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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2629 回例会 平成 26 年 10 月 24 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      音花 昭二 会員 
◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様 
 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：ニコニコの前に、二つの格言的なものを皆様にお
知らせしたいと思います。「知っているのと、実行するのとでは天と
地との差がある。」「誰も教えてくれないのではない、自分に学ぶ気
持ちが足りないのだ。」10月 10日の私の卓話を聞いた新入会員の方
が、先日行われましたメディア協議会で同席した折に感動してロー
タリーを学ぶことにしたという話を聞いて大変嬉しく思いました。

我々も一緒に学びたいと思いますので、どんどん質問、相談して頂きたいと思います。 

 
渡辺 孝 会員：昨日 23日、新橋のヤクルトホールで公益社団法人
日本食品衛生協会主催による第 54 回食品衛生指導員全国大会があ
り、昭和 54 年に県より委嘱され 36 年間ずっとやってきた長年の功
績ということで表彰されました。それと、親睦旅行で 16日の夜から
体調を崩しこのままではリタイヤかと思いましたが、石橋会員から
薬をいただきましたところ、これがよく効きまして旅行の続きを楽

しむことができました。皆様にもご心配をおかけいたしました。 

 
堀口 路加 会員：二点ございます。10 月 21 日（火）の第 2 回メ
ディア協議会を無事終了することができました。国家戦略特区と医
学部誘致について様々なご意見をお出しいただき今回の協議会も盛
り上がりました。次回は来年 2月 17日になりますのでよろしくお願
いいたします。一つ肩の荷が下りましたのでニコニコさせていただ
きます。二つ目は 10月 19日（日）から 20日（土）の 2日間、2790

地区米山記念奨学委員会で奨学生 21 名とカウンセラー、地区委員総勢 41 名で米山梅吉記
念館を訪問してまいりました。ここ数年にない奨学生の出席率だったことを報告し、ニコ
ニコさせていただきます。 
 

平山 秀樹 会員：去る 10月 18日土曜日の午前中に堀口会員のマリ
ヤ保育園さんの運動会にお招きいただき、見学させていただいて参り
ました。園児さん達が、一生懸命かけっこをし、玉入れをし、お遊戯

をする真摯な姿に感激しました。小さいお子さんたちが、立派に「お
母さん大好き！」というお遊戯で、お母さんに背中から抱きつき、本
当に「大好き」と言うシーンには、涙腺が緩みました。５歳児さん以
上の子どもたちは、ドラムチーム、鼓隊の演奏、ドリルをしてくださ
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いました。太鼓を叩きながら、円になったり、四角になったり、つぎつぎに隊列を組み替

えていく、すばらしい演奏でした。堀口理事長から「乳児のころから、カスタネットなど
でリズム感を培っているのでできる。一朝一夕にはできませんよ」と教えていただきまし
た。思いのほか感激してしまったのは、もう孫を見る気持ちで園児さんたちを見ていたか
らかもしれません。堀口会員、ありがとうございました。 
https://www.flickr.com/gp/hidekih/qi9WN9（動画） 

 
設楽 正行 会員：皆様が親睦旅行に行かれている間、高崎におりま

す孫の七五三でした。成田に帰った翌日の 20、21 には出雲大社へ。
成田コスモポリタンＲＣの宮崎宮司と一緒だったものですから、普段
入れないような所も見学させていただきました。 
 
喜久川 登 会員：三つほどございます。私は畑をやっておりますの
で、毎年秋には収穫祭を行います。銀杏、山栗、ぬかご、と大豊作で
した。隣近所の方にもお配りすることができ、大変感謝されました。
二つ目、ある会員から「岩城滉一が宇宙旅行に行けず困るとスポーツ

