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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2581回例会 平成 25年 10 月 18日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      平山 秀樹 会員 

◇ お客様紹介 

インターアクト 成田高等学校１年  平山 成之助 君 

 

◇ ニコニコボックス 

福原 孝一 会員：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田で１２月２５日
に稲垣潤一さんのクリスマスディナーショーを行います。当ホテルで
は１４、５年ぶりに開催するイベントです。今回は、広告協賛を募り
一大イベントして行いたいと思っており、皆様にもご理解、ご協力頂
ければと思います。 

 

諸岡 靖彦 会員：本日１８日より２０日（日）までの３日間、表参道なごみ

の米屋・總本店において、『第１１回總本店祭』が開催されます。平山建設様に

手掛けていただき、平成１４年秋に全面新装いたしましたこの店も１０年以上経

過しました。毎年この時期に、謝恩の意味を込めてこのイベントを実施しており

ます。ご来店をお待ちしております。 

 

矢島 紀昭 会員：今回の台風 26 号で成田市内約 100 か所に被害があ
りました。その中の一つに、山崎眼科から下った左側の崖（成田病院

の所有している土地）がなだれのようになり、県道と成田中学校への
道路を封鎖するような形になり交通がストップしてしまいました。市
民の方々に大変ご迷惑をおかけいたしましたが、成田消防の皆様の御
尽力で夜の 8 時までかかり完全復旧いたしました。皆様方へご迷惑を

おかけしたお詫びと、消防団の方によって復旧できたという感謝を込めましてニコニコい
たします。 

 

岸田 照泰 会員：回覧が回っているかと思いますが、東京矯正管区
管内教誨師会というのがあります。これは刑務所で受刑者などに対し
て徳性教育をし，改心するように導く人の事です、毎年、一都十県持
ち回りで、教誨師の方々が集いまして研修会が行われております。来
年は千葉で行われる予定です。成田山といたしましても千葉刑務所、
市原刑務所、八街少年院などの教誨師をしております関係上、この大
会を成功に導かなければならないというようなことで成田ロータリー

クラブにご協賛のお願いを申し上げましたところ、先日多額のご寄附をいただきましたの

で御礼申し上げます。 
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角田 幸弘 会員：全国で動体保存されている蒸気機関車は約 50 台で

す。千葉県ではディズニーランド 4 台、うちの会に 4 台。千葉の自慢
だと思いますが、今まで見向きもされませんでした。しかし、先日Ｎ
ＨＫで放送され色々な所からお話を頂き、２０日（日）“千葉のおく
りもの”（朝 8 時 55 分～）５分という短い時間ではありますが放送さ
れることになりました。月見例会でお話ししたところ、小川会員、遠

藤会長、佐瀬会員にもきていただき、メッセージを番組の方に残すことが出来ました。是
非放送をご覧になっていただきたいと思いましてご案内申し上げまし

た。 

 

石橋 菊太郎 会員：不定期に毎年何回か日本料理の召し上がり方を
開催しております。今回も 40 人くらいの参加をいただきました。西洋
料理には色々な種類のナイフ、フォークがありますが、お箸は一つし
かありません。しかしめんどくさい。更には出す順番もあります。お
もてなしする方、される方の意思疎通をお客様にわかっていただくと
いうことをやらせていただいており、大変好評のうちに終ることがで

きました。 

 

小川 賢 会員：最後のお願いです。27 日明治大学マンドリンコンサ
ートが成田国際文化会館で行われます。色々な行事と重なり来場者数
に少し不安があります。皆様、宜しくお願い致します。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。一昨日久しぶりに台風が襲来しましたが、

