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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 2630 回例会 平成 26 年 10 月 31 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      近藤 博貴 会員 
◇ お客様 

成田高等学校インターアクトクラブ 

飯田 沙矢 様、会田 みなみ 様 

土屋 舞加 様、木内 優歩 様 

 

◇ ニコニコボックス 

渡辺 孝 会員：『ＲＯＫＵ』というフリーマガジン 10月号の「元気の源」
で紹介されました。酒々井の方から訪ねて買いに来て下さったり、施設に
入られている 80 歳のお婆さんからお手紙を頂戴したり反響の大きさに驚
いております。 

 
小宮山 四郎 会員：中学の同級会で越後湯沢に行ってきました。待ち
時間がありましたので、近くで例会が開催されておりました第 2560 地区
雪国魚沼ロータリークラブでメーキャップしてきました。会員は 23 名、
出席されていたのは 7名、クラブによって活動の仕方は色々だなと思いま
した。ユニークなのは、ロータリーソングが終わ
ると握手の時間というのがありました。出席して
いる会員全員と握手をするんです。うちのクラブ

ではやりたくても不可能です。そして私がメーキャップしたとい
うことで全員がニコニコしてくれました。出先で例会を探してメ
ーキャップするのも楽しいものだなと思いました。バナー交換も
してきました。 

 

石橋 菊太郎 会員：ラ・シェーヌ・デ・ロティスールという会に入って

おりますが、仙台で総会でした。1983 年物のシャトー・ディケムという

貴腐ワインをいただきました。160 人くらいの会員に 3 ダース 36 本出ま

した。ワインというより葡萄ジュースのようで大変美味しかったです。 

 

大澤 浩一 会員：いつも本校、本校インターアクトクラブを応援して

いただきありがとうございます。今日は生徒 4人連れてきました。国外研

修ということで台湾へ 11 月初旬に参ります。今日はお世話になることに

感謝してニコニコします。 

 
設楽 正行 会員：大澤先生の件に関し、担当委員会委員長として、ニ
コニコいたします。 
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平山 秀樹 会員：父、平山金吾会員の本がＰＨＰ研究所より出版され

ました。「わが志を語る」という本です。この本まるまる一冊ならすご
いのですが、実際には見開きの２ページです。２７０ページに掲載され
ています。題して「家訓を頑なに守る経営」です。これまでの父の生き
様が凝縮した文章です。私の曾祖父、金吉の「家訓」を父は時に励みに、

時に戒めにして生きてきました。会社の経営でも、家族を育てていく上でも、
家訓を誇りにしてきた父の人生の想いがこもっています。ぜひみなさまに差
し上げたいと父が申しております。来週になりますが、成田ロータリークラ

ブ会員のみなさまに送らせていただきます。どうかお納めください。 
 肝心の父ですが、このところロータリーに出席できておらず、みなさまに
はご心配をおかけしております。船に乗ったり、海外に行ったり、尺八の発

表会に出たりと少しい頑張り過ぎまして、体力を落とし療養しております。みなさまには
くれぐれも宜しくと言付かっております。一日も早くロータリーの活動に復帰できるよう、
家族ともども養生に励んでおります。しばらく安静が必要なので、静かに見守っていただ
ければ幸いです。 
（11 月の第一例会で「にこにこ」するつもりでしたが、出席できないことを例会後に気づいたため追記させていただきます） 

 先日、「ロータリーの友」事務局より私の原稿が 11 月号の「友愛の広場」に掲載される
との連絡がありました。これは、「ロータリーに輝きを」のテーマに関連してゲイリー・ホ
ァン RI 会長が発せられたメッセージが、父が私の社長就任時に
送ってくれた言葉と重なるという想いをまとめた文章です。父の
想いと友情の継承をロータリーの活動を通して実現できた現在
進行形の結果でもあります。「友のいない生活は、太陽のない生
活のようなものである」というホァン RI 会長の言葉は、そのま

