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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ ロータリー理解推進月間 ～～ 

第 2544 回例会 平成 25 年 1 月 18 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     阿部 慎一 会員 

◇ お客様紹介 

    成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様 

◇ 誕 生 日 

大木 健弥 会員、山田 真幸 会員 

神﨑 誠 会員（預） 

大澤 浩一 会員（欠） 

横田 匡彦 会員（欠） 

◇ 結婚記念日 

秋葉 博行 会員、山田 真幸 会員 

湯川 芳朗 会員（欠） 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：先週、諸岡会員がテレビ東京の“出没！アド街ック

天国”に出るということでニコニコされていましたが、実は、私の店も

2 時間ほどテレビ局から取材を受けました。しかし、カットされるかも

しれないという一抹の不安もありましたので、実際に放送されたのを観

て本日ニコニコいたします。テレビの影響というのは大きく、当日は大

変な人出でした。成田中が潤ったそうです。 

 

滝沢 尚二 会：:設楽会員と同じく、私の店も取材に来ていただき放送

されましたのでニコニコいたします。 

  

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

1 月 14 日、成人式当日は爆弾低気圧が発生し、日本列島が台風並みの暴風と大雪に見舞

われ、新成人達には忘れることの出来ない厳しい門出となったことと思われます。 
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昨日、成田商工会議所の賀詞交歓会が行われ、諸岡会頭の

挨拶のなかで＜住んで良し、働いて良し、訪れて良し、＞の成田

の展望について熱く語られＩＲの誘致、成田国際空港の２７

万回発着、ＬＣＣ（格安航空）の本格的就航等々、成田の魅

力について話されていました。また、来賓の皆様がたも大方

の見方は安倍内閣の政権復帰に期待する旨の発言が続いてい

ました。是非とも、今年度が経済再生元年となり、明るい方

向に向かって欲しいと祈る思いです。本日はクラブ協議会で

各委員会の委員長さんに『上期を振り返って』をテーマに発表

していただきたいと思います。私は、今年度活動方針として、田中作次ＲＩ会長の“奉仕を

通じて平和を”（Ｐｅａｓｅ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ）のスローガンの下、得居

ガバナーの、職業奉仕に軸足を置き、新世代に力を入れるとの方針を受けて、七つの活動

目標を設定しました。それぞれの詳細については各委員長さんに発表していただきますが、

会員増強につきましては年初５９名で始まり現在では会員の皆様の協力を頂き６３名、純

増２名となり長期計画を大幅にクリアすることが出来ました。親睦では７月の“祭りを見

よう会”で始まり、秋の親睦旅行では３９名の（ご婦人１８名を含む）参加を頂き、北海

道道南へ行って参りました。又、ゴルフ同好会が発足し第１回は１４名の参加でした。特

に今年度、奉仕プロジェクトでは、新世代による８月の中学校剣道大会、成田ボーイスカ

ウト支援事業の一環として、キャンプ場の収納庫寄贈式を行い、その模様を地区のホーム

ページにも掲載していただくことができました。また、下半期に向かって社会奉仕部門で

は、昨年３月１１日東日本大震災の被災地への支援活動を風化させないための支援方法を、

諸岡リーダーを中心に計画中です。尚、３月には恒例のサッカー大会を行う予定となって

います。 

また、次年度はロータリー財団の地区基金（ＤＤＦ）は前年度の申請が必要となり、３

月中にプログラムを組まなければなりません。加えて、次年度は設楽ガバナー補佐が当ク

ラブから誕生し、第９分区の行事は成田ロータリークラブがホストクラブとなります。遠

藤年度にスムーズにバトンタッチできるよう、会員の皆様のご協力を得ながら下半期を進

めてまいりたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

◇ 表彰 

米山功労者第 3 回マルチプル  

角田 幸弘 会員 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．得居仁ガバナーより地区協議会での「表彰」候補ご推薦の

お願いが来ております。 

（１）奉仕活動優秀ロータリアン 

 ガバナー年度においてその奉仕活動が優秀と認められた者 

（２）奉仕活動優秀クラブ 

 〇クラブ奉仕活動優秀クラブ 〇職業奉仕活動優秀クラブ 
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 〇社会奉仕活動優秀クラブ 〇国際奉仕活動優秀クラブ 