皆様被害はありませんでしたでしょうか。私の家の近くの根

木名川も昔はよく溢れていましたが、空港関連事業で現在の

ように川幅や堤防が立派に整備されてからは溢れることは

なくなりましたが、当日お昼頃の水位は濁流が堤防を越える

まであと２メートルくらいで恐怖感すら覚えました。最近は

大雨が降ると、普段はほとんど水のない側溝が溢れたり、下

水管から逆流したり、思いもかけないところで水の被害にあ

うことがあります｡被害に合われた方々には心よりお見舞い

申し上げます｡ 

さて今月は、ロータリーの職業奉仕月間であると同時に米山月間でもあります。先週の

例会において米山記念奨学生のムンクバト君に卓話をお願いいたし、本人も事前にパワー

ポイント等十分な準備をされておりましたが、月初め例会であり、かつ、結婚記念日の会

員が１年間で最も多い月であったこと、入会式があったこと等が重なり、実質１０分くら

いしか使えずに大変申し訳ないことをしました。事前の本人の話では、すでにいくつかの

クラブに呼ばれて卓話を経験し、現在の母国の状況や研究しているテーマの内容など２５

分は話せるだけの準備をされていたようですので、プログラム委員会には改めて卓話の機

会を作っていただきたいと思います。 

また、職業奉仕月間でもあります。私が思うに、職業奉仕とは「あなたの職業を通じて

他人をたすけること」、「自分自身を律し、事業を行うこと」、「職業人として誇りを持

ち、万人に対して尊崇の念を持つこと」などと抽象的に説明される場合が多いようですが、
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クラブ奉仕を初めとしてロータリー・クラブ活動の中心をなす五大奉仕のうちでその目標、

成果が最も見えづらく、主観的な、悪く言えば自己満足的な奉仕活動になりがちであるよ

うです。 

ここで、「職業奉仕委員会は、奉仕活動というより職業を通じた自己研鑚委員会とでも

言うべきものではないかと思います。純粋にロータリアン個人にとっての職業奉仕を考え

た場合、これはきわめて道徳的哲学的なものであり、自己研鑚に励むことが中心であって、

特定のプロジェクトのように外部からハッキリと見えるものではありません。（中略）つ

まり、職業奉仕は（多分、異論があるかと思いますが）これを除く他の四大奉仕の精神的

支柱（バックボーン）であって、キリスト教の聖書、仏教の経典の如きものではないかと

思います。」という関口徳雄カバナーのお考えも参考に、これを機会にもう一度考えてみ

ようかと思います。今回は、私が最も不得手とするちょっとまじめな話になってしまいま

した｡ 

来月はロータリー財団月間であります｡来週２５日の例会時にはロータリー財団・米山記

念奨学委員長の小川会員の卓話が予定されておりますので、今から楽しみにしております｡ 

この１０月２０日の日曜日には成田環境ネッワーク主催の「印旛沼クリーンハイキング」

が行われます。昨年新調いたしました成田ロータリー・クラブ・ジャンパーを着用のうえ、

たくさんの皆様のご協力をお願いいたし、先日申し上げましたように、ぜひ、タナゴが住

めるようなきれいな印旛沼を取り戻しましよう。 

 今週の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。それでは、

設楽正行会員お願いいたします。 

 

≪一言、言わせろ≫  設楽 正行 会員 

 現在地区で勧めている RLI （ Rotary  Leadership 

Institute:ロータリー・リーダーシップ研究会）について一言。

９月にこのことにつきガバナー補佐会議が行われました。その

裏話ですが、（現在成田ＲＣでは４人が受講しています。結果

大変良かったというのが実感でありました。）ガバナー補佐会

議では出席者地区役員を含め１８名でありました。そのうちＲ

ＬＩ受講者は５人でした。ほとんどがこの良さは経験が無いことから理解できません。そ

こで議論はあらぬ方向に行きました。曰くこのＲＬＩは RI のプログラムではない、規定審

議会は通っていない等など、どこかで聞いた議論ではありませんか。CLP を地区でやるか

どうかのときもそっくりな議論が展開されたことがありました。新しいことに抵抗がつき

物ではありますが、やる前から否定の議論は無いでしょう。 

 ロータリーにとって良いか、悪いか、一度経験してから判断してはどうですか。新しい

ことにチャレンジし、結果、悪ければやめればいいのではないですか。したがって全会員、

全クラブに理解していただくために地区内全クラブに一人以上の出席を要請し、実際に

RLI を経験して判断していただくことが大切ではないでしょうか。より次元の高いロータ

リー運動のために。 

  