ま私たち親子の成田ロータリークラブでの「友」にあてはまりま
す。今回の掲載はみなさまのお陰です。これまでいただいた友情、
友愛にこころから感謝申し上げます。なにぶん若輩でございます。
なにとぞこれからもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。あ
りがとうございます。 

 

成田 温 会員：長男に娘が生まれました。10 月 13 日、予定日通り

の出産となりました。 

 
 
◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、朝夕肌寒くなってきましたが体調管理

には気をつけてください。 

本日は成田高校インターアクトクラブから、国外研修に参

加される 4 名が見えております。今回は台湾とのことですが

もう出発の準備は済みましたか？どうか有意義な交流を楽し

んで来て下さい。クラブから餞別と先方クラブへのバナーを

お渡しします。地区委員の補佐という形で石橋会員が同行さ

れます。よろしくお願いします。 

10月最後の例会となりますが、今月は「職業奉仕月間」と

日本独特の「米山月間」でした、当クラブとしては、委員会構成が米山とロータリー財団

が一緒で有ることから、米山は 11月のロータリー財団と併せた月間としています。 

11 月 14 日に開催されるクラブ研修セミナーのテーマ「私の職業奉仕の実践／私の職業の

目標、魅力」の叩き台として、10日には橘会員から卓話をしていただきました。14日の参
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加が今ひとつ少ないようです。どうか調整を付けての参加をお願いします。 

私たちは多くの機会に「職業奉仕」のお話しを聞いてきました。壇上に立たれる方はこ

のテーマについて何十回となくお話しをする間に、簡単である「職業奉仕」を深く掘りさ

げてしまい難解なものにしてしまいました。先ずご自分の仕事に 4 つのテストを照らして

みることから始めて見てください。今日はこの後、地区職業奉仕セミナーに参加していた

だいた小川会員からセミナーで熱く語り合ったものを報告していただきます。 

 

◇ 表 彰 

米山功労者第 8回マルチプル  石川 憲弘 会員 

ポールハリスフェロー3回目  松田 泰長 会長 

（ポリオプラス） 

 

◇ 餞 別 

今回はこのような素晴らしい例会にお招きいた

だきありがとうございます。この経験をいかし、

私たちは台湾の文化とインターアクトメンバー

との交流を深め素晴らしい経験をして日本に帰

って来たいと思います。 

 
◇ 委員会報告 

・職業奉仕    

２０１４－１５年度職業奉仕セミナーに出席して 

職業奉仕委員会サブリーダー 

小 川  賢 

 １０月１８日（土）午前１０時から、千葉市センシティタワー２３階で表記の職業奉仕

セミナーが開催されました。当日は成田クラブの親睦旅行でしたので，諸岡リーダーから

代理出席するよう依頼されました。ただ職業奉仕委員の集まりと思い出席しましたら、当

日の出席者は、各クラブ会長・幹事・職業奉仕委員長で１７０名、１７のテーブルに１０

人宛、プログラムは、宇佐見ガバナー挨拶、地区職業奉仕委員長挨拶のあと、本日皆さん

に意見交換、協議いただきたい内容として次の三点が提案されました。 

 １ 職業奉仕委員会は何をする委員会？考えて何が浮かんできますか。 

 ２ 職業奉仕の実際の展開方法は？どうしたらいいと思いますか。 

 ３ あなたにとって職業奉仕委員会は必要だと思いますか。 

テーブルごとにマスター1 名が指名され１時間にわたり意見交換しました。 

 

