年行われる成田ロータリークラブ杯サッカー大会の件で委員会を開催いたします。現

在 12 名の参加となっておりますが、本日、参加できる会員の方がいらっしゃいましたら、

よろしくお願いいたします。 

 

・親睦委員会  小泉 英夫 会員 

来週 10 月 3 日～5 日、台湾に親睦旅行です。総勢 28 名の参加です。 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

〇 回 覧 

１． 八街 RC   10 月例会変更のお知らせ  週報             

２． 旭 RC        会報                                                    
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３．米山梅吉記念館より募金（6 千円）のお礼がハガキで届いています      

４．分区ゴルフ参加者一覧                          

  クリーンハイキング参加者一覧                       

  奉仕 P 委員会     〃                         

  記者クラブとの懇談会 〃                         

５． 会員名簿の会員各位の間違え訂正のお願い                 

６．10 月 4 日（金） 親睦旅行 

   メーキャップされる方はホテルフロントにてお願いします。 

                

◇ 卓 話 

自己紹介 及び ロータリークラブとのかかわり 
福原 孝一 会員 

（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田) 

先日は、私もメーキャップに来ることを知らなかったのですが、

私の父が急にお邪魔したにもかかわらず、皆さんが温かく迎えて下

さったと本人も大変喜んでおりました。また是非お伺いさせていた

だきますとのことでした。これで、私達家族が、潮来と成田の懸け

橋になればと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

本日は、自分の事・会社の事・ロータリークラブとの関係につい

てお話させていただきます。 

先週の父の話にもありましたが、家は潮来で製麺業を営んでおります。主にラーメン店

へ品物を納めておりますが、最近ではゴルフ場、ホテルなどへも納めております。 

父は新潟出身で、小学生ぐらいの時に両親と潮来へ来たそうです。始めは屋台のラーメ

ン屋から始まり非常に貧しい生活で、次の日のご飯も食べられるかわからない、お風呂も

入れないような状態だったそうです。周りに親戚も友達も全くいない中、日々努力して今

の福原製麺を立ち上げました。祖父は、父が高校生の時に胃がんで亡くなっているため、

私は祖父の顔をしりません。一代でここまで成長できたのは皆さんのご協力、ご支援のお

蔭だと思います。 

 

私は昭和４８年１２月１日生まれの３９歳です。愛子さまと同じ誕生です。現在潮来に

住んでおります。潮来市の人口は約３万人で、１０年ほど前に潮来町と牛堀町が合併し潮

来市として誕生しました。 

潮来市は、６月に開催するあやめ祭りが有名です。そして、８月の第一金曜日～日曜日

の３日間で行う祇園祭もまた有名です。この祗園祭の歴史は古く八百年位の伝統があり、

山車も１４台、神輿が２台、毎年引き回しが行われています。４年に一度総引き（年番引

渡し）というのがあり潮来駅周辺に１４台の山車が集まり踊りやのの字廻しが行われ大変

な賑わいとなります。祭り自体は、佐原の祭りに似ています。是非、一度お越しください。 

潮来市のゆるキャラはあやめちゃんでうなりくんにも負けない人気者です。 

 

私の勤めておりますＡＮＡクラウンプラザホテル成田は、客室３９４室、宴会場５つ、



 5 

レストラン３つで毎日お客様を心よりおもてなししております。 

そこで、私はコーヒーショップ 5 年、営業４，５年。ウェディング 3 年、そのあと宴会

予約、会計、今年の 7 月からはウェディングのマネージャーとして勤務しております。結

婚式の新規獲得や打合せに力を注いでいる毎日です。お知り合いで結婚を考えている方が

いらっしゃいましたら是非ご紹介ください。 

成田のウェディングは、今年苦戦しております。例年ですと１，２００組くらいはこの

近辺で挙式を挙げられるのですが、このままのペースだと１，０００組いくかいかないか

という状況です。成田周辺のマネージャーを集めて、どうしたら成田で挙式を挙げてくれ

るかと話し合っている状態です。若い方から、「成田で結婚式ができるんですね？」とか

「宿泊施設だけかと思っていました」などという声を聞きました。成田にはこんなに良い

環境、美味しい料理、面白い企画があるんだということを、是非多くの皆様に知っていた

だく、そして成田に留める努力をしている最中であります。 

 

