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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2686 回例会 平成 28 年 1 月 8 日（金） 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 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 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：今までも何度かお話をしてまいりましたが、3年

1か月前、左腕が動かなくなり日本医大のリハビリテーション科で

リハビリを続けてきました。それが、かなり状態が良くなってきた

という事で、去年の 12 月いっぱいでリハビリを終わりになりまし

た。火曜日の午後をリハビリの為に休診にしてきました。木曜日も

月に 2回リハビリに行っておりましたが、それも無くなりましたの

で、今後も自分でこの時間を有効に活用し、体の弱っている膝や足を回復させるために、

妻と散歩をしようかと考えております。諦めずにやることが一番大切です。6 年前に膵臓

がんで余命 3 ヶ月と宣告された同級生がおります。一生懸命頑張り、一日 5 回笑って、一

日 5回感動しようと実践しておりましたら、腫瘍マーカーの値がどんどん良くなりました。

去年の 2月には、余命 3ヶ月から長くて 5か月と言われました。しかし、今年も元気です。

これから先どうなるかわかりませんが、前を向いて行動することが大事だと思います。成

田ロータリークラブには古い会員から新会員までいらっしゃいますが、我々の職業を通じ

て社会に奉仕しようという団体ですから、「どうせ俺は関係ない」などと言わないで一人一

人が頑張ることが大事です。また 2、3年しか在籍する事が出来なくても、その間に成田ロ

ータリークラブで何をしたかが皆様にとっても大変プラスになると思います。 

 

松田 泰長 会員：久しぶりに例会に出席いたしました。ニコニ

コが 3 つあります。まず現在出席免除を頂いている状況です。昨

年度、ガンが見つかりその除去手術をしました。それに伴い、今

も定期的に診断をしていただいております。昨年 12 月のチェッ

クでちょっと怪しいという事で 20 日に手術をします。がん細胞

を持っている人間なのですが、なんでそんなにいい顔をしている

のだと言われます。もともとくよくよしないタイプ、何とかなる、治る、橘会員と同じで

す。前を向いて頑張っております。出席免除をいただいているので、クラブの皆さんには

研修委員、理事会のメンバーとしてご迷惑をおかけしております。今年も定期的なチェッ

クを頂きながら、体のケアでしばらく出席できない状況が出てきてしまいますが許してい
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ただきたいと思います。二つめ、佐瀬年度半年終わりました、おめでとうございます。三

つ目、諸岡会員の新社屋に私どもの監視カメラを入れさせていただきました。 

 

小柳 政和 会員：成田ケーブルテレビさんや新聞でも取り上げて

いただきましたが、千葉興業銀行成田支店において、ＡＴＭで明細

書を出し大当たりの用紙が出ると、

藤屋さんのラムネや米屋さんのぴ

ーなっつ最中と交換ができるとい

う県内の金融機関で初めての試みをやっております。今日、

たまたま本日の例会の会費を払うのに利用しましたら当た

りました！後でラムネと交換しようかと思っております。

是非皆さんも運試しに。どこの金融機関のカードでも使え

ます。残高照会で明細を出すだけでも大丈夫です。2 月 3

日までやっております。 

 

平山 秀樹 会員：一昨年より、不動ヶ岡におきまして、諸岡正徳

会員の本社屋を手掛けさせていただきました。トラブルがあり、工

期を大幅に延長していただきました。誠に申し訳なく、反省してお

ります。それでも、この度無事に竣工を迎える事が出来ました。本

当に感謝申し上げたいです。この建物、「ドマーニ成田」は、タイ

ル一枚一枚、ドアの取っ手一つ、クロスの色まで諸岡ご夫妻のセン

スが光る建物です。この竣工を迎えるまで、数々感動的なことがありました。建物は仮囲

いが取れる時が一番緊張するのですが、一番感動いたしましたのは、まさにその日にお母

さまを諸岡正徳会員ご自身が車で迎えに行かれ、これが本社屋だと見せられたそうです。1

月 12 日に御入居されるということですが、日が良いというのもありますが、この日は亡き

お父様の誕生日だそうです。諸岡会員、そしてご親族の皆様の親子代々に伝わるご商売に

かける情熱に敬意を持ちました。松田会員がこの建物に設置してくださった防犯カメラも

素晴らしく夜でもよく見えます。そして本宮会員のお蔭で新年の 5 日に表示登記の申請を

し、お引き渡しまでに登記を終える事が出来ました。それもこれもロータリーの皆様のお

蔭、諸岡会員のお蔭です。皆さまに感謝申し上げます。 

 