１０月号のガバナー月信に、「今月は職業奉仕と米山月間です。そこで今月は会長の皆

様にお願いがあります。それは心を穏やかにして充分な時間をかけゆっくりと決議２３－

３４をお読み頂きたいのです。ご存じの様にいわゆる「決議２３－３４」は正式には「社

会奉仕に関する１９２３年の声明」と呼ばれ、職業奉仕とは別物のように思えますが私は

この条文の中に、私たちロータリアンの取るべき姿勢、即ちロータリーがロータリーであ

る根源の「職業奉仕」が織り込められていると考えています。」と述べられ決議２３－２

４（社会奉仕に関する１９２３年の声明）が同封されていました。 
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その中で、本来のロータリークラブは、事業および専門職

務に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受け

入れ、実行することを目指している人々の集まりであると述

べています。そして「原点回帰」を合言葉にＤＬＰの確立と

ＣＬＰの位置づけを明確にするとしています。 

１時間の討議内容は省略しますが、ガバナーが講評として

述べたことは、1 業種５名はロータリーを弱める結果となる、

１業種１名を守ろう。職業奉仕は、ロータリーだけが委員会を構成している。現在のロー

タリーは、入会が甘い、出席が緩い、２０１５年の手続き要覧に訂正案・決議案を出しま

しょうと述べられました。 

成田クラブが２００６～０７にＣＬＰの大議論を行い、２００７～０８に実施できたこ

とを思い出し、今、ガバナーがロータリーの原点を訪ね、継続すべきことと変えなければ

ならないことを真剣に訴えられた会議だと感じました。 

 

・クラブ研修委員会  遠藤 英一 委員長 

本日例会終了後、孔雀の間でクラブ研修、奉仕プロジェクト、クラブ

管理運営の合同委員会が開催されます。ご出席、よろしくお願い致し

ます。 

 

・医療情報   橘 昌孝 会員 

少しずつ寒さがまし、インフルエンザの季節になってまいりました。

今日から皆さんに医療情報をお伝えしていきたいと思います。先々週、

1週間でインフルエンザ感染者は 1名、先週は 16名、これからどんど

ん増えて行くと思われます。成田市の場合、65歳以上は千円の自費で

予防注射を受けられますので、早めに対処してください。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

・市原中央ＲＣ事務局 住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ番号変更のお知らせ 

・成田ＣＲＣ １１月例会変更のお知らせ 

・Ｒレート １０月 １ドル＝１０６円 

・「ジャパンロータリーデーⅡ ＩＮ 東京」開催のご案内 2015/2/4（水） 

・スマイルニュース第４０号 11/22開催 デーのご案内 

      スペシャルオリンピックス東京・千葉 

・第３回スポーツフェスティバル協賛について（お礼、タオル１枚） 

・平成２６年度 第２回空港周辺道路美化活動の実施について（依頼） 

 12/9（火） なりた環境ネットワーク 

・ＲＯＫＵ１２月号 元気の源 渡辺孝さん 

・クラブ研修他 今後の予定 出欠について 
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◇ 卓話 

 

人気ホテルそしてＩＨＧについて 
後藤 敦 会員 

（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 総支配人） 

7 月中旬に入会させていただき、早いもので 3 ヶ月。緊張して

おりますがよろしくお願いします。私はホテル業を始めて 35 年

ほど経過しました。今はインターネットの世界で、ホテルもネッ

トによって予約が成立します。ネットは良いも悪いも含め口コミ

に大きく左右される時代です。皆様の方がよくご存知で使ってい

らっしゃるかと思いますが、今日はメインの話として世界一番の

口コミサイトである“トリップアドバイザー”というサイトでの、昨年の年間ランキング 

ベストホテルトップ 20 の紹介、後半は週刊ダイヤモンドによる日本のホテルトップ 20、

最後にＩＨＧのグループについてお話させていただきたいと思います。 

“トリップアドバイザー”はアメリカで発達した口コミサイトで、投稿者 2億 6千万人。

上位 20ホテル名とサイトに書き込まれていたユーザーの言葉を紹介いたします。 

 