次に、私とロータリーのご縁についてお話させていただきます。私が海外に興味を持っ

たのは、潮来ロータリークラブにオーストラリアから１年間、交換留学生がわが家にホー

ムスティし影響を受けたことがきっかけです。高校卒業後オーストラリアのブリスベンに

語学の勉強の為、大学に入学し一年半ホームスティをしておりました。そこで基本的な語

学を習得し、帰国後はその語学を活用させるため、ホテルに就職し現在にいたっておりま

す。 

私の父親は潮来ロータリークラブのメンバーであり、会長も経験しております。その関

係もありまして、地区事業であるフィリピンの無料医療に何度か同行いたしました。フィ

リピンでは主にマニラに行き、歯科治療の補佐をいたしました。器具を洗ったり、診察に

来た人を並ばせたり、水を用意したり、懐中電灯で患者さんを照らしたり（照明も満足に

無いので）。このような体験をし、州知事の方々と知り合いになりわが家で数回ホームス

ティをしたりしました。 

そこでは、貧富の差を身をもって感じることができました。当時、私は 20 代前半でした

が、衝撃的でした。飴玉を出したら最初２～３人位だったのが、いつの間にか飴玉を貰お

うと数十人になっていました。日本では見向きもしないような飴玉ですが、向こうではそ

れだけ貴重な食べ物だったんだと思います。そして、それだけ食べ物に困っているという

ことです。 

無料の歯科治療は何百人にもなり、朝から夜まで長蛇の列でやってもやっても終わらな

い状況でした。日本であれば、豊富な器具があり、薬があり、治療法があります。しかし、

向こうの一般的な治療は“歯を抜く”という治療法しかありません。器具や薬が満足にな

いからです。赤ん坊でも大人でも抜くしかありません。医者はもちろん残してあげたいと

思っていても、抜くことしかできない。歯痒く辛い思いをしましたが、私にできる事は、

無料奉仕の時に一回でも多く参加することではないかと考え、出来るだけ手伝いをするこ

とにしました。 

ホテルまで帰る道のりで信号待ちをしていたら、小さい子供を抱っこした子供が物を（ポ

テトチップやうちわ）売りにきました。日本では考えられないほどの貧富の差を感じ涙が

出そうなくらい辛かったのですが、一方でフィリピンのロータリーの人達は、高級車に乗

り、美味しいものを食べるという贅沢な生活でした。そのような状況を前に、自分で何か
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できないかと思ったのですが、何もすることができませんでした。その事が今でも悔しい

です。 

 

しかし、楽しい事もありました。それは日本では絶対できないことだと思いますが、拳

銃やライフルが撃てたことです。それも打ち放題です。ただ的には全然当りませんでした。 

テレビなどでは簡単なように見えるのですが、的に当てるのは大変でした。また、拳銃の

重量感は想像以上で、片手でなどとても撃てません。現実とテレビは大違いでした。 

 

父がロータリーアンだったことにより、このような貴重な体験をすることができました。

ロータリーは、さまざまな意味でお世話になり、自分自身をスキルアップさせてくれる場

所だと思っております。本日はこのような形で皆様にご挨拶させていただきましたこと、

心よりお礼申し上げます。 

また、今後ともこのご縁を大切にしていきたいと思います。これからも皆様のご指導の

程、どうぞよろしくお願いします。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

臨時理事会 
 
１．ムンクバト君の奨学金 1 年延長の件について 

承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 9 月 24 日 Ｉａｃ 合同会議 

設楽 正行、諸岡 靖彦、松田 泰長 

石橋 菊太郎 各会員 
9 月 24 日 ＲＬＩ・ＤＬ会議 

池内 富男、小川 賢、日暮 俊久、仲村 盛政 

各会員 
9 月 24 日 囲碁・将棋同好会 

渡辺 孝 会員 9 月 25 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、成田 温、平野 省二、大木 健弥 

佐藤 英雄、矢島 紀昭、松田 泰長、田村 幸宏 

加瀬間 俊勝、佐瀬 和年、小寺 真澄、長原 正夫 

角田 幸弘 各会員 

9 月 27 日 奉仕プロジェクト委員会 

遠藤 英一、成田 温、矢島 紀昭、松田 泰長 

諸岡 靖彦、平山 金吾、堀口 路加、近藤 博貴 

小宮山 四郎、小川 賢、池内 富男 

吉田 嘉浩 各会員 

9 月 27 日 臨時理事会 

諸岡 靖彦、福田 朗、近藤 博貴、阿部 慎一、松

村 里美 各会員 
9 月 27 日 プログラム委員会 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４０ ２０ ６６．６７％ １００％ 

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 

 