〇新世代奉仕活動優秀クラブ 〇広報活動優秀クラブ 

ガバナー就任直前の年度、及びガバナー年度上半期における奉仕活動が優秀と認められ

たクラブ、会員で、又、奉仕活動で皆様のご推薦があれば、私、事務局の方までお申し付

けください。 

２．地区より第 36 回シニア RYLA セミナーの参加案内が来ております。 

申込期日は 1 月 31 日、地区では参加者の取りまとめを早めに致したいそうです 

３． 先週も申し上げましたが、「印旛沼水質保全協議会一斉清掃」の実施 

1 月 30 日(水)午前 10：30 場所／さくらふるさと広場  

申し込み人数がまだ数名です。お忙しいとは思いますが参加のできる方は宜しくお願いい

たします 

４． 成田ロータリークラブのイベント時着用ジャンバーが出来上がりました。L、LL、

2 サイズです。受付にありますので着用していただきご希望のサイズに〇印をお願いいた

します。 

 

◇ 委員会報告 

・ゴルフ同好会  成田 温 会員 

3 月 7 日（木）第 9 分区親睦ゴルフコンペ  

ホスト／成田ロータリークラブ 

大栄カントリー倶楽部 プレー費 １３，０００円 

 

  

司会／進行 石川 憲弘 幹事 

◎会員増強・退会防止委員会 佐瀬 和年 委員長 

「会員増強・退会防止委員会」地味な委員会に感じましたが、難し

い活動内容の委員会であることを痛切に感じています。入会前説明

に３回ほど同行いたしましたが、標準説明書の必要を感じました。

それ以前に、ロータリー・クラブに入会を勧めるための「成田ロー

タリー・クラブ推奨」の入会案内説明書を作る必要があります。 

 

◎クラブ広報委員会  長原 正夫 委員長 

 今年度のクラブ広報委員会では、一番目がホームページの充実。

ロータリークラブの紹介や活動計画などもう少し随時広報が出来

るようにするため、上半期 4 回の委員会を開催しました。石橋ホー

ムページリーダーのもと協議を重ね成田ロータリークラブのホー

ムページのコンテンツも以前より増やしレイアウトが完成しまし

た。下期にてホームページ完成を目指したいと思います。 

二番目に、クラブ広報委員会と奉仕プロジェクト（社会奉仕委員

会）の合同委員会にて前年度開催しました、東日本大震災で被災地から成田市近隣に転居

されてきた方々との交流会を風化させないよう今年度も開催に向けて計画を立て、ロータ

クラブ協議会 
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リアンの継続的支援のあり方を考える。また、記者クラブとの懇談会も合わせて開催予定

です。 

2013 年 1 月 1 日現在、成田にお住いの被災者の方は 64 世帯 170 名の方がいます。 

三番目に、広報宣伝活動として、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、千葉日報、エリート

情報に、2013 年 1 月 1 日発行の新聞に年賀広告を掲載しました。また、成田ケーブルテレ

ビに於いては 1 月 1 日から 6 日まで放映をしました。 

 

その他 

 ・2012 年 8 月 26 日 剣道大会の結果発表を千葉日報・エリート情報にて掲載し、成田

ケーブルテレビにても放映されました。 

 ・引き続き各メディアへの広報依頼は継続的に行う。各新聞社記者クラブへの参加も積

極的に行う。 

 