 最後になりましたが、成田高等学校の平山成之助様、ようこそ成田ロータリー・クラブ

の例会にお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしください。 
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◇ 表彰 

米山記念奨学会第 2 回マルチプル 高橋 晋 会員 

 

 

◇ 委員会報告 

・インターアクト委員会  大澤 浩一 会員 

地区のインターアクトでは、毎年国外研修があります。今年は、10 月 27 日から 3 泊 4 日

で韓国に行く予定です。現在 20 名の応募者があり、本校からは平山君が参加いたします。 

 

・成田高等学校１年  平山 成之助 君 

今回、成田ロータリークラブの皆様のおかげで韓国に国外研修に行

けることになりました。行くからには有意義な研修にし、様々な文

化をしっかりと学んできたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 

・米山記念奨学委員会  近藤 博貴 リーダー 

○ 米山記念奨学会寄付会員の報告 

 毎月分割で寄付をいただいている金額が３０万円となりました。

寄付会員の順番を決定するため遠藤会長に抽選をお願いした結果、

今月は平山秀樹、成田温、松田泰長の３会員のお名前で寄付をする

ことになりましたので報告します。 

○ 地区ロータリー米山記念奨学委員長セミナー報告 

平成２５年８月２５日（日）幕張において、地区ロータリー米山記念奨学委員長セミ 

ナーが開催されました。その内容を要約しました。講師として招かれた米山記念奨学 

会理事、第２７００地区（福岡県）の宗像 RC の安増惇夫氏の講演がありました。 

１．ロータリー米山記念奨学会の由来 

 ・１９５３年（昭和２８年）２月  

東京ロータリー・クラブで国際奉仕の一環として、東南アジアからの留学生 

を対象に「米山基金」を発足させた。東京ロータリー・クラブ初代会長米山 

梅吉氏の功績を記念したものである。 

 ・１９５８年（昭和３３年） 

    「ロータリー米山記念奨学会」と改称した。 

 ・１９６７年（昭和４２年） 

    「財団法人ロータリー米山記念奨学会」の設立を文部省から認可された。 

 ・２０１２年（平成２４年） 

    「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」の認可を受ける。 

２．２０１１～１２年度寄付金等 

    １４億６,０００万円  内訳 ３億９,８５７万円   普通寄付 ２７.３％ 

                    ８億８,９１３万円    特別寄付 ６０.９％ 

                   １億７,２３０万円  その他 １１.８％ 
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３．奨学金の使途（２０１１～１２年度） 

    １４億６,０００万円 ÷ ２００万円 ≒ ７００名 

                  ↑ 

             １人当りの奨学金、経費  

    ７００名を全国３４地区に割当てる。国内６９７名 海外学友会推薦３名 

    地区の寄付金額の実績により、地区への奨学生の人数を割当てる。 

４．２７９０地区の奨学生 

   ２０１１～１２年度の奨学生 ２３名（前年度継続６名） 

５．２７９０地区の会員１人当り平均寄付金額 

   ２０１１～１２年度  １３,７１４円 

   ２０１２～１３年度は１５,５３４円であった。全国平均は約１５,０００円 

 

・成田環境ネットワーク   出向者 平野 省二 会員 

20 日（日）印旛沼クリーンハイキング実施予定です。クラブ会員

12 名、奥様 1 名、天気があまり良くない場合は、次週 27 日に変更

予定です。変更される場合、別途連絡いたします。一昨日の台風の

影響で、一時警戒水位まで上がりましたが、今のところ予定どおり

行われますのでジャンパー着用でお願いいたします。 

 

・指名委員会  小宮山 四郎 委員長 

例会終了後、れんじゃくで指名委員会を開催いたします。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．印西 RC 、佐原 RC  １０月例会変更                    