新聞に書いてあったけど喜久川さんは大丈夫？」と言われました。私
は全く違う旅行会社なので問題ありません。銀行に置いてある雑誌Ｆ

ｏｌｅに来週特集が出るそうです。宇宙旅行について詳しく書いてあるそうです。三つ目、
昨日の午前中、長男に二卵性双生児の男の子が誕生しました。 
 

諸岡 靖彦 会員：10 月 16 日から 3 日間、好天の秋空の下、親睦旅
行に参加してまいりました。期間中の 17 日は、私ども夫婦の結婚満

４０周年目の記念日でした。その晩の会食の席で、思わぬハプニング
でお祝いいただきました。所は、あの志摩観光ホテル。英虞湾の夕映
えが美しかった。そして翌朝の英虞湾も波ひとつ無い、穏やかな水面
が大変印象的でした。ロータリーの友情に心から感謝いたします。 

 
◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 
IM、親睦旅行、印旛沼クリーンハイキング、RYLA、メディア協議会、
と多くの参加をいただきました。ありがとうございました。ニコニコ

いたします。また本日は、ビデオ鑑賞が 30 分以上ございますので、
会長挨拶はこれにて終わりにさせていただきます。 
 
 
◇ 委員会報告 

・親睦   吉田 稔 リーダー 
先週、会員、会員家族 22 名の参加をいただき親睦旅行に行ってきま

した。解禁直後のフグ、松坂牛、名古屋城、伊勢神宮内宮の参拝、帰
りには高速道路の事故渋滞で予定の新幹線に乗れないというハプニ
ングもありましたが、無事に全員帰ってくることができました。7 月
の祇園、8 月の屋形船、9 月のゆめ牧場での月見例会、10 月の親睦旅
行と続きましたが、来月は新会員の歓迎会、その後も忘年会、新年会
と続きますので、まだ参加されていない会員の方は、是非一度ご参加いただき親睦を深め
ていただきたいと思います。 
 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 長原 正夫 委員長 
【寄付】米山記念奨学  石川 憲弘 会員 
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・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

10 月 15 日に行われました印旛沼クリーンハイキングには会員 9 名、
奥様 2名の参加をいただき無事に終わりました。ご協力、ありがとう
ございました。 
 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  諸岡 靖彦 副委員長 
例会終了後、おおるりの間で委員会を開催いたします。委員の方は出
席をよろしくお願いします。 

 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・印西ＲＣ 週報９月分、10/1分 
・成田空港南ＲＣ 週報９月分 
・旭ＲＣ 週報８月分、９月分、10/3.10分 
・多古ＲＣ １１月例会のお知らせ 

１１月から翌３月まで通常例会開始時間 火曜日 18:00 

 
◇ 入会式 

齊藤 三智夫（さいとう みちお）会員  株式会社 斉藤設備 専務取締役 

推薦人 平山 秀樹 会員、成田 温 会員 

顧 問 矢島 紀昭 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 

奉仕プロジェクト委員会 

職業分類  水道工事 

≪入会者紹介   平山 秀樹 会員≫ 
齊藤三智夫さんを紹介させていただきます。斉藤設備さんとは、仕事上のお付き合いは

勿論のこと、先代の社長さんとは息子さんが私と小学校の同窓でもあることから、子ども
の頃からお付き合いをさせていただいて参りました。先代には小学生のころにお世話にな
った記憶があります。また、齊藤三智夫さんの奥様は、私の妹、浅野正博会員の妻と同級
生です。 
 最近では、商工会議所建設部会でもご一緒させていただいております。ちなみに、建設

部会は成田会員が部会長、小寺会員が副部会長でもあります。部会は現在活発に活動して
おりますが、その会合の席でも齊藤さんははっきりとしたご意見をいつもおっしゃってい
らっしゃいます。 
斎藤さんは昭和 42年のお生まれで、現在 47歳。奥様とお二人の息

子さんと、成田市玉造にお住まいです。現在、斉藤設備株式会社さん
の専務取締役でいらっしゃいます。特技としては、書道四段、少林寺
拳法三段と聞いております。すごいですね。趣味は、ゴルフと読書と