◎クラブ管理運営委員会  秋葉 博行 委員長 

 管理運営委員会としましては活動計画書に記載しましたよう

に、リーダー、サブリーダーだけで活動するのでなく、担当委員

会全員での活動で委員会を盛り上げていくよう努力している所

です。当初より小委員会ごとに担当会員による年間ローテーショ

ンを決め実行してまいりました。多少ローテーション通りには行

かない所も有りましたが、ほぼ担当全員参加で行われております。 

それでは活動計画書の長期計画の数値目標を参考にしながら、小

委員会別に振り返ります。 

≪プログラム≫ 

・ 司会進行は６人体制で行い、スムーズに進行することができております。  

・ 当初より会長の希望でありました内部卓話を充実させてほしいということで、内部卓

話を優先して行っています。外部卓話共々内容的に充実したものになっております。 

・ 反省点としましては、長期計画の数値目標で“特別月間に因む活動年９回以上”の達

成に向けた活動が足りなかったと考えます。 

≪親睦≫ 

・ 北海道への親睦旅行は３９名という多くの会員、ご家族の参加を頂き、大変会員同士

の親睦が図れました。 

・ その他にも４回の親睦例会が滞りなく、順調に行われました。 

≪ゴルフ担当≫ 

・ ゴルフ同好会が出来て初めてのコンペが１１月１９日に長太郎ＣＣで会員１１名、Ｏ

Ｂ４名の計１５名で開催されました。 

≪会報≫ 

・ 会報担当６名で活動しており、担当者制をとり写真撮影、会報の内容チェックをして

います。 

・ ＩＣレコーダーの導入により以前よりスムーズにできております。 

・ ニコニコのスピーチ用紙を用意し、スピーチ者に話しの趣旨を書いてもらう事でした

が、完全にはできておらず今後会員各位のご協力を賜りたいと考えます。 
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・ 反省点としましては諸岡ＣＬＰ委員長ご指摘の“手作り会報の作成”という事ですが、

手付かずという所が現状でして、今後の検討課題とさせて頂きます。 

≪ニコニコボックス≫ 

・ 長期計画の数値目標１００万円以上はほぼ達成できるのではないかと考えます。 

 

◎ロータリー財団・米山記念奨学委員会  設楽 正行 委員長 

 当委員会は小さな町からでも世界平和に大きな貢献を、を目的
に広く皆様から浄財をいただき財団、米山奨学に寄付をしてまい
りました。 

結果、多くの先輩や現在の会員に支えられ累積で地区内 1 位、
単年度でも、１、2 位の成果を収めています。 

 しかし、単に浄財を集めるのみでなく、その趣旨、目的を会員

諸兄に十分ご理解を得られるよう勤めることも委員会に課せられ
た大きな課題であります。 

 米山につきましては大きな変化はありませんが、ロータリー財団につきましてはその成
立から 100 年を迎えるということで、未来の夢計画と銘打って、運用につき大きな変化が
次年度より始まります。 

 そこで、11 月の財団月間においてご説明をしましたが、ご理解いただけたでしょうか。

先般行われましたＣＬＰ委員会において、この点まだまだ十分ではないとの指摘を受けま
した。私もそのように感じていましたので今期中にもう一度勉強会をさせていただこうと
準備中であります。また、2 月 2 日に地区においてこの説明会を開催するということで、
遠藤会長エレクトが出席することになっていますので連携をしながらと思っています。 

 次に、数値目標につきましては財団 100 万円、米山 100 万円でありますが、12 月 14 日

現在米山 100 万、財団 88 万であります。財団につきましてはレートの違いで若干少ない
訳ですが積立者が共にあと４、5 人ほどいますのでクリアできると思います。以上であり
ますがご協力、ご寄附いただいた方に感謝申し上げ報告といたします。 

 

◎Ｓ．Ａ．Ａ．   山田 真幸 （正） 

年度前、S.A.A.（正）を引受けるにあたり職務内容について、さ

ほど熟思しておりませんでした。先輩方の指摘を受け、S.A.A.の

歴史や役割、権限等 S.A.A.メンバーと打合せ（勉強）し、共有を

諮りました。その打合せにおいて、S.A.A.メンバーの役割分担を

決め、例会当日の職務を決定しました。 

 

S.A.A.の例会当日の職務 

① 出席表 記入（出席奨励委員会にて案内） 

出席表に押印。メイキャップは△印に日付。 

② 記章 

記章を忘れた場合３００円で記章をレンタルし、帰りに返却。但し、クールビズ期間（5/18

～10/12）は名札(記章付)で良とする。 

③ 早退 

早退（６０％以上出席）は３００円でりぼん付きボールペンまたはシャープペンを購入。 
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④ 会場備品 確認 