２．成田空港南 RC、富里 RC  週報                           

３．地区大会登録参加者の確認 

４．NPO 法人ちば里山センターより新聞 

≪連絡≫ 

１．１０月１７日予定の第９分区親睦ゴルフコンペは台風の影響により中止となりました。 

２．テーブルの上にムンクバト君のお土産のアメをおいてありますので、残さず持ち帰っ

てください    

３．クールビズは本日で終了です。次回の例会より上着、ネクタイ、徽章の着用をお願い

します。 

４．地区会員増強委員会より「会員増強に関するアンケート」     

平山増強委員長へ 

５．地区職業奉仕委員会より「講演会＋フォーラム」開催のお知らせ  

矢島奉仕 P 委員長へ 
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◇ 卓話 

自己紹介及び千葉興業銀行が行っている地域貢献活動 

小柳 政和 会員（千葉興業銀行 成田支店長） 

小柳でございます。今年の４月にこの成田ロータリークラブに入会させて頂き６か月が

過ぎました。これからもよろしくお願い致します。本日は簡単な自己紹介と千葉興業銀行

が行っている地域貢献活動などについてお話させて頂きたいと思います。 

 

私は１９６６年昭和４１年９月生まれで現在４７歳です。現在、私はこやなぎと名乗っ

ておりますが、新潟出身の父は新潟時代から大学卒業までおやなぎと名乗っていたようで、

確かに、父の実家に遊びに行った時も親戚の小学生の名札がおやなぎになっていましたの

で当時も父に確認した記憶がありますが、先日改めて確認しましたら、大学卒業後小柳ル

ミ子が流行りだし、こやなぎさんと言われるようになり、訂正するのも面倒になり以降こ

やなぎにしたと申しておりました。 

 

生まれは東京の調布市で小学校５年生の終わりまで公団の団地に住んでおりました。父

は都立高校の教員をしており、千葉県には親戚関係も無く全く未知の土地でしたが、父が

今実家のある千葉市の土気に土地を買っておりまして、そこが後に調整区域となったこと

で、建築できる猶予期間の最後だったのでしょう、昭和５３年３月に転居し現在は実家の

近くの千葉市緑区あすみが丘に妻と子供３人と暮らしています。 

 土気はバブル期にはチバリーヒルズとか言ってずいぶんメディアにも取り上げられ注目

もされましたが、転居した昭和５３年当時は相応規模の住宅街ができており人口はそれな

りに増加していましたが、駅舎は木造平屋で町に本屋はゼロ。県道沿いに商店が並ぶ淋し

い街でした。実家は土気駅の北側から２キロ程のところにあり、家まではただただ畑で、

通りの反対側に不動産業者が開発した２０～３０戸のミニ分譲が幾つかあるところでした。

これは今も変わっておりません。引っ越し前に何度が遊びにいきましたが、最初は落花生

を乾かしている「ぼっち」に人が住んでいると本気で思ったものでした。引っ越しするま

では自分の部屋ができる程度のことで楽しみにしていましたが、引っ越した当日の夜は真

っ暗で不安になりました。当日夜のＮＨＫニュースのアナウンサーが同じだった時はとて

も安心した記憶があります。 

調布におりました時は、当時世界１位になった小学

生の硬式野球チームの調布リトルリーグに入ってお

りました。総勢３２０人もいるチームで当時のエー

スは早稲田実業で一世を風靡した荒木大輔さんでし

た。1 軍約 40 名とその他大勢の私は当然接点もなく

ただ憧れの人でしたが、１軍のグランドでは暗くな

るまで、監督にいい加減に練習を終わりにしろと言

われるまでひたすら走り続けているのが荒木先輩で

した。そんな荒木さんもプロではそれほどに活躍し

たとも言えず、プロは厳しい世界だと認識しており
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ます。６年生になる時、さあこれからレギュラーを目指すぞと思っていた時期に志し半ば