いうことです。 
 私と同年代の方の入会ということで、成田ロータリークラブの平均
年齢をひきさげていただくとともに、今後のロータリーでの活動が楽
しみな方です。 
 
≪入会者ご挨拶   齊藤 三智夫 会員≫ 
只今ご紹介に預かりました齊藤三智夫ともうします。先代は長いことこちらでお世話に

なっていたのでご存知の方も多いかと思いますが、私は長女の婿です。長男と次男が開業

医をしておりますので、私が齊藤を名乗り家業を手伝っております。これも何かのご縁で
勉強する機会を与えていただいたと思っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。 
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◇ 卓話 

松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、本日は会長挨拶に代えて「ロータリー誕生」というＤＶＤをみて頂
きます。 
これは、1979～1980 年度第 258 地区年次大会で、東京品川ロータリークラブの担当によ

り国際ロータリー創立 75周年記念として上演されたものです。脚本は、高山忠雄ＰＤＧ（神
戸東ＲＣ）と末正久ＰＤＧ（神戸東ＲＣ）によるもので森繁久彌
の呼びかけにより「芸能人ロータリアン総出演」という当時の錚

錚たるメンバーでの上演となりました。 
ロータリーの公式記録としては残っていませんが、ライオンズ

クラブの公式記録として、この日の４人のメンバーに加えポー
ル・ハリスの一番下の弟レジナルド 19 歳が居合わせたという記
録があります。彼は後に国際ライオンズ第 4 地区幹事としてライ
オンズクラブ発展に大きな功績を残しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

ロータリー創立７５周年記念演劇 

「ロータリー誕生」（１幕２場） 

第２５８地区芸能人ロータリアン総出演 

 

スタッフ 
指導・・・・・・・・森繁久彌（東京ＲＣ） 

脚本・・・・・・・・高山忠雄（神戸東ＲＣ）ＰＤＧ 

                   末 正久（神戸東ＲＣ）ＰＤＧ 

         制作・・・・・・・・雨宮恒之（東京東ＲＣ）映画プロジューサー 

演出・・・・・・・・中村哮夫：演出家 

音楽・・・・・・・・古関祐爾（東京世田谷ＲＣ） 

照明・・・・・・・・今井直次：舞台照明家 

美術・衣装・効果・・東宝・舞台 

担当・・・・・・・・東京品川ＲＣ 

 

配役 
      ポール・ハリス・・・・・・・・・・立川清登（東京東ＲＣ） 

      伯父 ジョージ・フォックス・・・・三国一郎（東京銀座ＲＣ） 

祖父 ハワード・ハリス・・・・・・竹田恒徳（東京北ＲＣ）元皇族ＲＩ理事 

ガスタバス・ローア（鉱山技師）・・平田照彦（東京城西ＲＣ）東宝 

ハイラム・ショレイ（洋服屋）・・・花柳寿楽（東京北ＲＣ）日本舞踊家 

シルベスター・シール（石炭屋）・・尾上菊之丞（東京銀座ＲＣ）日本舞踊家 

祖母 パメラ・・・・・・・・・・・竹内京子：女優 

エーミー（近所の主婦）・・・・・・淀かおる：女優 

 

場面 
   １場：アメリカ東部バーモント州、ウォリングフォードで、祖母パメラと近所の主婦エーミ

ーとの会話から始まり、伯父と祖母によるポール・ハリスに対する将来の進路の説得

場面。 

   ２場：1905 年 2 月 23 日ユニティ・ビル 711号室であげた産声 

イリノイ州のシカゴで 4人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの 711号室に集

まった。4人は、弁護士のポール ・ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山技

師のガスターバス ・ローア、洋服商のハイラム・ショーレーである。 
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第 2回 メディア協議会 

 
 司会進行  堀口 路加 会員 
 開会の挨拶  松田 泰長 会長 
 堀口路加会員自己紹介及び話題提供 

国家戦略特区の指定を受けた成田市、医学部誘致 

 乾杯 近藤博貴 
 参加メディア 
千葉日報 高橋律孝 様、毎日新聞 早川健人 様、朝日新聞 小松重則 様 
時事通信社 石井靖子 様 

 
【千葉日報 高橋律孝 様】 
・特区は区域会議を開いて決めて行くのですが、先日 1 回目の素案
が出されました。素案には今後の検討事項として掲載されてはいま

したが、成田の話は出ず東京のことばかり。 
・地元で問題になるのは、医療水準が上がり、ステータスも上がる
だろうが、お金がかかるだろう。 
・土地代含めた 50億円は高すぎるだろう。 
・2、300億円は出すことになるだろが、そうなると市には重要な問
題になってくるだろう。 
・市長が 3 選目指すにあたり、ある程度具体的な金額を言った上で選挙をしたほうが良い

