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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 2857 回例会 令和元年 9 月 6 日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   橘 昌孝 会員 

先月の出席率は 70.78％でした 。7月は 66.13％でしたので少し上

がりましたが、昔は 80%を確保しておりました。例会に出席するだ

けではなく、他の方の意見を聞いて勉強したり、親睦を深めたりし

て、是非ロータリー生活を楽しんでください。  

 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   奥山 信行 会員 

９月のスケジュールをお知らせします。本日は外部卓話ということ

で、ＲＯＴＥＸの増田碧様の卓話です。例会終了後は、第３回の理

事・役員会となっております。13日は夜間例会でビューホテルの

バーベキューです。20日、27日は新会員卓話を予定しております。  

例会中は、携帯電話の電源は切るかマナーモードでお願い致します。

また、欠席される場合は、ホテルか事務局へ連絡をお願い致します。

例会を早退される場合は、ペナルティーとして受付でボールペンを購入してください。9

月になり気温の変化が大きくなってきております。健康管理に気をつけて、元気はつらつ

で例会に参加していただきますよう努めて頂ければと思います。  

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ 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 

ＲＯＴＥＸ 増田 碧 様（日本航空株式会社） 

◇ 結婚祝い 

笠原 智会員（Ｈ27.9.5） 

【７月】 

中野 直人会員（Ｈ4.7.11） 

細井 将紀会員（Ｈ9.7.5） 

◇ 誕生祝い 

佐瀬 和年会員（Ｓ22.9.5） 

小泉 英夫会員（Ｓ24.9.13） 
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【欠席】 

小池 正昭会員（Ｓ41.9.18）、本宮 昌則会員（Ｓ33.9.11）、根本 実会員（Ｓ48.9.13） 

 

◇ ニコニコボックス 

中野 直人 会員：日本航空成田支店に今年入社しました増田碧が本日

卓話をさせていただきます。ROTEXでスポンサークラブは栃木、ホスト

クラブがフランスです。今年の金沢で行われた大会でガバナーが増田の

発表をご覧になったということでお話をいただきました。このような人

材が弊社におり、貴重な場を社員に設けて頂きありがとうございます。  

 

諸岡 靖彦 会員：本日は卓話講師として、JAL 成田空港支店にお務め

の ROTEX（青少年交換プログラム卒業生）増田碧さんをお迎えしており

ます。楽しい、そして意義ある卓話を期待しております。さて、お手元

の「ガバナー月信」9月号をご覧ください。今地区内 82クラブを公式訪

問中ですが、どのクラブにも見出しで掲げておりますように、元気なロ

ータリーを築く活動のキーワード～ コネクト、クロス・プロモーショ

ン、そして戦略計画～を 強く推奨しています。クラブの目標達成や奉仕プロジェクトの

企画、実行には会員の総意と全員参加が大切です。活動の部分、部分がバラバラに動いて

も意味のある結果は得られません。また意義ある会員の結集と啓発に繋がりません。部分

を超えた、より上位の目的、目標が部分に伝わらないのでは、活動に相乗効果は生まれま

せん。部分、部分が横に繋がって、相互関係的に繋がって動いて、良い結果が生まれます。

それを教えてくれるものが＜クロス・プロモーション＞、つまりタテ割り、近視眼の弊害

を、ヨコ割り、長期視野、全体感覚をもって活動することです。これが戦略計画に繋がり

ます。ガバナー公式訪問では、クラブの皆様に同行して、お手伝いをお願いしております。

ひきつづき、よろしくお願いいたします。  

 

長原 正夫 会員：昨年、つくば市のレストランでデザートにパッシ

ョンフルーツをいただいたのですが、それがあまりにも美味しくて、

今年は自分で作ってみました。春先に植えたのですが、ちゃんと実が

なりました。先々週、同じレストランに行

ったので聞いてみましたら、今年は全然実

がならなかったそうです。トマトみたいな

実がなり、ポトンと落ちると黄色くなり、それからしばらくす

ると赤くなり食べごろです。最近、このパッションフルーツを

妻とニコニコしながら食べるのが日課になっております。  
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◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

今日は黒豆の日だそうです。そして妹の日でもあり、昔は授賞式も

やっていたようです。 

今、台風１５号が来ています。皆さん、お気を付けください。世界

では、香港やアマゾンの火災、韓国、ロシア、色々な問題がありま

すが、ロータリーとして先週から今週にかけ沢山の委員会やセミナ

ーが行われ出席してまいりました。８月３１日にはクラブ米山記念

奨学委員長セミナー、9月 1日には地区財団委員会。本日は、ROTEXの増田さんの卓話をい

ただきますが、米山記念奨学や財団の寄付からもどんどん増田さんのような方が出てくる

とロータリーとしてもサポートのし甲斐があります。本日の卓話、楽しみです。よろしく

お願い致します。 

 