20位 リッチモンドホテル成田 

機能的な客室が大人気、空港への無料送迎バスは、予約制で安心。 

19位 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル  

外国のビジネスマンから圧倒的な支持 極上の空間美、機能美 

18位 帝国ホテル  

日本を代表するホテル、感動を約束するホテル、真似できない風格。 

17位 ホテル日航プリンセス京都  

まず思ったのは、スタッフの方々の笑顔。とても落ち着きました。部屋のクオリティ、美

しさ、エアーウィーヴ、すべて満足！ 

16位 グランドハイアット東京  

六本木ヒルズ内にあるホテルで、周辺の雰囲気に合わせモダンでラグジュアリー。ハイア

ットブランド。 

15位 フレイザーレジデンス南海大阪  

キッチンと洗濯機がついているので、長期滞在には便利。南海なんばのイルミネーション

がきれいに見えました。 

14位 JRタワーホテル日航札幌  

部屋、スパ、朝食会場のいずれも眺望に優れている。JR札幌駅直結で利便性は最高。 

13位 ザ・プリンスパークタワー東京 

東京タワーと増上寺がすぐそこ。綺麗です。宴会場はキレイで、広くて、天井がとても高

い。 

12位 潮騒の宿 晴海 

大分の最高級旅館。おもてなしの心を感じました。食事は和食ベースで、どれも大変美味

しく、お魚は新鮮で、今まで泊まった温泉旅館の中でダントツでした。 
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11位 ホテル ラ・スイート神戸 ハーバーランド 

とっておきの記念日に。まさにスモールラグジュアリー。 

10位 コンラッド東京 

ヒルトンブランドの最高峰。モダン＆スタイリッシュな内装。 

日常を完全に消し去ってくれるロケーション。遮るもののないベイエリアの夜景が素晴ら

しい。 

9位 ザ・ペニシュラ東京 

場所も良くお部屋のカテゴリーによっては望遠鏡があります。高級感あふれる室内 

ロールスロイスでの送迎あり。 

8位 セントレジスホテル大阪 

スターウッド最高峰のホテルだけあり、センスが良く、サービスも良かったです。チェッ

クイン時にポーターとは別にバトラーが部屋に同行し、お茶を淹れてくれたり、クッキー

を出してくれました。 

7位 白馬スプリングスホテル 

八方尾根スキー場へ行く際はおすすめ。スローライフ満喫できました。 

6位 ホテル龍名館 東京 

東京駅八重洲口を出てすぐ。アクセスも良いし、朝食の和食ブッフェが美味しい 

5位 マンダリン・オリエンタル東京 

日本のホテルならではの極上のサービスとホスポタリティを、外国人についつい自慢した

くなってしまいます。 

4位 ザ・キャピタルホテル 東急 

全体的に控えめな華やかさがあり、さりげなく気遣う日本のホスピタリティを体験できま

す。 

3位 シャングリラホテル東京 

接客のよさ、朝食のおいしさで選びました。東京駅直結なので、便利です。シャングリラ

さんなので、チャイナ服風のドレスのスタッフさんが丁寧にサービスしてくださいます。 

2位 フォーシーズンズホテル丸の内東京 

都心の隠れ家オアシス、非日常を演出するのにいいホテルだと思います。 

1位 パークハイアット東京 

優美で静かで、シンプルでありながらクリエイティブ。そして見事な眺望。まるで別世界

にいるかのような気分に浸れます。 

特記すべきはロビーです。混雑もなく静かで、客が行列を作って立ったまま待っているこ

ともありません。 

 

≪宿泊者 1万人調査による日本のベストホテル ＴＯＰ２０ 週刊ダイヤモンド調べ≫ 

 

20位 フォーシーズンズホテル椿山荘 

19位 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 

18位 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 

17位 ディズニーアンバサダーホテル 

16位 ウェスティンホテル東京 
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15位 ザ・ブセナテラス 

