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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 2860 回例会 令和元年 9月 27 日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  石井 一成 会員 

◇ お客様紹介 

成田高等学校  

インターアクトクラブ顧問 早川 公敏 先生 

            佐藤 舞優さん、滝田 彩華さん 

江波戸 佐奈さん、大木 梨央さん 

下総みどり学園     長谷川 竹雄 先生 

 

◇ ニコニコボックス 

角田 幸弘 会員：今日は下総みどり学園から長谷川先生にお越

しいただいておりますが、学校の立ち上げの時から校医をしてい

ます。前任の小御門小学校の時代から、下総地区の子供たちに、

大正時代に成田にあった軽便鉄道の歴史と通勤電車とはまった

く違う軽便鉄道の持つ楽しさを伝えたいと、毎年 11 月に成田ゆ

め牧場内の鉄道で「鉄道教室」を開催してきました。ところで、

今年の 8 月に東京ビックサイトで開催の JAM（国際鉄道模型コ

ンベンション）に参加要請があり、外国人観光客も増加している

ことから、私が代表をしています羅須地人鉄道協会の英語版パンフレットをつくりました。

今日は、かつて成田にあった軽便鉄道に思いはせてもらえたらと思い、みなさんのテーブ

ルに配らせていただきます。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会長 

早川先生はじめ成田高等学校のインターアクトの皆さん、ありが

とうございます。また下総みどり学園の長谷川先生、8 月に行わ

れました成田ロータリークラブ杯剣道大会について後ほどお話

をいただけるという事で、よろしくお願いします。 

台風被害もそろそろおさまることだと思います。私の家の屋根も

昨日やっと修理が終わりました。 

 １９１７（大正６）年のこの日、栃木県の渡辺はまさんが警視
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庁の自動車試験に合格、日本人女性として初めて自動車の運転免許を取得しました。 現

在、女性ドライバーはバスやタクシーなどプロとしても幅広く活躍しています。また横浜

ベイブリッジ開通の日、そして 5年前に起きた御嶽山の噴火では 58名が亡くなると言う大

惨事となりました。 

成田に関係する事件が起きております。山梨にキャンプに行った成田市に住む小学一年生

の女の子の行方がわからなくなっております。一日でも早く美咲ちゃんが発見されること

を祈っております。 

 

◇ 委員会報告 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長 

・小寺 眞澄会員よりロータリー財団へ 1000 ドルの寄付をいただき

ました。ありがとうございます。 

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原香取ロータリークラブ 

・週報   旭ロータリークラブ 

・出欠表（親睦旅行、印旛沼クリーンハイキング） 

※印旛沼クリーンハイキング出欠締切…本日 

親睦旅行出欠締切…9/30(月) 

【連絡】 

・本日配布の週報 2859号に誤りがございました。 

 ８ページ『MAKE UP CARD』諸岡市郎左衛門会員のメイキャップ 

 日付  （誤） 9月 2日 → （正） 9月 20日 

・クールビズは本日で終了となります。 

 

◇ 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顧問 早川 公敏 先生 

本日はお招きいただきありがとうございます。日ごろはインタ

ーアクトクラブにご支援いただき感謝しております。本日は、夏

休みに行われましたインターアクト年次大会の報告と言うこと

でお時間をいただくことになりました。この夏、生徒たちは 2つ

の年次大会に参加しました。例年は 1つだけなのですが、今年は

2580地区が小見川で年次大会をやると言うことで、地元の成田高

校に参加してほしいと言うありがたいご依頼をいただき生徒 2 名を連れて参加してまいり

ました。2580 地区と言うのは、東京の一部と沖縄が一緒になったクラブです。色々な活動

を一緒にしてきました。私も普段接する事ができない東京や沖縄の先生たちの話を聞けて

良い勉強になりました。それと 8月 6 日に行われた 2790地区の年次大会の発表をさせてい

ただきます。 
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◇ 成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会 