諸岡 正徳 会員：話そうと思っていたことを皆様に全部話してい

ただき、今、何を話そうかと思っております。実は、念願かないま

して新社屋の竣工式を 1 月 7 日にさせていただき、1 月 12 日、亡

き父の誕生日に入居するという運びになりました。これもひとえに

土地をお譲り頂きました平山建設様、建設に一生懸命ご尽力いただ

きました平山建設の社員の皆様、また松田会員のご尽力により大変

すばらしい建物が出来たと思っております。私どもの会社も創立 20 周年を迎えまして、こ

の建物に恥じないように頑張ろうと、そして平山建設さんのように成田で皆さんが知って

いる会社になろうとこれから一年一年頑張っていこうと思っております。皆さん近くにい

らっしゃいましたら、是非お寄りください。お茶でもお出ししたいと思います。新年早々
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嬉しい事であります。 

 

甲田 直弘 会員：昨年の新会員歓迎会に引き続きまして、新年例

会も当Ｕ－シティホテルをご利用いただき感謝申し上げます。 

 

川島 利昭 会員：昨年暮れの忘年例会には、ビューホテルをご利

用いただき、そして沢山ご出席いただきましてありがとうございま

した。本日は楽しもうと思っておりましたが、恥ずかしながらお正

月にクレームを出してしまい、これから市川へ行かなければなりま

せん。涙のニコニコですが、クレームの処理が無事にこにこ終われ

ますようにとの思いを込めましてニコニコいたします。 

 

横田 匡彦 会員：久しぶりに出席いたしました。元気にしており

ます。12 月 25 日、環境省が今年の春の花粉の飛散量についてプレ

スに出してございます。その発表内容とプレスリリース文は私が書

きました。当たっているかどうかこれからドキドキしているのです

が、自分自身が花粉症だったので、自分の為に勉強を始め、ようや

く皆さんのお目にかけられるところまできました。これで外れてい

たら大笑いですが、当たっている事を期待して今後も勉強していきたいと思っております。 

 

小泉 英夫 会員：一昨年 8 月にエジプト・カイロ博物館に所蔵さ

れている古代エジプトの至宝「ツタンカーメンの黄金のマスク」の

顎のひげが取れたという話がありましたが、あれは展示ケースの照

明を調整中に作業員が過って触れて外れてしまい、博物館員が強力

な接着剤でくっつけたが、接着剤が多すぎてはみ出ていたのが今年

１月に発覚、暴露されました。去年の 10 月から修復しておりましたが、12 月 17 日からカ

イロ博物館でオープンが始まりました。しかし、この一件で髭の中に黄金の管があること

が判明したそうで「けがの功名」もあったそうです。 

 

小寺 真澄 会員：昨年末、大変お騒がせいたしました。皆様にご

心配をお掛けし、色々沢山話したいこともございますが、私はこの

通り元気です。今年も宜しくお願い致します。 

 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

皆様、あけましておめでとうございます。私の年賀状ですが、お

届けしてはいけないお宅へ出してしまいました事を、まずお詫び

申し上げます。もう一つお詫びする事があります。それは 55 周年

記念事業の一環として計画いたしました記念誌ですが、予算を大

幅に超過致しましたので中止にいたします。会長として事業計画

の甘さを反省すると共に、皆様にお詫び申し上げます。 
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年賀状に使った写真の扇は、私が稽古している能「金春流」の仕舞に使用している扇を

