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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 2545 回例会 平成 25 年 1 月 25 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     設楽 正行 会員 

◇ ニコニコボックス 

湯川 芳朗 会員：昨年の 10 月に入会させていただきました湯川ですが、

あまり出席できず申し訳ありません。今月の 22 日は私の結婚記念日でし

た。自分では忘れかけておりましたが、クラブからお祝いが届き思いだ

しました。  

 

石橋 菊太郎 会員：先週、諸岡会員、滝沢会員もニコニコされており

ましたが、私のところも“出没！アド街ック天国”に出演させていただ

きましたのでそのお礼と、先週、例会に出席できませんでしたが、台北

の 3520 地区のインターアクトの子供たちを連れたインターアクト委員

会の方が成田にいらっしゃいまして、その案内をしておりました。 

 

大澤 浩一 会員：先日は欠席にも関わらず誕生祝をいただきありがと

うございました。私の誕生日は 1 月 17 日、阪神淡路大震災の日でござい

まして、別の意味で忘れられない日となっております。それと、1 月か

ら 2 月は中学、高校の入試準備で欠席続きとなり申し訳ありませんでし

た。 

 

平山 秀樹 会員：先ほども話に上がりましたが、1 月 17 日、20 年目

の阪神淡路大震災の日に千葉興銀経営塾の平成 25 年賀詞交換会記念講

演に参加させていただきました。講師は塩竃市でお茶屋さんを経営され

ている青年会議所ＯＢの矢部亨さんで 3 月 11 日に被災された方でした 

（ＪＥＴＯみやぎの理事をなさっていらっしゃいます）。遠く離れた友人たち

がトラックで 8 時間かけて灯油を運んでくれたり、また自分のところに

十分な灯油がないのにポリ容器に分けてくれたりして助かったというお話でした。最大の

防災はコンクリートの堤防を築くことではなく、人と人との絆を築くこと、深めることだとおっし

ゃっておりました。そしてそれを実践していらっしゃることに非常に感銘を受けると共に

感動いたしました。今年のテーマであります“奉仕を通じて平和を”という精神に適った

お話だったかなと思いました。 

 

≪ＪＥＴＯみやぎ≫ 

「JETO みやぎ」は、東日本大震災で両親を失った「震災孤児」の「生命（いのち）の物語」を応援する非

営利の団体。団体名の「JETO」は未来へ向かう飛行機に乗った子供たちが、それぞれの「生命（いのち）の
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物語」に向かって健全に飛び立つことを願い、英語句「for Japan Earthquake & Tsunami Orphans in Miyagi 

（東日本大震災とその津波による宮城県の震災孤児に支援の手を）」の頭文字から、団体名を「JETO みや

ぎ」としました。 
☆ご寄附のご案内 

個人寄付・・・1 口 1,000 円より 

賛助会員 

個人・・・・・年・1 口 10,000 円より 

法人・・・・・年・1 口 10,000 円より 

1 口よりご賛助いただけます。 

※賛助いただいた方にもれなく「JETO みやぎ」支援グッズを差し上げます。 

 

滝沢 尚二 会員：私の最初の孫が、大澤先生のところでお世話になる

ことが決まりました。 

 

安川 篤志 会員：1 月はずっと欠席いたしまして、本日今年初めての

参加です。我々の場合、元旦から 2 週間ほど新勝寺さまのほうへ出向き

お賽銭等をお預かりするという仕事をしておりまして、元旦から出勤し

ました。私は参道のお取引先へご挨拶をして、最後に新勝寺さんへご挨

拶に行きました。その様子を成田ケーブルテレビで撮影していただきま

してありがとうございました。年始のご挨拶にお伺いした先で皆様に見

ていただき、反響が大変大きかったものですから、ニコニコいたします。 

 