◇ 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 

平山会員よりロータリー財団マルチプルへ 1,000ドル、米山記念奨学へ

10万円の寄付をいただきました。また月々の積立寄付で小宮山会員から

米山記念奨学へ 10万円の寄付をいただきました。 

成田クラブは 2790 地区で米山記念奨学への寄付金がダントツ 1 位です。

これからもご協力、よろしくお願い致します。 

 

・地区大会記念ゴルフ大会   永井 秀和 会員 

10月 21日、地区大会記念ゴルフ大会ですが、当日は少しの時間帯でのお

手伝いも大歓迎です。6時から 5時までで都合のつく時間帯をお知らせく

ださい。食事は全て会場で準備いたします。詳細は、時間帯により折り

返しこちらからご連絡いたします。 

 

・奉仕プロジェクト（青少年奉仕）  角田 幸弘 委員長 

成田国際医療福祉大学との交流について、パイロットプロジェクトとし

て、会員の皆様にあまり負担のかからない状態でなにかできないか考え

ていきたいと思っております。決まりましたら、またこちらからご連絡

させていただきます。  

また、ライラ実行委員会担当して細井会員にやっていただくことになりましたのでご報告

いたします。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会  石橋 菊太郎 委員長                

先日の成田ロータリークラブ杯中学剣道大会の様子が成田ケーブルテレ

ビで放送され、その DVDが出来上がってきました。もう一度ご覧になりた

いかたは事務局までお問い合わせください。 
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・親睦  土井 豊彦 会員 

11月 22日から 24日まで親睦旅行で四国を回ります。後ほどＦＡＸを回しますので、でき

るだけ多くのご参加をお待ちしております。 

 

◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・週報  木更津ロータリークラブ 

・出欠表（印旛沼クリーンハイキング） 
・ロータリー文庫より 2018-19 年度決算報告書 
・RI 日本事務局より 業務推進・資料室より「基本的教育と識字率向上月間 リソースの

ご案内」と出版物注文用紙 
・比国育英会バギオ基金より「バギオだより 2019 年９月号 Vol.74」 
・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「風の便り Vol.5 No.2（通刊 60 号）」 
・地区より「2018-19 年度 月信特別号（13 号）」 
・地区より「2018-19 年度 月信特別号（13 号）」の訂正とお詫びについて 
・地区より「2018-19 年度 ガバナー月信合本」 
【連絡】 

・9 月のロータリーレート 1 ドル＝106 円 
・仲村盛政会員の奥様がご逝去され、昨日、会長と２人で三里塚の事業所へ弔問に行って

まいりました。通夜は本日 6 日、葬儀は７日に横浜にて執り行われます。 
・伊藤会員から新盆のお返しをいただきました。 

 

 

◇ 卓話 

～～ＲＯＴＥＸについて～～ 
増田 碧 様(日本航空株式会社) 

2012-13年度にかけて、栃木 2550地区よりフランスに派

遣していただいた、増田碧です。本日はこのような場を

お借りして講演させていただけますこと、大変光栄に思

います。 

今こうして皆さまの前で、JAL職員としてご挨拶させてい

ただけるのも留学があったからです。 

本日はその私の人生を変えた交換留学について、そして

その後の歩みについてお伝えさせて頂きます。 

 

2012年から１年間はフランスの 1640 地区に派遣されました。この 1640 地区というのが、

いわゆるノルマンディー地方で、フランスの北、北西部にあたります。 

 

2013年の夏に帰国した後、下の学年に落として、無事に高校を卒業しました。学年を落と

したことによってマイナスなことは全くなく、むしろ友人が倍に増えたり、モラトリアム
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期間が伸びたり、家族と一緒に実家で過ごせる時間が伸びたり、プラスなことばかりでし

た。 

帰国後、海外にとても興味を持った私は、海外の国際情勢や政治について学ぼうと慶應義

塾大学の法学部政治学科に入学し、４年間の充実した学生生活を過ごしました。そして現

在は日本航空、JALの新入社員として成田で働いています。 

 

交換プログラムに応募したきっかけは、 

教師として働く母の教え子のご家庭がロータリアンさんだったことです。 

元々海外に興味があったのも大きいですが、みんなと違うことがしたいという思いもあり、

応募しました。 

ただ、応募をしたからと言って、派遣が決まるわけではありません。私が行った年は倍率

が 2倍ほどでした。10人程度の応募者に対して 4人が派遣されました。 

決定後には、月に 1回のオリエンテーションで、パワーポイントを使用した発表がありま

した。出発前、1番辛かったことは、学校の試験とロータリーのオリエンテーションが被

った時でした。 

 

