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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2721回例会 平成 28年 10 月 7日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   香取 竜也 サブリーダー 

先月の出席率は 72.44％でした。今月は親睦旅行などありますので、是非メーキャップを

お願いいたします。そして、来ていただいた時には、レストランをご利用いただければと

思います。 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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      堀口 路加 会員 

◇ お客様紹介   

日本航空株式会社 成田空港支店 支店長 石橋 正二郎 様 

アサノスポーツプラザ  浅野 有信 様 

米山記念奨学生 シ イーチェン さん 

 

◇ 結婚祝い 

橘昌孝会員 S41.10.16（預）、日暮俊久会員 S47.10.19 

飯田正雄会員 S49.10.1、佐久間高直会員 S49.10.9 

諸岡靖彦会員 S49.10.17（預）、長原正夫会員 S51.10.30、

角田幸弘会員 H1.10.29、小岩井学会員 H8.10.20 

【欠席】 

小泉英夫会員 S50.10.15、大塚洋会員 S60.10.26 

◇ 誕生祝い 

諸岡靖彦会員Ｓ22.10.14（預）、日暮俊久会員Ｓ22.10.19 

深堀伸之会員Ｓ26.10.30、村嶋隆美会員Ｓ28.10.10 

【欠席】 

藤﨑壽路会員Ｓ24.10.1、菊地貴会員Ｓ42.10.25 
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◇ ニコニコボックス 

佐瀬 和年 会員：橘会員の代理で「ニコニコ」させていただきます。

10 月 16 日は結婚記念日です。クラブから、お祝いの品も戴いており

ます。今回の記念日は、結婚 50 周年「金婚式」の記念でもあります

ので、その想いも加えて「ニコニコ」させて戴きます。 

 

石橋 菊太郎 会員：創立 56 年、会長経験者が 53 人、退会他界など

で現在パスト会長 15 人、昨年度からパスト会長会も発足いたしまし

て、夕べは 15 人のうち 12 人の方に菊屋にお集まり頂きました。今年

度、次年度、次次年度、未来に向けた充実した会議になりました。 

 

村嶋 隆美 会員：お手元にチラシを配らせて頂きました。介護職員

不足が慢性的になっておりまして、こういう大きなチラシを折り込み

で配布させていただきます。これについてお願いです。厚生労働省も

2025 年には 38 万人の介護職員が不足すると推測しております。この

辺の地域におきましてもかなり不足しております。こういう現状を皆

様にご理解頂いた上で、玲光苑の職員不足につきましてもご協力頂ければと思います。市

内三箇所ございますが、知人の方などいらっしゃいましたら、どこでも勤務できますので

ご紹介いただけばと思います、 

 

吉田 稔 会員：明日から沖縄へ親睦旅行ですが、９日が次女の結婚

式なので参加できません。参加される皆様、お気をつけて行ってきて

ください。 

昨日、成田空港貨物地区で開催された、「第２回成田国際空港貨物地

区フォークリフト＆パレットビルディング競技会」という、航空貨物

業務の技量を競う大会に弊社社員グループが昨年に続き２チーム出場し、内１チームが準

優勝を成し遂げました。この大会は、航空会社の貨物業務を担う代表チームがフォークリ

フト操作や航空輸送に適したパレットビルディング作業の正確性等について日頃の腕前を

競う、職業オリンピック的な大会です。当該メンバーは、日本貨物航空（ＮＣＡ）の業務

に携わっていることからＮＣＡチームとして出場し昨年は３位でしたが、今年は準優勝に

輝きました。受賞した社員にとっても、会社にとっても名誉なことであり次の世代に繋げ

られるように受賞を励みにしていきたくニコニコさせていただきます。 

 

矢島 紀昭 会員：諸岡靖彦会員から誕生日、結婚記念日のニコニコ

をお預かりしてきました。 

 

佐藤 英雄 会員：今月のロータリーの友 38 ページに「蘇れ高田松

原チャリティーコンサート」ということで直前会長の佐瀬さんのお名

前で記事が掲載されています。コンサートに対しまして皆様のご厚情

に感謝いたします。 
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浅野 正博 会員：先日、石川会長から浅野君の幼稚園には何人くら

い園児がいるんだと聞かれ 300 人ですと言いましたら、一昨日、石川

物産からダンボールが五箱届きまして、中にはうなり君のブロックが

入っていました。明日運動会なのですが、お土産の中に詰めさせてい

ただき配布したいと思っております。ありがとうございました。 

 