深堀 伸之 会員：安川さんには無理を言いまして、銀行でもお正月に

仕事をされているのは珍しいとお聞きし、それならば是非ということで

取材のお願いをしましたところ、快く応じていただきました。 

 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

先週１月１９日（土）、１２月まで会員として在籍され、在籍中は「ロータリーへの道」

の翻訳や例会時の１分卓話など、当クラブにおいては造詣の深い柴田實さんがご夫婦で入

院されたと言う事で、石川幹事とお見舞いに行ってきました。実際には病院ではなく、飯

田町町内会と言うホームでした。ご夫婦ともにお歳を召された事もあり、奥様の体調が優

れないと言う事でホームを選択されとの事でしたが、伺うと大変喜ばれロータリー談義や、

会員の皆様にくれぐれも宜しくと言う事でしたのでお伝えしておきます。 

先週１月１８日クラブ協議会で、各委員長さんに上半期を振り返って、について発表を

して頂きました。残る半年、下半期、クラブ運営のあり方、奉仕活動の進捗状況、年度当

初の活動計画に照らし、再認識して下さい、と得居ガバナーが、１月号ガバナー月信で要

請されております。特に、最近のロータリー年度後半が、多

分に、次年度のプログラムと重複する傾向が見受けられるの

で適切に対処するようにと言っておられますが、遠藤年度が

スムーズに活動を開始出来る様、下半期の委員会は次年度の

委員と合同委員会を出来るだけ多く開催できればと考えま

す。また、今月はロータリー理解推進月間です。この月間の

趣旨は、クラブ会員にロータリーに対する知識と理解を深め

て頂くことであります。従って、ロータリー理解推進月間に

則り、会員研修の機会を持ちたいと思います。早速、平野研

修委員長によるクラブ研修委員会が１月３０日開催されま

振込口座 七十七銀行 卸町支店  

普通口座 5786851 

NPO 法人 JETO みやぎ 

（エヌピーオーホウジンジェットミヤギ） 
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す。特に、この委員会の目的は、３年未満の会員にロータリーの理解を出来るだけ早く深

めていただくことを目的としていますので３年未満の会員には出席されるようにお願いい

たします。１月も残すところ１週間となりましたが、２月は世界理解月間で２月１４日（水）

はインターシティ・ミーティング（ＩＭ）が、ラディソンホテルで開催され、ロータリー

の友 編集長の二神典子さんの講話を頂く事になっております。世界月間についての理解

を深めるためには絶好の機会と考えられますので、全員登録となっておりますが出来るだ

け多くの会員の出席をお願いいたします。また、下半期は社会奉仕で継続事業となってお

りますサッカー大会、そして、一昨年の東日本大震災で、当クラブは５０周年記念行事を

被災地に対する支援に向けた行事に切り替え、昨年度は被災地石巻の美しい風景を背景に

した映画「エクレールお菓子放浪記」の上映会を主催し、市民に被災地支援を呼びかけま

した。今年度、この被災の記憶を風化させないため、何か支援活動が出来ないかとお願い

して来た所ですが、諸岡社会奉仕リーダーが中心となり、現在、成田市に避難されておら

れる皆様との懇談会を持つことによって我々の被災地支援のヒントが得られればと、クラ

ブ広報委員会と合同開催で進めていただいている所です。また、ホームミーティングを開

催し、会員同士の連帯感をより深めることが出来ればと考えております。以上、下半期も

濃密なスケジュールが続きますので会員の皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団 マルチプルポールハリスフェロー  

諸岡 靖彦 会員 

 

◇ 委員会報告 

・社会奉仕委員会  諸岡 靖彦 会員 

本日例会終了後、クラブ広報委員会と奉仕プロジェクト委員会の合

同委員会を開催いたします。テーマは、大震災の記憶を風化させない

ための事業を実施することについて、成田市に避難されている被災者

のお話を聴く場をつくり、次年度に継続して震災への支援と絆をつく

ることについて、会員に考えていただく機会をつくることです。この

取組みを地域社会にも知ってもらうための方法も併せて考えたいと

思っております。また、社会奉仕では下半期は 「成田ロータリーク

ラブ杯争奪サッカー大会」を担当いたします。明日、なごみの米屋總本店にて、主催者で

あります成田市サッカー協会の方々と打合せをいたします。サッカー大会は ３月１７日

（日）栄町の河川敷にあります＜榮レインボーＦC グランド＞で行われる予定です。会員の

皆さんのご参加をお願いいたします。 

 

・ロータリー財団    工藤 照淳 リーダー 

積立寄付者 

ポールハリスフェロー  深山 一郎 会員 

米山記念奨学    日暮 俊久 会員 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．3 月 7 日（木）第 9 分区親睦ゴルフコンペが開催されます。 

大栄カントリー倶楽部 プレー費（個人負担） １３，０００円 

２．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。 
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３．例会変更  白井ロータリークラブ  

４．週報    多古ロータリークラブ 

 