で千葉に転居しましたので、残っていれば違う人生になったのではという気持ちは今でも

持っています。転居後も野球は続け、中学校の時は千葉市でも優勝しましたし高校でも続

けましたが、基本的にセンスが足りないのと荒木さんのような努力家でもないので大学以

降は草野球程度で遊び、今は子供に夢を託したというか、無理やり野球を始めさせてしま

ったので、お詫びのしるしに少年野球のコーチとして土曜・日曜はノックバットを振って

おります。 

 

銀行に入ったのは１９９０年平成２年です。所謂バブル入行組です。半沢直樹は９１年

になっていますので同世代になります。入行は土気支店で地元の店舗に配属されました。

そこを振りだしに千葉駅前・茂原・薬円台・営業統括部・津田沼・本店営業部・小倉台・

市川と渡り歩き、平成２２年１０月に前任の勝田台支店で初めて支店長を仰せつかり今年

の４月に成田支店に着任致しました。 

当行は大口先の破たん等もあり平成９年からの３年間で一千億以上の赤字を出し、その

間の不良債権処理額はそれを大きく上回り、平成１１年に第 3 者割当増資を実施し県内企

業約１，０００社から引き受けて頂きましたが、その後の平成１２年１月からの金融監督

庁の検査で債務者区分をことごとく落とされました。ドラマの検査とはだいぶ異なります

が、当行が正常先と判定していても、検査官からは要注意先だ、要管理先だ、破たん懸念

先だとことごとく難癖をつけられました。結果として大幅な引当金を積むこととなり平成

１２年３月期の自己資本比率が 0.45％となりました。所謂、実質破たん状態に陥った訳で

あります。 

当時の富士銀行から２５０億円、安田生命２０億円、安田火災１０億円総額２８０億円

の増資を受け自己資本比率が４％確保できたことで、公的資金６００億円の注入が認めら

れ、なんとか破たんを回避することができました。 

私は当時薬円台支店に勤務しておりまして、３０を過ぎ係長の職責にありました。恥ず

かしい話しですが、赤字でも、強い危機意識もあまりなく、与えられた仕事を今までとお

りにこなすような感じでした。しかしながら、本部に富士銀行から１０数名が出向という

形で乗り込んできまして、副頭取を筆頭に営業・審査などの主要部署の部長に就き、社内

は一変しました。お客様からは進駐軍に負けるなと励ましを頂きながら取引を継続してい

ただいていることを本当に感謝しております。 

本部付で営業の現場にも人が下りてきました。新規開拓が至上命題となり、私はなぜか

そのターゲットとなり週に３日か４日富士銀行からの出向者と営業をともにする日々が続

きました。当行は比較的大人しい人が多いのですが、富士銀行のような一万人以上いる組

織で育った人はとにかく大きな声でよくしゃべります。そうでもしないと組織の中で埋も

れてしまうのでしょう。その方の気のあった社長さんの会社には何度となく訪問し、休日

もその上席から電話が入り、稟議の構成から君はこことここを直せ、までいろいろな指導

が一時間近く続き、休んだ心地もしませんし、辛かったですし、本当に半ベソをかきなが

ら仕事をする毎日でした。人間って全てを否定されるとダメになるもので、今はなかなか

できませんが、褒めることを心がけております。営業統括部に配属になった時も新規開拓

専門の部署で富士銀行から第二陣で来た出向者と机を向かい合わせ仕事をしました。第二

陣の方は片道切符で当行に参りましたので厳しかったですが人間味のある人で今でも親し
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くさせてもらっています。薬円台支店時代に一緒だった第一陣の出向者は当行で成果を上

げて本体に帰るのが目的でしたので、今思えば色々と勉強させてもらいよかったのかも知

れませんが、企業文化の違いというか、飲み込まれる側の立場を十分味わった時期でした。

今はなんとか単独で営業できておりますので、いままで通り単独で営業を続けられるよう

私自身も頑張りますし、皆様のお力添えもお願い致します。 

お蔭様で公的資金６００億も今年の７月４日に成田ロータリークラブの企業の方々にも

お世話になり、優先株を発行し返済することができましたが、今度はその優先株の買戻し

という重大な責務を負っておりますので、支えてくださっている地元企業のお役に立てる

よう微力ながら自分自身頑張っていきたいと思います。 

 