石川 憲弘 会員：私のところの商品が余っていたものですから、差

し上げた次第です。有効に活用して頂き嬉しく思います。 

 

久米 剛 会員：今日、ポストの方にちらしを入れさ

せていただきました。先般、桑田研究会バンドのイベ

ントの際に大変皆様にご好評で、第二弾です。青木隆

治のディナーショーとおせちの宣伝です。いずれも会

員の方は 10%OFF にて承ります。 

 

◇ 入会式 

ローソン かおり（ローソン かおり）会員  

千葉県税理士会成田支部 幹事 総務部副部長 

推薦人 石川 憲弘会員、高橋 晋 会員 

顧 問 遠藤 英一 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会  

        プログラム 担当 

      Ｓ．Ａ．Ａ． 

職業分類  税理士 

只今ご紹介に預かりました税理士、行政書士のローソンと申します。成田市公津の杜に事

務所を構えております。この度は、税理士会でお世話になっております遠藤先生と大学の

先輩である高橋先輩の方からご推薦をいただきまして成田ロータリークラブに入会するこ

とが出来ました。また石川会長にも私の事務所まで来ていただきまして、皆様には本当に

感謝しております。私は栃木県出身で時々お話をしておりますと訛りが出てしまうかもし

れませんが、成田に嫁いで 14 年になります。大好きな成田で、成田ロータリークラブに微

力ながらもお役に立てればと思っております。皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

いいたします。 

 

高根 完（たかね かん）会員 社会福祉法人 徳栄会 

推薦人 石川 憲弘 会員、高橋 晋 会員 

顧 問 喜久川 登 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会  

        クラブ会報 担当 

      奉仕プロジェクト委員会 

      青少年奉仕 担当 
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職業分類  介護施設 

この度は高橋先生の推薦を頂きまして、ロータリークラブに入会させていただきました。

入会前に石川会長に事業所に足を運んで頂きまして大変感謝しております。高橋先生のご

紹介にもありましたが、父、高根宏は高根病院の院長をしておりまして、以前は他の地域

のロータリークラブに入会しておりました。この度はご縁がありまして、成田ロータリー

クラブのような歴史のあるクラブに入会させていただき感謝しております。まだまだ経験

もありませんが、皆様にはご指導して頂き人間力を高めて頑張っていきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

９月１６日の大成会かしの木園支援例会には、沢山の会員の

方に出席いただきましてありがとうございました。園の人達

より「ありがとうございました。大切に使います」というメ

ッセージをいただきました。出席していただいた皆様に何か

感じていただけるものがありましたら幸いでございます。 

今日の会長挨拶は私事ですが、遠山地区民生委員を仰せ付か

っております。私の担当地区は、久米、馬場、山之作、一部

吉倉です。敬老の日９月１９日成田市より預かりました敬老祝い金を当事者にお届けする

ためアパートを数回訪ねましたが、ある７７歳の方に会えませんでした。そこで大家さん

に尋ねましたら「石川さんもう１５年も前に引っ越しました」と言うことでした。その方

は住民票を移さないで引っ越したと思いますが、私はどう考えても成田市の対応が納得で

きません。違う人が住んでいる、１５年も市で知らない、皆さんはどう思いますでしょう

か。総務省によりますと６５歳以上の高齢者人口は、昨年より７３万人増しの３４６１万

人で、過去最高を更新したそうです。１０年後、２０年後を考えるとゾッとします。先日、

インターネット上にショッキングな記事が載っていました。朝日新聞記者の寄稿でしたが、

皆様は「２０２５年問題」という言葉をご存じだと思います。私を含む団塊の世代がすべ

て７５歳以上となり、医療と介護が追い付かなくなる近未来の問題です。今でも高齢者の

救急搬送はスムーズに受け入れられない傾向にありますが、このままいきますと２０３０

年には約４７万人が病院や介護施設に入れないことはもとより、訪問診療をしてくれる在

宅医や介護人材の不足で自宅介護もままならず、病院でも自宅でも死ねない「死に場所難

民」になってしまうというのです。行政、医師会、病院が一体となり、自治体、さらに地

域間の意識差を縮め、この問題に立ち向かう小さな「芽」を出すこと。そして、この「芽」

から「木」を育てていくことを国民全体で小さくてもいいから、今、行動を起こすことが

必要なのだと痛感させられました。私もどんな「芽」が良いか考えて、目出しをしたいと

思いました。朝日新聞出版より『日本で死ぬということ』という本にまとめられ刊行され

ています。ぜひ一読されてはいかがでしょうか。この問題は待ったなしで目前に迫ってい

ますし、私たちの問題でもありますので。 
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◇ 地区大会表彰 

