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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 2626 回例会 平成 26 年 10 月 3 日（金） 

◇ 月初めのお願い 

・出席奨励・退会防止委員会  大木 健弥 会員 

先月の出席率は８４．５２％です。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）    後藤 敦 会員 

今日はくじ引きでの席決めでした。この機会にお隣の方と楽しい時間をお過ごしくださ

い。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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 

◇ お客様 

成田コスモポリタンＲＣ   萩原 康宏 様 

杉浦会計事務所       山本 頼人 様 

◇ 結婚祝い 

飯田 正雄会員、佐久間 高直会員、諸岡 靖彦会員、長原 正夫会員、角田 幸弘会員 

【先月分】 

小柳 政和会員、吉田 稔会員 

◇ 誕生日 

諸岡 靖彦会員、菊地 貴会員 

【先月分】 

本宮 昌則会員、小柳 政和会員 

 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：本年我が社は明治３２年４月の創業以来、１１５

周年を迎えました。父の代から毎年「創業記念式典」を１０月に実施

しています。１０月１日、当成田ビューホテルに於いて永年勤続表彰

式、創業１１５周年記念式典、祝賀会と三本立てにて実施することが

できました。去る９月１９日、例会日ではありましたが、私が支部長

であります表千家同門会千葉県支部が主催いたしました成田山献茶式

が開催されました。成田山大本堂が落慶の昭和４３年以来毎年この日に開催されます。今

年はお家元而妙斎千宗左宗匠御自らのご奉仕でありました。 
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松田 泰長 会長：ガバナー公式訪問、無事終了いたしました。皆様の

ご協力、ありがとうございました。 

 

鈴木 信行 会員：ＡＮＡ成田空港支店を支えているのは、実はＡＮＡ

成田エアポートサービスという会社です。この会社は去年３つの会社を

統合して、１０月１日で一周年。合わせまして１０月１日来年度の新入

社員の内定式を行いました。８０名ぐらいの社員ですがクラウンプラザ

成田で内定者懇談会を行いました。皆さん大変元気が良くて、これで

益々地域貢献ができると期待しております。また台風が心配ですが来週

の月曜日は既卒の入社式、こちらは１４名ほどですが、これも地域を含

め若い力を注いで成田だけではなくＡＮＡ、空港、成田市を含めて良くなるように益々若

い力を結集して行きたいと思います。 

 

堀口 路加 会員：米山記念奨学生ムンクバト君より連絡があり、９月

２４日に博士論文を提出したとのことです。いつもお世話になっている

みなさんに報告させていただきニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆様こんにちは、秋の深まりを感じる今日このごろです。 

本日は、山本頼人様、成田コスモポリタンロータリークラブか

ら萩原様ようこそお越し下さいました、成田ロータリークラブ

の例会をお楽しみ下さい。 

先週は、国際ロータリー第 2790 地区宇佐見透カバナー、第

９分区青木貞雄ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー公式訪

問例会でした。 

例会前に行われたガバナー、会長幹事、次年度会長幹事の懇談会は 1 時間の予定で始ま

りましたが時間を大幅にオーバーして例会開始ギリギリとなってしまいました。 

例会でのガバナーの卓話では、2014-15 年度国際ロータリー会長ゲイリーホァン氏が提

唱されましたテーマ「Light Up Rotary」について、地区でスタートしたＤＬＰについてお

話しをいただきました。 

続くメインとなるクラブ協議会は大成功となりました。各委員長の鋭い目線からの質問

に始まりガバナーの回答に対して更に意見・質問を発信するといった理想的な質疑応答が

繰り広げられました。懇親会を終えほっとした気持ちで４時くらいに会社に帰りましたが、

それからがまた大変でした。地区内クラブメンバーからの電話とメールでした。内容は、

成田クラブなら時間消化の協議会ではなく内容のあるものにしているはずなので、その結

果を教えて貰いたい。そしてどの様な構成で行ったか等々、どれほど他のクラブが成田に

注目をしていることを改めて知ることが出来ました。 

 そして、宇佐見ガバナーからもメールをいただきました。「正直 42クラブの訪問を終え,

最も緊張致した訪問でした。流石にリーダークラブとして地区内でも評判のクラブさんで

すので緊張してのぞみました。やはりというか完成度は高くどのようにすれば他クラブが

近づけるのかわかりません。貴クラブも一朝一夕
いっちょういっせき

で現在があるわけではないでしょうから
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一歩ずつ見習って頑張る様参考にさせて頂きます。公式訪問後改めて訪問させて頂き、も

う少し楽しいお話をさせて頂きたく思っております。成田クラブ様の増々の御隆盛を祈念

いたします。」クラブの皆さまによろしくとのメッセージでした。 

 懇談会、協議会でも話題になったロータリー財団の認証ポイントの利用に関してロータ

リー財団・米山奨学委員会と長期計画（CLP）委員会で検討に入りたいと思います、皆さん

にご意見をいただくことになると思いますのでよろしくお願いします。 

 10月１日には成田高校インターアクトクラブの例会に９人で参加してきました、最初は

少し緊張している感じでしたが、例会終了の点鐘の後は打ち解けて会話が弾みました。ペ

ットボトルのキャップを集めるエコキャップキャンペーンを考えているようです、是非一

緒にやりましょうと約束してきました。 

 