年賀状用にあしらったものです。日本には時の流れを経て研かれた藝術が多く息づいてい

ます。 

素晴らしい良い天気が続きました。今年は素晴らしい年になります。我々、会長幹事は

就任式前から、忙しいお役目を授かり、その余波のまま年が暮れ、新年を迎えました。今

日までの素晴らしい天候から勇気をもらいました。これからは個性を発揮して思う存分ク

ラブ活動に貢献して行こうと、深堀幹事とも確認をしあったところです。 

今夜はその計画をお知らせするに至りませんが、成田の地域性である初詣来客、このよ

うにして多くの方々が遠くの地から訪れてくださる街、様相も歴史と文化を醸している姿、

この立ち位置にしっかり立った計画が必要です。 

 今回のホームミーティングの組み分けもその一環です。 

古参の方々同志の「成田ロータリークラブ」に対する思い 

中堅   〃       〃 

新しい  〃       〃 

それらをお聞かせいただきたく計画いたしました。 

 

ポールハリスの著書「ロータリーの道」も、彼の生い立ちと、クラブ設立に至る経緯が

全体の９０％です。時と場所、時代と地域性に立脚して、クラブ活動は充実するのです。 

時代と地域性に基を置いた活動をしてまいりましょう。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪連絡≫ 

・ホームミーティングについて、会員の在籍年数ごとに振り分けさ

せていただきました。1 月中に会合を開き 2 月に発表となっており

ましたが、スケジュールの都合上、週報での発表とさせていただき

ます。また日程の合わない方は、別グループに参加しても構いませ

んので、全員の方が出席できるようにしていただきたいと思います。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

乾杯：豊田 磐会員 
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シラフの杉浦会員↑ 
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第 7 回理事・役員会 

 
１．１、２月の例会及び事業、行事計画の確認 
１月の予定  

１日 (金) 休会 定款第 6条第 1節により休会 
８日 (金) 新年夜間例会 第７回理事・役員会 １７：００～ 

場所 U－シティホテル 点鐘１８：３０ 

 １５日 (金) 通常例会 テーブルディスカッション 「職業奉仕月間」 
 ２２日 (金) 通常例会  

２９日 (金) 通常例会  
２月の予定  

５日 (金) 通常例会 第 8 回理事・役員会 モンゴルより来客 
１２日 (金) 振替休日 2 月 7 日（日）地区大会へ振替 

１９日 (金) 通常例会 卓話 テラ・ルネッサンス 代表 鬼丸氏 
２６日 (金) 新酒を飲む会 長命泉 ひかたや第二支店 点鐘 18：30 

２．地区大会について 
25名参加予定、バス乗車予定 14名                                 承認 

３．ホームミーティングについて 
1月実施、2月週報で発表                                      承認 

４．商工会議所賀詞交歓会について 
 佐瀬会長出席予定 会費５，０００円                                 承認 
５．消防出初式について 
 地区大会と同日の為、平野会員、神﨑会員出席予定                           承認 
６．55周年記念誌発行について 
記念誌の発行は中止し、記念式典のみとする                              承認 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 12月 5日 米山学友会理事会 

堀口 路加 会員 12月 10日 
地区米山記念奨学委員会 
2016 学年度米山奨学生選考委員会 

堀口 路加 会員 12月 12日 ガバナー補佐・地区委員長連絡会議 

諸岡 靖彦 会員 12月 26日 地区ＲＬＩ推進委員会 

諸岡 靖彦 会員 12月 29日 次年度地区研修委員会 

堀口 路加 会員 1月 7日 
地区米山記念奨学委員会 
2016 学年度米山奨学生選考委員会 

佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、深堀 伸之 
松田 泰長、吉田 稔、遠藤 英一、小坂 裕巳 
甲田 直弘 各会員 

1月 8日 第 7回理事・役員会 

堀口 路加 会員 1月 9日 2016 学年度米山奨学生選考試験 

堀口 路加 会員 1月 10日 
2016 学年度米山奨学生選考会議 
奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰ新年会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４６ １６ ７４．１９％ - 

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 

 

皆様、あけましておめでとうございます。素敵な笑顔で新年例会を盛り上げていただきありがとう
ございました。例会の最後は、サライの大合唱で成田ロータリークラブの団結力を再確認し、佐瀬
年度後半へ突入！55周年記念事業、式典へのご協力よろしくお願い致します。 