∽ 「小さな親切」運動 ∽ 

続きまして、千葉興業銀行が行っている地域貢献活動についてお話しさせて頂きます。

小さな親切運動とは昭和 38年 3月の東京大学の卒業式で当時の茅(かや)学長が唱えたもの

で、同年に運動本部が発足し現在は中央本部と全国 33 道府県本部、153 市町村支部によっ

て組織され会員数 26 万人で運営されています。小さな親切を行った個人・団体に対し実行

賞の推薦と贈呈活動を行っております。スローガンは『できる親切はみんなでしよう、そ

れが社会の習慣になるように』です。 

∽ 「小さな親切」運動 ～千葉県本部と成田市支部～  

小さな親切運動の千葉県本部は千葉興業銀行本店内のお客様サービス部内にあり、千葉

県支部長には頭取の青柳が就いております。県内支部は成田市を初めとして茂原市・野田

市・松戸市・鎌ヶ谷市・船橋市・八千代市・市原市・東金市・旭市で県内における 24 年度

の小さな親切実行賞受賞者は約 25,000 人となっております。 

成田支部についてご説明させていただきますと、発足は平成 2 年 11 月で顧問には小泉成

田市長と新勝寺の橋本貫首、支部長は平山建設の平山会長に務めて頂いております。平山

会長始め当クラブ会員の皆様に多数ご協力を頂いている次第です。 

∽ 「小さな親切」運動 ～成田市支部 年間活動～  

成田支部の年間活動は小さな親切運動実行者への実行賞贈呈で今年も 7 月 10 日に開催

致しました。小学生は昨年まで成田小学校のみでしたが今年からは市内全小学校から幅広

く推薦を受け贈呈させて頂いております。 

∽ 「小さな親切」運動 ～会員制度と会費～  

小さな親切運動は会員の皆様からの会費で運営しており、個人正会員が年会費 1 口 1 万

円、法人などの団体会員が 1 口 10 万円となっております。これも奉仕活動でございます

ので当クラブ会員の皆様にもご賛同いただければ一年中受け付けておりますのでご一報を

お待ち申し上げております。 

∽ 子育てお母さん応援講座 

その他には子育てお母さん応援講座がございます。再就職を目指す県内の女性を対象に

千葉県が推進する女性の再就職支援事業の中の一部講座を私どもの銀行が引き受けており

ます。当行本店内の見学や当行に在職中で子育てを終了しパートから正社員となった女性

行員との懇談を通じて職場理解の機会を提供し、仕事と子育ての両立を目指す県内女性の

再就職を応援しております。 
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∽ 夏休み探検隊 「サマーキッズスクール」 