◇ 卓話 

～～自己紹介および会社紹介～～ 
小寺 真澄 会員／㈱大英電業社 

入会時の挨拶で述べたように諸先輩方の前で、卓話等を行

うことは初めての経験で、しどろもどろになることと思いま

すので、先に謝罪致します。 

先ず自己紹介をさせて頂きます。生年月日は、昭和３５年

７月３１日、鼠年の今５２歳です。小・中・高と地元の学校

に通い（成田高校は、祖母からの親子３代目、今４代目の息

子に渡りお世話になっております。）大学も千葉工業大学と

千葉県を出たことがありませんでした。 

就職は、川鉄建材工業㈱ 川鉄グループ（今のＪＦＥ）の

会社に就職し兵庫県の芦屋（神戸工場）に配属されました（本

音は、千葉工場を望んでいましたが、・・・）。２年間 主に外注管理を担当し、当時『千

葉都市動物公園』・『千葉都市モノレール』等の物件を手掛けたことを覚えております。

初任給は、１３８，０００円で、手取りは寮費等を引かれて１０万円になりませんでした。 

大学３年生の時、アルバイト先で今の妻と知り合い、就職して１年後プロポーズをし、

１週間待たされて了解を得ました（なぜ即答しない？）。 

妻は、娘二人の長女で両親に正式に挨拶に伺う際ちょっと心配したのですが、簡単に快

諾され「ほっ」として神戸に帰りましたが、一ヵ月後、急に義父から「一度いっしょに飯

でも食べよう」と食事の誘いの電話をもらい慌てて帰省し、食事と他愛無い会話をしまし

た。その後、たびたび食事の誘いの電話をもらい、その都度、帰省するということを繰り

返し、義父の「サラリーマン時代の辛かったこと」とか「会社を興した経緯」等の話の中

で、急に『自営業は、自分の力量・仕事しただけ収入がある、一緒にやらないか。』と誘

われ、会社を移ることを決断しました。 

その時は、「婿養子に入らなくてよい」と何度も語っておりましたが、ホーチキ㈱（防

災メーカ）に２年間研修している際に先輩方に「この業界で、『小寺』という名前の方が、

経営しやすい・援助が得やすい」等のアドバイスを聞き続けているうちにとうとう婿養子

することになり現在に至っております。 

次に㈱大英電業社について紹介します。業種は、「電気工事業」と「消防施設工事業」

の設計・施工及びメンテナンスを行う会社です。従業員は、２５名で年商は約３～４億円

程度です。 

会社方針は、先代がよく口にしていた『半ば人のため、半ば自分のため』であり、人（客

先）のためになる技術の向上と提案を常に心がければ、自ずと自分のためになるというこ

とです。 

今年の目標は、『ほう・れん・そうの徹底』で、この目標は、３年連続となっています。 

なかなか徹底できず、また、社内間で活発な意見交換が(私を含めて)できる社風にした

いと思っています。是非とも何か良い方法がありましたらご伝授願います。 

そして、私の方針は、『細心に大胆であれ』で、行動する前によく考え、いざ行動する

ときは、迷わずおもいきり行動することを心がけております。 

最後に成田会員のお誘いでロータリークラブに入会させて頂き、小川会員にお世話にな

りながら約４ヶ月経ちロータリークラブの成り立ち等の研修を受けた今の感想は、歯車の

ロゴが示すように、「輪を持ってことをなす」ごとく誰１人欠くことなくみんなの力を結
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集して、ことをなすことと思いました。 

未熟者ですが、ロータリークラブのことを勉強しながら歯車の一員となれるように努力

していきますのでご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 

 