◇ 表彰 

・第 1回米山功労者 本宮 正則 会員 

・スポンサーピン 

平山 秀樹会員、近藤 博貴会員 

小寺 真澄会員、平山 金吾会員 

甲田 直弘会員、石橋 菊太郎会員 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会   堀口 路加 委員長 

成田記者クラブのメディア定例協議会を 10月 21日火曜 6時から 

成田Ｕシティホテルで開催いたします。大勢の出席をお願いします。 

 

・雑誌・広報・ホームページ 矢島 紀昭 リーダー 

ロータリーの友 10月号からの記事紹介です。今月は職業奉仕月間な

ので、それに関係して職業奉仕の記事の紹介です。 

14 ページから 16 ページに鹿児島県の鹿屋西ロータリークラブの女

性会員の記事が掲載されております。「農業を通じた私の人生」 

是非ご一読下さい。 

 

◇ 幹事報告   佐瀬 和年 会長エレクト 

＜回覧＞ 

・ＩＭの参加者リストを回覧しておりますので、最終確認をお願いします 

・宇佐見ガバナーよりガバナー訪問礼状 

・例会変更  成田コスモポリタン、八街、佐原各ロータリークラブ 

・週報   佐原ロータリークラブ 

・成田市社会福祉協議会より「福祉なりた」 

・成田市国際交流協会  NEWS LETTER2014.10月号 

・千葉里山新聞 41号 

＜連絡＞ 

・関口直前ガバナーより事務所閉鎖 ・１０月のロータリーレート  １０６円 
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◇ 卓話 

～～～～～ 私の仕事、そして今伝えたい想い～～～～～  

 菊地 貴 会員（稲垣興業 代表取締役社長） 

稲垣工業の菊地です。成田ロータリークラブに入会しまだ日が浅いのですが、このよう

な高いところからの卓話ということで、お話の機会をいただき大変緊張しております。話

も決して上手な方ではないので、お聞き苦しい点もあるかと思いますがよろしくお願いい

たします。 

まずは弊社の事業の概要からご説明いたします。弊社には５つの事業の柱がございます。 

1、テント、シートの縫製、製造販売 

2、看板類の作製、取付、企画 

3、リース業、イベントを中心としまして、イベントの運営、設営等（成田太鼓祭り、芝山

はにわ祭り等） 

4、選挙全般（選挙カー、事務所、ポスター、チラシの作成）新人候補のコンサルタント 

5、介護業 

  

私が稲垣興業へ就職したのが１５年ほど前になります。先代の社長は私の祖父で、母が

専務、そこへ私は営業ということで戻ってきました。当時は看板、テント中心の業務内容

で、ロータリークラブやライオンズクラブ、ＪＣ等とは全く関わっておりませんでした。

なぜ関わりがないのか不思議なくらいでした。１年程して土井商事の土井さんから「成田

商工会議所青年部の会長をやるので是非入ってくれ」と言われ、（成田では祭りの上下関係

は絶対！）会社に帰り、祖父にその話をしたら即反対されました。理由は、まだ若いしそ

んな時間があれば一件でも多くお客様のところを廻れということでした。私としては悩ま

しかったのですが、会社で社長に何度となく話をしましたら、半年くらい経って業務に差

し障りのないようにするのであればいいだろう、しかし仕事に支障が出たらすぐに辞める

ようにという条件付きで入会の許しを得ました。そうやって活動が始まりましたが、やり

始めると大変楽しく皆さんと有意義な時間を過ごしました。その時思ったのは、社長は今

までなぜ入らなかったのか。ある時、その理由を聞いてみましたら、会社を起こして２０

年ぐらい経った頃、ライオンズに入会したそうです。その際、なかなか成田の方に認めて

もらえず苦労したそうです。創業社長だったので気持ちも強かったものですから、そんな

ことならライオンズや地域の活動はしないとはっきり決めたらしいのです。それから４０

年、私は一切そんな気持ちになったことはなく、逆に皆さんにすごく暖かく迎えていただ

き、成田で生まれ育った成田の子という認識で受け入れていただいています。先代は、ヘ

ソを曲げてはいましたが、成田の為に色々頑張ってきたか

ら、僕が皆さんに受け入れてもらっているのではないか、

これは先代に感謝しなければいけないと思いました。しか

し、それに気づいたのは先代が亡くなってからでした。も

う６、７年になりますが、先代が亡くなってふとそれに気

づくことがあります。先代に感謝すると同時に母にも感謝

しなければいけないと考えるようになりました。このこと

は、前述しました５番目の事業に関係してきます。 
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お手元に配ったデイサ