子供向けには夏休み探検隊サマーキッズスクールを開催しております。千葉商科大学の

教授によるお金の役割に関する講義を受けた後、大学三年生の当行インターン生の引率を

受けながらマリーンズマガジンの販売を体験。お給料として球場内で使えるクーポン券を

渡し、野球観戦をしてもらっております。毎年好評で結構な倍率の抽選となっております。

参加した児童からはマガジン販売の難しさや売れた時のうれしさからお金は人の為に大切

に使いたいですと言った声を聴くことができています。 

∽ エコノミクス甲子園千葉大会 

高校生対象にはエコノミクス甲子園千葉大会を千葉銀行さんとの共催でお手伝いさせて

いただいております。今年は 12 月 15 日に私ども本店において 50 チーム 100 名で開催致

します。優勝チームは来年 2 月の全国大会へ出場。全国優勝となればハワイ旅行がプレゼ

ントされます。県内では過去 4 年間で 3 回渋谷幕張高校が優勝しておりますので、今年は

成田高校さんに是非参加していただき、優勝して欲しいと願っております。 

∽ 次世代経営者育成のサポート 

次世代経営者育成サポートとしては、ちば興銀経営塾を開講しております。県内お取引

先社長さんのご子息を中心とした事業後継者を対象に平成 16 年 9 月に設立・発足しまし

た。各界の専門家や著名講師をお招きし、視察会やセミナーなどを開催し 2 年間のカリキ

ュラムで経営のスキル向上にお役立て頂くとともに、異業種交流の場として役立てて頂こ

うと考えております。ご子息中心ということで同じような悩みを持っていらっしゃいます

し、異業種であることが塾生同士相談し易い場所となっているようであります。現在 5 期

生が活動しておりまして、これまでに 150 名を超える塾生が学んでおります。役員室でも

一番力を入れている事業となっております。 

また、経営品質プログラムのお手伝いもさせて頂いております。全 10 回の講座で解説と

演習を交え、経営品質の観点から自社を分析し、自社が変革する為の要因を探っています。

これは成田で 3 年連続開講しており、今年は米屋さん、全日空さんを始めとした成田地区

の 6 社に参加頂いております。 

∽ その他の活動 

その他の活動と致しましては、クラシック音楽に親しんでいただくミニコンサートや、

千葉県に関する知識情報を皆様と共有することをコンセプトとして無料公開講座、千葉興

業銀行杯親善ゲートボール大会などの開催や、交通安全意識の啓蒙活動などです。 

以上、ちば興銀が行っている地域貢献活動と次世代育成への取組でございます。 

 

最後になりますが、今月 25 日の 16 時 30 分から 18 時 00 分までＡＮＡクラウンプラザ

さんで私どものお取引先で作る成田興友会の講演会がございます。巨人軍Ｖ9 時代に 5 番

ライトで活躍された末次利光さんの「プロ野球を経験して」というテーマで講演会があり

ます。参加無料でございますので是非ご参加いただければと思っております。私までお声

掛け下さい。お待ちしております。 

 

以上まとまりませんが私の話しを終わらせて頂きます。ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
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≪千葉日報：高橋 律孝 様≫ 

大学入学の為に成田を離れ、戻ってきて思ったことは「あー、あまり変わってないなぁ」

という事です。ほっとした反面、成田空港が開港し、その次の段階が来ていないような感

じを受けます。これから成田がもう一段階、変わってくれることに期待したいです。 

 

≪毎日新聞：早川 健人 様≫ 

昨年４月に着任し、１年半になります。第１回目の記者クラブ懇談会でインターアクト年

次大会を知り取材させていただきました。みなさん、誤解されているのですが、イベント

の案内を送れば、すべてのマスコミが取材に来てくれないとだめだと思っていらっしゃい

ます。しかし、３割当たれば上出来だと思ってください。これからも遠慮しないでイベン

トの案内を送っていただけたらと思っております。 

一つ成田に関して気になる事を申し上げるとすれば、京成成田駅の市役所側のバリアの多

さです。上りはエスカレーターが四つあります。しかし、下りはその四つ分を階段で降り

るしかありません。旅行者の方は、重いスーツケースを持ちながら。車いすやベビーカー

も勿論抱えて降りるしかありません。成田は人口１３万人、一般会計５６０億円。大変恵

まれた予算なのに市役所側がそれでいいのでしょうか？参道への近道である開運橋もそう

です。成田市民として、海外の方や観光客を迎えるのであれば、空港、参道も含めて考え

池内富男クラブ広報委員長 遠藤英一会長 司会進行：平山金吾会員 

千葉日報：高橋 律孝 様 毎日新聞：早川 健人 様 読売新聞：林 英彰 様 
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ていかないといけないのではないでしょうか。人の動線を考える良い機会だと思います。

今の状況はおもてなしの発想に反しているのではないかと思います。 

 

≪読売新聞：林 英彰 様≫ 

私の出身は横芝町です。地方や海外勤務で転勤が多く、２０年ぶりに千葉へ帰ってきまし

た。帰ってきた印象は、首都圏からの通勤圏であるため意外に人口が多いという事です。 

車の免許を持っていない妻の話ですが、ＪＲ西口から東口へ抜けようとしたら、大変な遠

回りで自転車では不便だったそうです。ソフト面は人を呼ぶのにとても重要です。その辺

も考えていかなくてはいけないのではないかと思いました。 

 