14位 ラビスタ函館ベイ 

13位 横浜グランド インターコンチネンタルホテル 

12位 横浜ロイヤルパークホテル 

11位 札幌グランドホテル 

10位 品川プリンスホテル 

9位 ホテル日航アリビラ 

8位 名古屋マリオットアソシアホテル 

7位 帝国ホテル東京 

6位 ザ・リッツ・カールトン大阪 

5位 ＪＲタワーホテル日航札幌 

4位 東京ディズニーランド 

3位 ヒルトン東京ベイ 

2位 リーガロイヤルホテル 

1位 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 

 

ＩＨＧ・ＡＮＡ・ホテルズグループジャパン 

【日本での事業概要】 

ＩＨＧ・ＡＮＡ・ホテルズグループジャパンは、2006 年 12 月 1 日に、世界有数のホテル

グループであるＩＨＧと、ＡＮＡの業務提携により設立されたジョイントベンチャー会社

で、国内で 32のホテル、9,500室以上の客室を展開する日本最大のインターナショナルな

ホテル運営会社です。 

現在、国内で７軒のインターコンチネンタル、17軒のＡＮＡクラウンプラザホテルのほか、

ホリデイ・イン、ＡＮＡホテルを展開しています。2014年春にはＡＮＡクラウンプラザホ

テル稚内、ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ、ＡＮＡホリデイ・イン札幌す

すきの、ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイが誕生しました。 

 

営業中のホテル／客室数 

４，７３２ホテル（全世界）  ６９３，０７２室（全世界） 

開発中のホテル／客室数 

１，１７５ホテル（全世界）  １８６，５３４室（全世界） 

（2014年 6月 30日現在） 

 
詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.ihgrewardsclub.com 

www.ihgpic.com 

 

 

http://www.ihgrewardsclub.com/
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ＩＨＧ 
【概要】 

業界初、世界最大のホテル会員プログラムです。会員に多彩な特典やサービスをご提供し

ます。 

ＩＨＧのホテル会員プログラムＩＨＧリワーズク

ラブは、ポイントの獲得ならびに特典・サービス

に幅広い選択肢を提供しています。ＩＨＧリワー

ズクラブの全会員は、ＩＨＧがグローバルに展開

する 9 つのホテルブランドの全てのホテルでイン

ターネットの無料接続がご利用いただけます。 

さらに、ＩＨＧリワーズクラブ会員がインターコ

ンチネンタルホテルズ＆リゾーツのホテルに宿泊

した場合は、お支払１アメリカドル毎に１０ポイントを獲得できる、金額連動方式でポイ

ントが獲得できます。 

 

最後に外国人の旅行者が 1000 万人超えたそうです。今年は 1200 万人になると発表され

ています。これからオリンピックも開催予定です。どのように進んでいくか微妙ですが、

IR法案、カジノ法案が動いています。2020年以降には日本に対する海外の投資が加速する

のではないかとホテル業界では言われています。 

できることなら、成田ビューホテルさん共々、ホテルトップ 20に来年あたり顔を出した
いと心から思っております。今日は御清聴ありがとうございました。 

 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、遠藤 英一 
諸岡 靖彦、小川 賢、小宮山 四郎、平野 省二 
渡辺 孝、石川 憲弘、設楽 正行、佐藤 英雄 
佐瀬 和年、橘 昌孝、堀口 路加、音花 昭二 
佐久間 高直、吉田 稔、鈴木 信行、松村 里美 
各会員 

10 月 31 日 
クラブ研修委、奉仕 PJ 委、 
クラブ管理運営委  
合同委員会 

佐瀬 和年、佐藤 英雄、諸岡 靖彦 各会員 11 月 2 日 
地区 RLI ディスカッション・
リーダー養成講座 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４１ ２４ ６３．０８％ 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 

 

グローバルのデータ 

８，０６０万人  
全世界の会員数 

180万人  
2014年第 2四半期の新規加入数 

７７０，９３７泊  

2014年第 2四半期の交換された無料宿泊特典 