フランスでは、ロータリーのいちメンバー、ということで、たくさんボランティア活動も

してきました。入場料を取って、そのお金で手足の不自由な子供たちに募金活動をすると

いうイベントで、ピアノ奏者として出演しました。また街頭で花を販売し、その売り上げ

利益からポリオワクチンを購入するといった活動をしたりもしました。 

 

フランスでの生活を通して、フランスの文化を多く知りました。その中には学校のスタイ

ルから、各家庭の食べ物まで様々なものが含まれます。私がこの１年間を通して感じたこ

とは、フランス人と日本人は感覚が似ているということです。例えば、ごめんなさい、あ

りがとうと言った感情が出るタイミング・場面が一緒でした。そう言った面ではカルチャ

ーショックがとても少なかったです。食生活でいうと、本当に美味しいものが多く、チー

ズやワイン、クロワッサンなど、食べ物を欲望のままに食べた結果、１年間で 10キロ太り

ました。 

 

この交換留学を通して学んだことの中で、お伝えしたいことが 2つあります。1つ目は、

宗教・文化・言語の壁を乗り越えることは誰だってできるということです。 

フランス渡航当初は、知らないことばかりで不安ばかりでした。しかし 1年を経た今では、

第２の母国がフランスです。フランス留学というレアなバックグラウンドを持てたことが

今の私の強みになっています。 

また、フランスでは７０カ国ほどの国から集まった留学生たちとの交流がありました。日

本では多くても２０人程度ですが、フランスでは１地区辺り４０人からいます。とても刺

激的で、みんなで話すときは英語かフランス語でした。全世界に友人を持つ事ができまし

た。私が１番仲良くなったアメリカの友人は、今でも連絡を取り合っています。 
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交換プログラムを通して学んだことのもう１つは、 

日本文化をもっと発信するべきだということです。１年間を通して、日本の良さにたくさ

ん気付けました。特に謙虚さなど相手を思いやる心です。おもてなし、思いやりといった

ワードは日本特有だと感じました。 

 

帰国後の活動を主に 2つご紹介したいと思います。 

１つ目が ROTEXとして留学生支援活動です。 

ROTEXの主な役割として、日本に来ている学生、いわゆるインバウンドとロータリアン・

ホストファミリーのパイプ役を担ったり、日々のインバウンドのサポートを自分たちの経

験により行っています。また、これから海外に派遣される学生へのアドバイスをしていま

す。一度交換留学を経験しているので、現在どのような不安を海外からの学生が抱え、ど

のようなサポートが必要か、状況に応じて対応しています。 

 

帰国後の活動２つ目が、全国慶応学生会連盟の委員長を勤めた事です。 

大学内の県人会組織である、全国慶應学生会連盟の委員長として、2000人をまとめていま

した。 

主な活動内容としては、地方からの入学生を増やすために地方で講演会や相談会をしたり、

逆に、Uターン・Iターンなど、地方にて就職する学生を増やすために、地方自治体との繋

がりを深めました。 

 

役員が９名いたのですが、仲間と運営方針等でぶつかった時も、委員長としてまとめて、

こういった全国津々浦々の文化の差も乗り越えました。優秀な仲間だったからこそ、まと

めるのが大変でした。部下・仲間を動かすことの大変さを学びました。大きな組織のリー

ダーを勤めた事で、２つ感じた事があります。１つ目が、自分の意見を、理由をつけて主

張する。２つ目が嫌われる勇気です。私は皆に好かれたいと言う気持ちが先行してしまう、

いわゆる八方美人タイプなのですが、運営をしていく上で、みんなにいい顔をするのは不

可能です。どこかで折り合いをつけなければいけないのがリーダーだと感じました。もち

ろん、あおいのためならしょうがないかと、ついてきてもらえる関係性を構築する重要性

も感じたので、いかにして信頼を得てその関係を構築するかは今も模索しております。 

こうした協調性や、意見を伝えることというのは、交換留学を通して学べたと思います。 

 

そしていま、私は成田の地で、JALカウンターでお客さまのお見送りをしています。 

この夏の間、お出迎えをされる多くのロータリーの方々をお見かけしました。 

 