のではないか。 
・医療学部の大学を誘致するに当たり、お金を出し大学病院の運営に関与していくのか、
或いは株主という立場でただ金を出すだけにするのか。 
・看護の学部誘致に関して、運営に口出しはしないが、地域住民への大学解放。地域との
連携が大事ではないか。また地元の優先枠、入学者の優先などメリットがあってもいいの
ではないか。 
【時事通信社 石井靖子 様】 
・特区として認められたのはチャンスであるが、慎重にやらないと

いけない。成功したら他にはない素晴らしいことである。 
・お金もかかるし、地域に直接的な影響、見える形の還元はないだ
ろが、医学生がいるというのに意味があるのではないか。若い将来
性のある学生が成田に住み、勉強する。インパクトを考えると折角
の機会だからやれるのであればやってみたほうが良いのではないか。
但し、甘く考えてはいけない。 
・成田市はお金持ちなのだから、使うところには使うべき。ただ、ズルズル引き込まれて

破綻する大学を作って損害を与えてはいけない。学生たちには将来もあるのだから。軽率
なことも言えないが、起こりうることも考えつつ前向きにやっていったらいいのではない
か。 
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【毎日新聞 早川健人 様】 

・特区に関し、折角決まってもスピード感がない。 
・医学部が難しいのはわかるが、エアポート都市構想にも注目したい。
日本旅行の最後の夜に成田に留まってもらい翌日日本を離れるという
形を推進したい。後はトランジェットのお客様に空き時間を楽しんで

もらう。 
・半年経っても手付かず。国の本気度を疑う。 
【朝日新聞 小松重則 様】 

・大学・医学部誘致について引き時も大事。勢いで進んでしまうが「あ
っ」という時の時期が大事。今まで以上に見て行く事が大事である。 
【成田コスモポリタンＲＣ 藤﨑 康人 会員（成田病院 院長）】 
・千葉県は医療従事者が日本全国の中で、下から 3 番目。東京周辺は人口が多い割に医療
スタッフが少ない。東京に行けば良い医療が受けられるので、こんな状態で 2、30 年過ぎ
ている。ベッド数が足りないわけではない。ベッド数が何床の場合は何人の医師、看護師
を確保するというのが決まっている為、当然確保できないとベッドがオープンできない。

東京に医療従事者は集中し、成田は不足した状態。医師は確保できても看護師まで確保す
るのは難しい。最近は看護学部も増えたので、改善されつつある。また成田市に残る看護
師さんに奨学金制度なども設けて対処している。 
・国が目指している医療特区の大学となれば、外国に通用するような医療、医療技術、デ
バイス、開発する工場、研究所など発展していくだろうが、地元の患
者さんにはあまりメリットはないかもしれない。しかし高度な医療が
必要な方や外国の患者さんには十分メリットがある。普通の医学部で
は意味がない。 

大学にお医者さんが集まるので、その先生たちが当直のバイトなどで
生活することにより（大学の給料だけでは安くて生活するのが大変）、
一般の方も最新の医療が受けられるというメリットも発生する。 
【ロータリー会員の方々の意見】 
・成田に有利になるか不利になるか、という事を見てはいけない。直接の利益ではなく、
ステータスを得たのだからそれでいいではないか。 
・今日の会合は最高に面白かった。堀口さんの知見、藤崎先生の病院経営に対する考え方、

空港の話などとても素晴らしかった。 
 
 

 

 

 

 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会長 10 月 19 日 
地区ロータリー 

リーダーシップ研究会（RLI） 

小川 賢 会員 10 月 18 日 職業奉仕セミナー 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４３ ２２ ６６．１５％ ６７．１９％ 

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 

 