ービスの資料があるかと

思いますが、そちらを３

年前に開業しました。き

っかけは私の従兄弟に東

大病院の先生がおりまし

て、その従兄弟からデイ

サービスの話を聞きまし

た。スポーツデイサービ

スという形態の介護施設

があり、成田ではまだな

いが、東京では珍しいこ

とではないと。介護認定

には下から要支援１，２

要介護１，２，３，４，５と７段階あります。私どもの利用者は要支援１，２のみです。

これは成田には殆どありません。人数はいるのですが表に出てデイサービスに行かれる方

は少ないというのが現状です。それは何故かと言いますと、殆どの施設が要支援、要介護

も一緒に対応して運動や遊びなど色々なことをしていますが、どうしても比重が要介護中

心になってしまいます。要支援の方は、頭も、体も、心もしっかりしています。そこで要

介護を中心にしてしまうと、ちょっと程度の低い事をやらされたりするのでプライドが傷

つけられるようです。それでどんどん足が遠のき通わなくなってしまいます。外に出なく

なり、歩かなくなり、要支援２から要介護へとなってしまうというのを聞きました。私ど

もの施設は一言でいうと“お年寄り向けのスポーツクラブ”という感じです。筋トレもや

りますし、ランニングマシーンもあります。たまには表にも出ますし、非常にアクティブ

なところです。成田は知的レベルが高い要支援の方が多くみられます。そういう方々がス

ポーツクラブのかわりに私どもの施設に来ていただき運動することによって要支援から普

通の一般の生活に戻っていただく、これが私どもの目標です。 

この事業のきっかけは、うちの先代が最後まで毎日会社に通い、毎日デスクに座り、毎

日会社のことだけ頭にあった会社人間でした。どんどん年をとり、体力も衰え、気力も衰

えるのですが、仕事が好きでずっと会社に来ていました。もっと体を動かしたり、運動し

たりすれば長生きできたのではないかと思いました。亡くなった祖父や祖母に感謝してい

る頃、このデイサービスの話を従兄弟から聞き、僕みたいに思っている人が地域に沢山い

るのではないかと思い始めました。全く事例がなかったので、一から私ともう一人でやっ

てきたのですが、去年からやっと損益分岐点を超え少しずつ収益が上がってきました。要

支援ですと、補助金もかなり少なく事業として成り立たせるのはなかなか難しいのですが、

最近思うんです。おじいさんとかおばあさん、育ててくれた方に感謝するのは勿論、地域

の皆さんに支えられて僕達は生かされていると。そういう感謝の気持ちがとても大事だと

気づいたのがこのデイサービスを初めてからです。お年寄りも少しずつ元気になり卒業し

て行きます。そんなに儲かるわけではありませんが、毎日晴れやかになる機会をもらって

いるなというのが正直なところです。 
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私のような若輩者が皆様の前で話すことなどありませんので、とりあえず、最近感じた

ことの中から『感謝する気持ち』をこの場を借りて皆さんにお伝えできればと思い話をさ

せていただきました。今後とも頑張っていきますので、皆さん、お力添えをお願いいたし

ます。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

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 (金) 月初め例会 第４回理事・役員会 

１０日 (金) 通常例会 職業奉仕例会 卓話 橘 昌孝 会員  

入会式 日本空港ビルディング（株）総支配人 鈴木敏道氏 

１５日 (水) ＩＭ 点鐘 １４：００ 場所 日航ホテル成田 

１６～１８日 (木)～(土) 親睦旅行 知多半島、伊勢神宮方面 24 名参加予定 

２４日 (金) 通常例会 ロータリー誕生の歴史(VTR 視聴)松田泰長会長 

３１日 (金) 通常例会 卓話 後藤 敦 会員 

１１月の予定  

７日 (金) 月初め例会 第５回理事・役員会   卓話 小坂 裕巳 会員 

１４日 (金) 新入会員歓迎会 17：00～研修セミナー 18:30 点鐘 於：米屋観光センター 

２１日 (金) 通常例会 米山・ロータリー財団例会 卓話 ムンク・バトさん 

２８日 (金) 通常例会 会員卓話 

２．ホームミーティングの件 

１月予定  グループ分けは会長・幹事一任                               承認 

３．クラブ旗作成の件 

３２，４００円 新ロゴマークで作成                                  承諾 

４．平成２６年度協賛会費の件（商工会議所 観光協会） 

５０，０００円                                            承認 

５．成田交通安全協会 平成２６年度協賛会費の件 １０，０００円                    承認 

６．新会員の件 

日本空港ビルデング株式会社 成田営業所 総支配人 鈴木 敏道 氏 

株式会社 斉藤設備 齊藤 三智夫 氏                                 承認 

７．その他  

・親睦旅行会費について 

一人１２０，０００円、ただし一人部屋割増金２泊分（２５，０００円）                 承認 

・印旛沼クリーンハイキングについて 

北須賀 甚兵衛公園 １０月１９日（日）受付担当 参加者の受付を行い、ゴミ袋とプログラムの配布 ８:００集合 

参加予定者 平野、小川、遠藤ご夫婦、石川、神﨑、矢島各会員  

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、佐瀬 和年、遠藤 英一、設楽 正行、石川 憲弘 

小柳 政和、小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加、長原 正夫

佐久間 高直、吉田 稔 各会員 

９月５日 第４回理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４１ ２２ ６５．０８％ ８４．１２％ 

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 

 