ちなみに、私の今の業務はカウンターでのチェックイン、出発のゲート対応です。 

あの短時間で、膨大な量の情報を処理していることを、仕事をするようになってから知り

ました。 

皆様も、もし、カウンターでお時間取らせてしまった場合はぜひ、寛大な心でお待ちいた

だければと思います。ただ、JAL職員としては、このようなお願いはしてはいけないなと

考える部分もあり、なぜなら、JALという１つのブランドを背負っているからです。 
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サービスは 100パーセント提供できて当たり前、120%でさすが JALという風に思っていた

だけます。私は皆さまにさすが JAL、また利用したい！というように思っていただけるサ

ービスを提供したいと考えております。 

 

 最後になりますが、今、日本はグローバルの波が押し寄せています。G20サミット・ア

フリカ会議、柔道世界選手権がつい先日開かれ、今月中旬にはラグビーの W杯が開幕しま

す。さらにオリンピック・大阪万博など、世界からの注目を日本は浴び続けます。世界に

日本を知ってもらうための絶好のチャンスが今来ています。1人 1人が日本を代表します。

外国の方からしたら、目の前にいる日本人によってその人は日本のイメージを形成します。

あの日本人優しかったなぁ、親切にしてもらったなぁという思い出が、日本人は親切だ、

思いやりがあるといったプラスのイメージにつながるのです。だから私ができる小さなこ

とから日本の良さ、日本の文化を発信したいと考えます。 

 

Seeing is Believing は、百聞は一見にしかずという意

味ですが、私が見て、感じて、学んできた１年間の留学

や、これまでの様々な活動から得た経験を糧に、日本の

良さを海外に向けてアピールして行きたいです。日本の

窓口である空港で、精一杯のおもてなしを提供していけ

たらと思います。 

   ご静聴ありがとうございました。 

 
 
◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 
 
 
 
 

第 3 回理事会 
1. 9、10 月の例会及び事業、行事計画の確認 

9 月 6 日(金) 
外部卓話  担当：日本航空 増田様  

第 3 回理事・役員会 

13 日(金) 納涼例会（夜間移動家族例会）   会場：成田ビューホテル 

20 日(金) 
特別月間卓話（インターアクト報告） 担当：青少年奉仕委員会 

新会員卓話 立石 真辞会員 

27 日(金) 
特別月間卓話（剣道大会報告）    担当：青少年奉仕委員会 

新会員卓話 関 恒明会員 

10 月 4 日(金) 
新会員卓話 

第 4 回理事・役員会 

11 日(金) 地区大会打ち合わせ 

18 日(金) 研修会    担当：クラブ研修委員会 

21 日(月) 地区大会記念ゴルフ大会  

25 日(金) 振替休会   対象：情報研修会 

29 日(火) 第１０グループ 情報研修会 
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承認 
2. 親睦旅行について 
11 月 22 日(金)から 24 日(日) 四国 一人一泊 1 万 5 千円のクラブ補助            承認 
3. 地区大会記念ゴルフ大会の件  ポリオに１０万円寄付承認               承認 
4. 新盆見舞いの件 伊藤隆治会員 １万円                        承認 
5. 香典の件 仲村盛政会員、細井将紀会員 各１万円 

生花の件 仲村盛政会員 １万円                           承認 
6. 新会員の件 ANA クラウンプラザホテル 総支配人 内山景太様            承認 
7. 北千葉道路建設促進協議会会費納入の件 1 万円                    承認 
8.その他 
・国際医療福祉大学との交流について                           承認 
 今後は,担当窓口を決めて話を進めていく。 

9 月 3 日に行われた国際奉仕委員会での討議内容 
今回の「ホームビジット」（令和７月２４日議事録参照）については、パイロットプロジェクトと

位置づけ、最小規模で行い、今後、継続可能かどうかを検証する。ロータリアン側のあまり負担、義

務感にならないようにする。 
・ＲＦの活動について 
 今後はＲＦの中で流動的に企画し、予算付けをして活動する。               承認 
・剣道大会参加賞手ぬぐいの追加ついて 
 生徒不足分（20 本）+会員分（80 本）=合計 100 本 約 40,000 円             承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎、甲田 直弘 各会員 8月 31日 会員増強・維持拡大ｾﾐﾅｰ 

成田温会員、長原正夫会員、齊藤三智夫 ９月５日 第 6 回月信委員会 

小泉 英夫、堀口 路加、長原 正夫、甲田 直弘、長岡 明大 

神﨑 誠、小寺 眞澄、石橋 菊太郎、矢野 理恵、角田 幸弘 

齊藤 三智夫、設楽 正行、諸岡 靖彦 各会員 

９月６日 第３回理事・役員会 

平山 秀樹 会員 9月 11日 佐倉中央ロータリークラブ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４名 ６１名 ３７名 ２４名 ６０．６６％ ７２．１３％ 

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 

 