≪県政について≫ 
小池 正昭 会員／県議会議員 

出来るだけ皆様がお聞きになりたいであろうかなという

内容についてお話をさせていただきたいと思います。昨日県

議会が開会いたしました。1 月中の開会というのは 4 年に一

度の特例です。というのも知事選挙が 2 月 28 日に告示され

ます。告示前に議会を終えなければならないので 1 月中の開

会です。皆様ご存じのとおり知事は２期目を目指すことにな

りますが、まだ表明はしておりません。 

さて今回、県政では全ての予算を計上しておりません。1

兆 4,768 億円、残りはどうするかといいますと、新しい知事

が決まった後に、政策的補正予算を 6 月に組みます。これが

約 1,500 億円の予定かなと感じています。それからここの所賑わせております教師、警察

官の途中退職。よくよく考えてみますと、こういう事態が起こる可能性は、想像がつきま

す。政策が少し強引だったのかなとも感じますが、去年の 11 月に決定しておりますので、

こういう事態になっております。千葉県では、今朝の新聞で影響ないという事になってお

りますが、全くないということはないかと思います。行政がなかなか外へ出したがらない

情報の一つです。県は非常に財政が厳しく、24 年度予算を組みましたが、本来払うべき退

職金を起債してまでも確保しなければ財源が確保できないということになっております。

24年度は当初予定しておりました約150億円もの退職債を発行せずにどうにかやりくりで

きました。25 年度では、当初の要求ベースで約 450 億円足りませんでしたので、退職手当

債を予定しております。しかし、これは年度を通じてどうにかやりくりしながら 24 年度と

同じように均衡が図れればというのが県の思惑であります。 

私は 2 月 5 日に一般質問で登壇いたしますが、この中で主に成田空港に関して、住宅政

策に関して、高齢者福祉に関して、農業問題に関して質問したいと思っております。 

 まず成田空港に関して、カーフュー（運用時間制限）の問題です。今回の国からの話は、

緊急時の対応を少し拡大してくれというものです。以前から出ている朝 1 時間、夜 1 時間

の運用時間を延ばすという本格的な議論とは全く別です。ところが、これと今回の提案が

ごちゃごちゃになって地元でも議論されており、成田市内北部団体からは非常に強い反対

を表明する文章をいただきました。9 市町（空港周辺の９市町が組織してる団体）でも様々

です。国が示したのは 2 月中の結論でしたが、各市町村への説明など考えると、非常にタ

イトなスケジュールです。この前大雪だった時には午前１時まで飛行機は飛んでおりまし

た。これは過去もずっとやってきていることです。利用者の利便性などを考えたときには

仕方がないことなのです。今回は、出発地での影響で遅れる場合や偏西風の影響で予定時

間より早く着いた場合も着陸をさせるというようなものです。地元としては、国から下し

てくるものを嫌うのでなかなか議論が前に進まないというのが現状です。とはいえ、ここ

数年国が羽田に力を入れてきている中で、成田として国が課題設定したものに対して、門

前払いをするようでは総合的な利益を損なうのではないかと思われますので、前向きな（多

少の強引さはあっても）結論を出さざるを得ないのではないかと思います。ただ、少数で

も空港周辺には日々生活されている方がいらっしゃいます。この方たちを無視することも

絶対にあってはなりません。バランスを見ながらの議論をして行かなければならないと思
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います。 

次に住宅政策に関しまして、日本全体で徐々に人口が減ってきますと、空き家が増えて

きます。都市部ではある程度回転するのでしょうが、田舎ではおそらく増えていきます。

今の行政のサービスを見ていると、人が住んでいれば行政サービスを提供し続けなければ

なりません。当然にコストが掛かります。行政コストがここまで掛かり財政が厳しい中で、

いかに効率的にするか。人だけを効率的にするのではなく、実際にはサービスを効率よく

提供できるように都市をつくっていかなければならないという基本になると思います。し

かし実際には、景気を考えると新規住宅着工件数をある程度維持する。あるいは景気浮揚

策としてそこに手を打っていくというのは間違いではないのですが、長期で見ていくと、

果たしてこれがいいのかどうか。非常に矛盾なところも出てきますが、今はやはり将来の

姿を明確にして市、県が政策をきっちりやっていかなければならないだろうと思います。 

次に高齢者対策に関しまして、特別養護老人ホームが千葉県は全国 47 都道府県のうち、

下から 2 番目でした。が、そこで一床あたり 400 万の補助金を出すことにしました。これ

は非常に高い補助率ですが、このお蔭でどんどん整備し 24 年度はかなり増えてきました。

25 年度も同じように８００床を予定しております。ここで問題になるのが、人手不足です。

医療介護の現場で人がいない、物があっても働く人がいない。人手不足はわかっておりま

すが、同じように力を入れて政策を両建てしているかというと実はそうではありません。 

高齢化社会は待ったなしです。複合的な手を打っていかないといけない。今後社会保障が

益々重要になってくるのではないかと思います。 

次に道路行政に関しまして、老朽化している公共施設（トンネル、橋、建物など）の更

新は計画性をもってやっていたか。現実問題としてやっていないし、これから財政を考え

ると余裕はありません。道路脇の草刈件数などもどんどん減ってきています。そのために

アダプト制度を平成２０年から取り入れましたが、なかなか浸透しません。 

 

 

 

 

平成２５年度も各行政にとっては厳しい年になると思います。ただ先ほども申し上げまし

た通り国の動きが少し変わってきましたので、何となく１月を迎えまして、各賀詞交換会

や新年会に行きますと、今年は明るさを感じます。しかし、何となくが実感となり、来年

になっても「よかったね」となるかどうか今年が今後の瀬戸際ではないかという風に思っ

ています。我々政治の部分でも（県政レベル）しっかりやっていきたいと思っております。

突然のご指名で、私の主張のようなお話になってしまい申し訳ありませんでしたが、折角

の機会でありましたのでお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 1月 23日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、諸岡 靖彦、遠藤 英一、成田 温、角田 憲司 

佐藤 英雄、松田 泰長、小寺 真澄、豊田 磐、長原 正夫、深堀 伸之 

神﨑 誠、大澤 浩一、湯川 芳朗、安川 篤志、浅野 洋介、喜久川 登 

阿部 慎一 各会員 

1月 25日 

クラブ広報委員会 

奉仕プロジェクト委員会  

合同委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５９ ４４ １５ ７４．５８％ ９４．９２％ 

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 

 

～道路アダプトプログラム～ 
県では、県が管理する国道や県道の清掃、除草を定期的に実施していますが、より安全で地域にふさわしい快適な道
路環境作りを目標に、地域の皆さんとの「協働・連携」による維持管理を進めていきたいと考えています。 
そこで、地域の皆さんにボランティアで行っていただく道路の清掃・除草及び美化活動について、「千葉県道路アダ
プトプログラム」により支援を行って参ります。みなさんの参加をお待ちしています。 