≪質疑応答≫ 

空港の土地問題、検問、参道で商売をされているお店の営業時間などについて活発な質疑

応答の時間となりました。 

 
 

第 4回理事・役員会 

１．10,11月の例会及び事業、行事計画の確認 

10 月の予定  

３日～５日 (木)～(土) 家族親睦旅行 台湾 

１１日 (金) 月初例会 米山記念奨学 ムンクバト君 

第４回理事・役員会 

１８日 (金) 通常例会 会員卓話 小柳 政和 会員 

２５日 (金) 通常例会 卓話 小川 賢 会員 

11 月の予定  

１日 (金) 月初例会 第 5回理事・役員会 

８日 (金) 振替休会 １１月１０日 地区大会へ振替休会 

１５日 (金) 通常例会 会員卓話 岸田 照泰 会員 

２２日 (金) 通常例会 卓話 南様（三菱サイモン（株）） 

２９日 (金) 通常夜間例会 点鐘 １８：３０ 

※11月 22日（金）第 4回会長・幹事会 

２．第一四半期（７～９月）試算表、予算執行状況、予算残高の件 

 順調                                        承認 

３．サッカー大会の件 

打ち合わせ継続中                                   承認 

４．インターアクト年次大会会計報告の件 

登録料 顧問・インターアクター １７名×  ８００円＝１３，６００円 

    ロータリアン      １１名×２，０００円＝２２，０００円 

土産代（石川物産）                  ６３，０００円 

補助費（成田高校ＩＡＣ）               ８７，０００円 

合計                        １８５，６００円 

承認 
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５．スペシャル・オリンピックス賛助会員登録の件 

寄付として５万円                                   承認 

６．赤十字活動資金へのご協力のお願いの件   

１５，０００円                                    承認 

７．公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 日本ボーイスカウト成田第一団 交流会の件  

協賛金５万円（振込済）、バーベキューに関しては小宮山前年度会長に確認要請       承認 

８．成田交通安全協会 平成２５年度賛助会費のお願いの件 

１０，０００円                                    承認 

９．第５８回東京矯正管区教誨師研修千葉大会協賛のお願いの件 

後日詳細確認                                     承認 

１０．成田市消防操法大会開催の件 

平野 省二 会員出席                                 承認 

１１．国際交流コンサート協賛（１０，０００円）に関しての事後報告 

                                     承認 

１２．桐生西ＲＣ井本上輔様ご逝去の件（幹事報告済み） 

弔電５，０７１円  香典１０，０００円                        承認 

                                            

１３．新入会員承認の件   

株式会社ＦＭＧ 代表取締役社長 諸岡 正徳氏 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員                       承認 

１４．地区ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・研究会）開講のご案内の件 

月信６ページ 日程掲載 

１５．その他  

・インターアクト国外研修に対するお小遣い 

一人１万円                                     承認 

・平成２５年度永年勤続優良従業員表彰実施に伴う協賛金 

５万円、松田泰長会長エレクト出席                          承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、小宮山 四郎、吉田 嘉浩 
諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢、神﨑 誠 各会員 

１０月１８日 第４回理事・役員会 

遠藤 英一、成田 温、吉田 嘉浩、諸岡 靖彦、矢島 紀昭 
平野 省二、喜久川 登、佐瀬 和年、石川 憲弘、大澤 浩一 
角田 幸弘、松村 里美、田村 幸宏 各会員 

１０月２０日 印旛沼クリーンハイキング 

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 １０月２１日 地区ＲＬＩ 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、佐瀬 和年 
田村 幸宏、豊田 磐、平山 金吾、石橋 菊太郎、橘 昌孝 
小川 賢、石川 憲弘、神﨑 誠、池内 富男、甲田 直弘 
長原 正夫、佐藤 英雄、小寺 真澄、吉田 稔、松田 泰長  
各会員 

１０月２２日 第２回メディア定例協議会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ４０ ２１ ６５．５７％ １００％ 

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 

 