・卓話台：鐘、マイク、正面小旗(国旗・ﾛｰﾀﾘｰ旗) ・司会台：マイク 

・四つのテストボード ・ロータリーソングボード：司会者と打合せ、歌の剪定 

・ロータリーの綱領ボード ・ニコニコ箱 

⑤ 座席 案内 

ゲスト・ビジター：名簿およびメイキャップカードに記入案内後、会長前のテーブル。 

   外部卓話者：会長前のテーブル。 

   新入会員（３年未満）：ベテラン会員脇。他、途中入場者の座席案内 

⑥ 食事数 確認 

   出席表にて人数を確認し、ホテル側に報告（１２：２０頃）。 

⑦ 例会場 

   １２：３０閉門 

⑧ ニコニコ箱及び寄付金 

   金額の確認（会計と同席） 

上半期を振返って期待に応えられたのか疑問です。例会をスムーズに進行できたのか、

S.A.A.の権限をどこまで行使したら良いのか。S.A.A.の下半期、課題としてはメンバーと

の共有及び成田ロータリークラブ会員との共有なので、今後も勉強したいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

◎クラブ研修委員会   平野 省二 委員長 

 11月１６日（金） 例会時  クラブ研修セミナー開催 

今年度第２７９０地区得居ガバナー提唱のクラブ研修セミナ

ーに職業奉仕をテーマに会員に研修するよう指示があり、例会

時にクラブ会員代表者（指名）による｢我が事業経営における

職業奉仕｣と題して、創業１０６年を超える老舗 米屋株式会

社代表取締役社長 諸岡靖彦会員と一代で不動産業の会社を

興した、末広産業株式会社代表取締役社長 喜久川 登会員の

波乱に富んだ人生を語っていただきました。好対照のお二人の

職業奉仕の話しに会員皆興味津々でありました。 

その他、今年度新たに入会されました会員に、クラブオリエンテーションを行い成田ク

ラブの行動規範を説明してまいりました。 

下期のクラブ研修セミナーについては３月初旬、新会員歓迎例会が開かれます。その時 

例会前に新会員研修セミナーを開催します。入会２年未満の会員の方は必ず出席をお願い 

します。 

 

◎クラブ指名委員会   平野 省二 委員長 

 次年度２０１３～１４年、第９分区ガバナー補佐が成田ロータリークラブに順番が回っ

てまいります。ガバナー事務所より早めの指名を受けまして、成田ロータリークラブとし

て昨年８月本来ならば委員会を開いて補佐の指名をすべきでありましたが、時間が無く昨

年度パスト会長会を開いた席上、次年度ガバナー補佐候補として設楽正行前会長にご指名

させていただきました。設楽前会長には快諾をいただき、ガバナー事務所に報告させてい
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ただきました。なおガバナー補佐幹事として佐瀬和年会員を指名させていただきました。 

指名委員会のもう一つの仕事として、２０１５～１６年度クラブ会長候補の人選があり

ます。昨年９月１８日指名委員会を開催いたしまして、協議の結果、２０１５～１６年会

長候補に佐瀬和年会員を指名させていただきました。ご本人もまた快く引き受けていだき

年末のクラブ総会の席上ご報告させていただきました。 

 

◎奉仕プロジェクト委員会  神﨑 誠 委員長（代読 松田会員） 

小宮山会長は得居ガバナーの活動方針のとおり「職業奉仕」と「新世代奉仕」に力点を

おいた卓話や奉仕活動を行っております。 

奉仕ＰＪとして上半期をみると、 

・職業奉仕では、８・９分区職業奉仕委員長合同会議、情報研究会、地区大会への参加

や例会時の会長挨拶や卓話で理解を深めております。 

・新生代奉仕では、継続事業の剣道大会や小宮山年度新規事業の成田ボーイスカウト活

動支援がはじまりました。 

また、８月の望洋高校での１Ａ年次大会に参加して、次回成田開催の第４７回１Ａ年次

大会の参考にもなりました。 

震災への支援事業については、下期にて活動予定です。 

以上のように、概ね予定通りだったと思います。今後とも会員皆様のご協力をお願いし

て報告といたします。 

 