＜クラブ表彰＞ 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団恒久基金 寄付優秀クラブ 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 普通寄付優秀クラブ 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 個人平均寄付額優秀クラブ 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 功労クラブ 

＜個人表彰＞ 

・30 年以上 100％出席ﾛｰﾀﾘｱﾝ 豊田 磐 会員 

・長寿ロータリアン  山崎 義人 会員 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ  平山 秀樹 会員 

・ﾛｰﾀﾘｰ米山ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ  日暮 俊久 会員 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 奨学金授与 

米山記念奨学生 シ イーチェンさん 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ管理運営委員会  矢島 紀昭 委員長 

明日、親睦旅行の集合時間の確認です。成田空港第三ターミナル、

バニラ航空カウンター8 時。参加される方は時間と場所をお間違

えないようにお願いいたします。 

 

・公共イメージ委員会   長原 正夫 委員長 

先ほど佐藤会員が紹介されましたので省略いたします。 

ロータリーの友 38 ページ高田松原のチャリティーコンサートの

記事、是非お読みください。 

 

・米山記念奨学   堀口 路加 リーダー 

設楽会員、日暮会員、平山会員、小寺会員にそれぞれ 10 万円の寄

付を米山に頂きました。また、10 月は米山月間です。10 月 28 日

イーチェンに卓話をしていただく予定ですので楽しみにおいでに

なってください。最後に、本日、皆様のボックスに米山記念奨学

のパンフレットが入れてありますが、成田はいつも 2790 地区で特

別寄付が最も多いクラブです。2015-16 年度は 15 億 7,738 万円、12 年ぶりに 15 億超とな

りました。2016 年度は 124 の国と地域から 750 人、来年 4 月からは 780 人を受け入れる

ことになっております。 

 

 



 6 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・大成会よりお礼の手紙 

・週報 佐原ロータリークラブ 

・活動計画書 佐原ロータリークラブ 

・成田市社会福祉協議会だより 福祉なりた NO.120 

・成田市国際交流協会 NEWSLETTER NO.208 

・ロータリー財団より経済と地域社会の発展月間 リソースのご案内 

・地区フェローシップ委員会より RMCC2790（二輪同好会）ツーリングのご案内 

・分区主催・ロータリー情報研修会の開催について 

・ガバナーより地区大会のお礼  

≪連絡≫ 

・10月のレート １０２円 

・11月 20日、ボーイスカウト交流会が行われます。 

・例会終了後、役員、理事会が“ひよどり”で行われます。 

・現在会員 66 名 

・来週は旅行で休会です。 

 

◇ 卓話   

～～～拍手とは、いったい何か？～～～ 
アサノスポーツプラザ 浅野 有信 様 

皆さん、健康ですか？元気ですか？ 

健康診断はありますが元気診断はないですよね？ 

元気の無い人に元気の出し方を教えます。 

軽く手を握って、グーパー、グーパー、グーパー、グーパー 

ぐるぐるぱ～・・・・・ 

皆さん、笑いましたよね？笑うっていうことが大事なんです！ 

元気になるんです！ 

立ってワハハハと笑うだけです。 

 

笑いと大事なのが拍手なんです！ 

拍手には、実は、様々な意味や効果が存在しています。今回は、それについてお話します。 

まず、原理的に拍手した時、何が起こっているのか？ 

人間の右手はプラスで、N 極で、陽です。N 極ですからエネルギーを放射します。 

左手はマイナスで、S 極で、陰です。S 極ですからエネルギーを吸引します。拍手すると、

つまり手を叩くと、プラスとマイナスがスパークします。この時、エネルギーが飛び散り

ます。これが、調和のエネルギーであり、光エネルギーであり、愛です。 

ですから、人がスピーチした後や、演奏や舞台の後、運動会で応援する時など、素晴らし

かった時、感激した時、感謝したい時、応援したい時に、人は拍手するのです。 

スタンディング・オベーションとは、最大級の賛辞ですから拍手します。拍手することで、
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エネルギーを与えてくれた人、エネルギーを提供してくれた人に対して、今度は自分から