下総みどり学園 長谷川 竹雄 先生 

8 月 25 日の成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会におかれま

しては、本当に子供たちを元気にしていただき、また関わった先

生たちも一念発起できたそういう素晴らしい大会を行うことが

できました。本当にありがとうございました。 

成田ロータリークラブ主催のもと行った大会と言うことで、前回

の反省を踏まえ、今回は 8 月 5日に審判講習会を行いました。 

言動や感情をコントロールすることができず、その場で暴れたり

試合の後、暴言に近いような行為が以前にありました。審判講習会の時に剣道の究極は報

恩感謝（ほうおんかんしゃ）だよ。こうやって剣道できることが当たり前ではなく、あり

がたいことなんだと、そういう姿勢を審判講習会の時に子供たちに訴える場面がありまし

た。その為、今年の大会は今までで一番礼儀正しく中学生らしい爽やかさが発揮でき、感

じられた大会だなと確信しております 

そのきっかけを作ってくださったのは、皆様方の熱いご支援、お力添えの結果であります。

昨年から参加賞としてノートに加え手ぬぐいをいただきましたが、中体連としてはこんな

にしていただいていいのかというのが正直な感想です。今年はサプライズにとても立派な

優勝旗をいただきました。それを手にした印西市の西の原中学校の顧問の先生は大感動し

て、この優勝旗に恥じないように頑張りますと、その後の大会もずっと優勝しております。

また優勝した時の写真を西の原中学校に送っていただき、ありがとうございます。こんな

にしてもらい、みんなの言動に対する姿勢、表情が覚醒したと喜んでいらっしゃいました。

全てがプラスの方向に向かっております。ありがとうございますと言う感謝の言葉しか見

つかりません。この前の台風の時も学校の被害はありませんでしたが、次の日から学校は

給水所になりました。子供たちは率先して給水の手伝いをしてくれました。剣道の大会を

通して礼儀作法を教えたり、克己心、努力する姿勢を教えるというのがありますが、その

継続の果てに、人のために尽くせるというのが自然体でできるようになったというのが、

顧問としてこんなに嬉しい事はありませんこのような素晴らしい大会を築いていただき本

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。 

 

◇ 卓話 

～～自己紹介～～ 
 関 恒明 会員／成田空港株式会社 

○はじめに 

 今回の台風 15 号、それに伴う長期間の停電などの被害に遭わ

れた方に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復

興をお祈り申し上げます。 当社としても、少しでも地域のお

役にたてるよう、被災された地域に、物的支援や、社員の派遣

による救援物資の配布や瓦礫の撤去等のお手伝いをさせていた

だきました。今後も社を挙げて支援をさせていただこうと考え

ています。 

○主な経歴 

さて、私ですが、昭和 38 年 1 月に茨城県の旧麻生町に生まれ、小学校３年の春に佐倉市

に引っ越し、現在も佐倉市在住です。千葉市内の高校、都内の大学に進み、昭和６１年に

当社の前身である新東京国際空港公団に入社して、33 年半勤務しており、本年 6 月より取
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締役管理部門長を拝命いたしました。これまで、成田空港問題シンポジウム・円卓会議、

空港公団本社の成田へ移転、民営化、など、様々な仕事をやらせていただきました。 

○家族 

今日は成田高校の生徒さんもいらっしゃっていただいていますが、妻は成田高校の卒業生

です。子供は、娘(24 歳)、息子(21 歳)の２人。２人とも私立の理系の大学生。しがないサ

ラリーマンなので、我が家のキャッシュフローは始まって以来、最大の危機にあります。 

○趣味 

小学校高学年から高校まで剣道をやっていましたが、大学はサークル活動に託け、学食や

友達の下宿、図書館にいる時間が長い学生時代を送りました。20 代は、車にお金を使い、

30 代になるとゴルフを始めたものの上達せず、子供を授かりなかなか（お金が）自由にな

らなくなり辞めてしまいました。 

そののち始めた子供と遊ぶという一番低コストな趣味も、子供の部活が始まると終焉を迎

え、以降、ランニングコストのかからないカメラ、街歩きなどを趣味としていました。 

比較的新しい趣味としては、２年ほど前から御朱印をいただき始めました。この趣味は、

２～３万歩歩くので健康によし、参拝ルートを検討するので頭によし、実際に歩いてみて

新しい発見があるのもよし、な趣味です。このご挨拶をさせていただくために数えたとこ

ろ、この２年ちょっとで 500 近くいただいています。ここから一番近い寺社の御朱印は、

もちろん成田山新勝寺。ここでは本堂・釈迦堂などで全６種いただけます。一方でここか

ら一番遠い寺社の御朱印は、今夏参拝した高野山米国別院の御朱印。これはロサンゼルス

のリトルトーキョーにあり、最近ではお亡くなりになったジャニー喜多川さんのお父様が

僧侶をしていたことで有名な寺院でありまして、戦時中の日系人の迫害などについて勉強

できました。 

○ロータリーに入会させていただいて 

ロータリークラブ、サラリーマンの私からすると、地域の名士の方々、はるか雲の上の方々

の集まりだと思っていましたが、みなさんフレンドリーなのには驚いています。一方で、

自分がサラリーマンだということで引け目もあり、お席がそばになりでもしない限り、な

かなかお話ができずにいます。しかし、こうして入会させていただいた以上、やらせてい

ただけることを見つけながら努力・貢献していきたいと思っていますので、皆様からの叱

咤激励をいただければ幸いです。 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 8 月 30日 地区大会準備会 

小寺 眞澄、神﨑 誠、諸岡 靖彦、堀口 路加、小泉 英夫 
成田 温、甲田 直弘、平山 秀樹、佐瀬 和年、設楽 正行 
各会員 

9 月 20日 地区大会委員長会議 

神﨑 誠、小寺 眞澄、矢野 理恵 各会員 9 月 21日 RLI実行委員会第 1回ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

小寺 眞澄 会員 9 月 24日 柏南ロータリークラブ 

土井 英二 会員 9 月 26日 市川ロータリークラブ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、小泉 英夫、甲田 直弘 
堀口 路加、神﨑 誠、長原 正夫、成田 温 各会員 

9 月 27日 第 3回戦略計画委員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６１名 ３６名 ２６名 ５９．０２％ ５６．４５％ 

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 

 