◎内規規定委員会   松田 泰長 委員長 

昨年 12 月の年次総会で承認された 8 項目の細則変更は今年 7

月スタートの遠藤年度から施行となります。内容は新設の第 16

条会友制度を設けたこと、その他 7 項目については現細則で

は解釈に曖昧なところがあるため運用しやすいように変更

されました。 

4 月に行われる規定審議会へＲＩ理事会から提出されていた、

出席規定に関する立法案が取り下げになり細則の大巾な改定は

避けられました。しかし次年度細則は 2013年 4月に行われる規定審議会の結果を反映する

必要があります。5 月上旬に発表され 7 月 1 日に施行されるものです。最終処理が年度を

跨ぐことも想定しながら次年度執行部との連携の下、全会員の協力をいただきクラブ協議

会を経て改正を行う予定です。 

 

◎ＣＬＰ委員会    諸岡 靖彦 委員長（代読 松田会員） 

ＣＬＰ委員会はクラブ定款細則９条第２節（１）により、毎年７月１日に機能を始め 

１月１日をもって クラブ活動計画書にもとづく活動を査定し、次年度の活動を企画・立

案することを求められています。 本年度は毎月のクラブ理事会の場をＣＬＰ委員会の場

として設定しましたので、これまで７回の委員会を開催いたしました。 

 小宮山会長の方針（活動計画書Ｐ11～12）は、田中作次ＲＩ会長及び得居仁第 2790 地

区ガバナーの方針に対して、極めて忠実かつ適切な活動方針であり、各委員長はこれに即

した活動を展開されました。すなわち、 



 8 

１．奉仕活動面については、ロータリアンの基本精神である「職業奉仕」に軸足を置いて、

例会（公式訪問を含む）、委員会、研修セミナー、情報研究会でのディスカッションや卓

話を通じて会員の理解を深めることを重点的に進め、地球の未来を担う新世代の健全育成

のために継続事業である剣道大会に加えてボーイスカウト支援という新しいプログラムを

取り入れ、それぞれに成果をあげました。 

社会奉仕では、震災の記憶を風化させない事業と、サッカー大会を下半期事業として計画しています。  

２．クラブの管理的側面では、転勤による会員異動の激しい時期を新しい職業分類の 3 会

員と移籍１会員の入会を得て、純増 2 名の会員増強目標水準を維持（1 月 1 日現在）

しています。クラブ広報ではホームページの運用について度重なる議論を積み重ねま

した。親睦は親睦旅行や納涼、月見、家族忘年例会と企画性豊かに実行されましたが、

参加者の顔ぶれにお決まりの傾向が見られました。ゴルフや釣りの同好会活動に新し

い動きがありました。財団、米山の寄付成績も例年のペースで進んでいます。米山奨

学生の卓話、財団の制度解説がありましたが、会員の理解は進んでいるでしょうか。

週報の編集、入力作業が全員参加、手づくり会報の作成になってきているでしょうか。 

 

 さて、次年度への提言です。 

１． 当クラブはＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）を採用して効果的なクラブ

運営を目指しています。会員全員が奉仕プロジェクトに活発に参加し、クラブ奉仕の

活動計画に理解と関心を高めてゆくためには、全体計画の周知徹底と、意思疎通が欠

かせません。手法としての Ｐｌａｎ～Ｄｏ～Ｃｈｅｃｋ～Ａｃｔｉｏｎ が行きわたることも大切で

す。下期の活動を仕上げ、次年度の活動計画書作成のプロセスで学習してください。 

２． 各委員会は『長期計画と数値目標』（活動計画書Ｐ15）にもとづいて、今年度の活

動成果が項目ごとにどうであったかを数値で検証してください。これを 3 月３１日の

段階でまとめてください。そしてうまく運べた要因、うまく行かなかった要因を探り

当てて、次年度への引継ぎにおいて、次の活動計画に反映させてください。 

 

◇ 医療情報   橘 昌孝 会員 

先週のインフルエンザの患者数は 190 名、今週は 647 名、かなりの勢いで増えております。
うがい、手洗い、そしてマスクを着用し予防しましょう。 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 1月 16日 浜松北ロータリークラブ 

平山 金吾 会員 1月 17日 地区米山委員会 

平山 金吾 会員 1月 19日 米山採用試験 

平山 金吾 会員 1月 20日 
米山委員会  

採否決定会議 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５９ ４２ １７ ７１．１９％ - 

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 

 