提供者にエネルギーを与えているのです。提供しているのです。この拍手のエネルギーが、

愛なのです。 

愛とは、宇宙の根源的なエネルギーなのです。右手と左手の手の平を合わせると、真ん中

はゼロ・ポイント、ニュートラルポイントとなり、中性となります。調和・バランスされ

るからです。この時、光エネルギーが発生します。愛が発生します。 

日本では、祈りのポーズは合掌です。これは、神道も仏教も同じです。日本以外の世界各

国、どの民族も祈りのポーズは合掌です。必ず手の平を合わせます。これは、神、宇宙、

大自然は中性、完全調和、完全バランスであり、愛である、という意味なのです。 

拍手をすればするほど、愛のエネルギーが発生します。ですから、最大級の感謝のエネル

ギーを送る時、必ず、スタンディングオベーションとなり、その拍手は鳴りやまないので

す。それは最大級の愛のエネルギーを送り続けているのです。拍手には、いっぺんに場の

空気を変える力があります。愛のエネルギー、調和のエネルギーだからです。 

神道で、神主さんが神事の時、拍手を打つのはこの為です。ですから、何か場の空気、場

のエネルギーを変えたい時、拍手をするといっぺんに場のエネルギーが変化します。 

私は、2 歳の息子が歩道を走っていて、よく躓いてこけるので、その時、すぐ立たせてパ

チン、パチンと 2 回拍手をさせます。すると、子供は不思議と泣かないものです。 

今では、転んでもほとんど泣きません。ニュートラル状態の表情をしています。そして、

必ず、パチン、パチンと拍手を打つのです。天使達（子供達）には、幼稚園の送り迎えで、

行きも帰りも必ず同級生やその保護者であるお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんとハ

イタッチをさせています。園長先生ともハイタッチします。最近では、学年が違う子とも

すれ違い時にハイタッチさせる時もあります。こうすることで、愛が発生するからです。

（エネルギーの交換にもなります）。 

あなたは、意識的に拍手をすることで、簡単に場の雰囲気を変えることができるのです。

たった数回、拍手をするだけであなたは愛のエネルギーを放射することができるわけです。 

あなたが、愛の波動に包まれることを心から祝福いたします。あなたに感謝しております。

無条件の愛のもとに。                  【kazuhiro sagawa】 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 
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第 5 回役員・理事会 

 

１．１０、１１月の例会及び事業、行事計画の確認 

10 月の予定  

７日 (金) 月初例会 第 5 回役員・理事会 卓話：ワハハ体操 浅野様 

8 日～10 日 (土)～(日) 親睦旅行 沖縄 

１４日 (金) 休会 親睦旅行振替（定款第 8 条第 1 節） 

２１日 (金) 通常例会 卓話：特別月間卓話 Saito 様 

２８日 (金) 通常例会 米山委員会卓話 シ イーチェンさん 

11 月の予定  

４日 (金) 月初例会 第 6 回役員・理事会 入会式予定 
成田高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ国外研修挨拶 

１１日 (金) 通常例会 卓話：小川 賢 会員 

 １８日 (金) 移動例会 卓話：全日空株式会社 山本様 

 ２５日 (金) 通常例会  

※11 月 10 日（木）会長・幹事会（分区） 
11 月 20 日（日）ボーイスカウト交流会 
11 月 24 日（木）ゴルフコンペ（分区）                         承認 

２．ロータリー情報研修会日程変更の件 
12 月 4 日（日）→12 月 2 日（金）ラディソンホテル                    承認 
３．新会員候補の件 
日本航空成田空港支店長  石橋 正二郎 氏（いしばし しょうじろう） 
有限会社土井商事 代表取締役  土井 豊彦 氏（どい とよひこ） 
株式会社ボンベルタ 代表取締役社長 谷 直知 氏（たに なおとも）           承認 
４．成田国際交流コンサート（10/23）協賛以来の件   
1 万円                                         承認 
５．交通安全協会 協賛会費の件 
1 万円                                         承認 
６．平成 28 年度優良従業員表彰実施に伴う協賛について 
協賛金                                    50,000 円 承認 
７．その他 
・在籍会員数報告（６６名）     
・１０月のレート １０２円／ドル   
・卓話講師依頼について 
 １２月０８日（木）千葉若潮 RC → 諸岡会員 
・レターボックスアクリル板交換修理 
稲垣興業 見積金額 69,876 円（次年度新規購入予定）                  承認 

 

※クールビズは 10/28（金）で終了となります。 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

浅野 正博 会員 10 月 2～3日 地区米山記念奨学生研修旅行 

石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、成田 温、神﨑 誠 

松田 泰長、高橋 正、高橋 晋、齊藤 三智夫、長原 正夫 

小宮山 四郎 各会員 

10 月 7日 第 5回役員・理事会 

  

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％ ７１．４３％ 

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 

 


