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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ ロ ー タ リ ー 財 団 月 間 ～～ 
第 2538 回例会 平成 24 年 11 月 16 日（金） 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ   奉仕の 理想 

◇ 四つ の テ ス ト   本宮 昌則 会員 

◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

小泉 英夫 会員： 11 月 13、14 日と連続でゴルフでした。13 日は観光協会、

14 日は町内会。ゴルフを始めて 20 年ほどですがやっと 100 を切る事ができ

ました。97！商品はハンディークリーナーをいただきました。 
喜久川 登 会員： 昭和 47 年 11 月 25 日に創業し、どうにか 40 年。無事に

この日を迎えられましたことに感謝します。 
大澤 浩一 会員： 先週の日曜日、成田市津富浦“憩いの広場”でボーイス

カウト成田第一団への器具庫の贈呈式が行われました。その後、ゲーム、バ

ーベキューで懇親を深めて参りました。話は変わりますが、11 月 3 日、県の

駅伝予選が行われました。女子はエース不在ではあったものの、4 連覇する

ことができました。東総運動競技場のコースレコードだそうです。11 月 23
日に行われる全国の駅伝に参加いたします。男子も 4 位に入賞し、関東大会

へ出場いたします。皆様の応援 宜しくお願い致します。 
諸岡 靖彦 会員： 昨日、成田市消防本部主催で私が会長を務めております

防火協会が後援して、第３１回自衛消防操法大会が開催されました。市内１

０事業所の自衛消防隊が４人一組で、屋内消火栓を使って消火操法の実技を

競うものです。優勝は成田空港第一、第二ターミナルビルの防災・防火管理

組合のチームが、準優勝は成田山新勝寺でした。私ども米屋は２チーム出場

して、うち１チームが敢闘賞を頂きました。日ごとに寒さが進んできます。各事業所とも

火の元にはご注意ください。 
 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

晩秋深まる中、「放浪記」2000 回を達成し、国民栄誉賞、文化

勲章を受けた、森光子さんが、10 日午後 6 時 37 分、都内の病院

で 92 歳の生涯を静かに眠るように閉じました。我々の見えない所

ではいろいろ数知れない病魔と闘いながら長い間女優の下積み生

活に耐え、世に知られ始めたのが41歳という遅咲きの女優でした。

以来、明るい性格と庶民的なキャラクターで舞台、ドラマ、ワイ

ドショーの司会、と多方面に活躍。国民的女優の座を不動のもの

にし、「日本のお母さん」として多くの人に愛されました。また１人、芸能界の数すくな

い逸材を失いました。ご冥福を祈りたいと思います。 
また、11 月 11 日（日）ＡＭ11:00 より、成田市津富浦「憩いの広場」にボーイスカウ
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ト新キャンプ場が移転することにより、ボーイスカウト 成田第１団に収納庫の寄贈式を

行い、カブスカウト、ボーイスカウトと一緒に、我々成田ロータリークラブ会員１１名も

参加して、ロープの早結び・早解き競争を行い、我々ロータリアンも競争となると真剣な

表情で、久し振りに子供たちとのゲームを楽しんでいました。 
その後、スカウト、指導員、成田ロータリークラブ会員、合わせて６０名強でバーベキ

ュー大会を行い、久し振りに野外でのバーベキューを楽しみました。 
先週の例会でも少し触れましたが今年度、得居ガバナーの、重点目標である職業奉仕の

更なる推進と、新世代奉仕に力を入れるとの方針に、ボーイスカウト活動で子供たちと連

携して一緒に行動をすることによりスカウト活動の理解を深め、青少年健全育成と地域発

展に資する奉仕活動を行い、更にローターアクトの復活に繋げるためには、今年度、単年

で終わる事無く継続支援事業へ出来ればと思います。また、ボーイスカウトも多方面で奉

仕活動を行っております。例えば、昨年３月１１日の東日本大震災、に対する被災地支援

募金活動など、共同で行うことが出来れば素晴しい、双方向の奉仕活動になるのでは、と

考えますので、会員の皆様のご理解とご協力を御願いいたします。 
 
◇ 委員会報告 

・ 親睦委員会（ つ り 同好会）   遠藤 英一 会員 

 日時 12 月 8 日（土） 
集合 Ｕ－シティホテル ＡＭ4:45   
出発 ＡＭ5:00  7:00 出船  13:00 沖上がり 
場所 内房 富津市金谷 
費用 船代６，５００円 （餌代含め 10,000 円あれば十分） 
道具は揃っておりますので、雨合羽、長靴は各自で持参をお願い致します。 
成田到着後、Ｕ－シティホテルで懇親会を予定しております。15 名定員。現在 9 名。 

・ 内規規定委員会   松田 泰長 委員長 

以前、来年 4 月に行われる規定審議会で出席規定が外されそうだとい

うお話をいたしました。地区大会でＲＩ会長代理も特別なプログラム

を盛り込んだ中でこの話をされました。地区全体のクラブの殆どの方

がとんでもない事になる、又は良かったという意見に二分しています。

結論から言いますとＲＩ理事会がこれを取れ下げました。出席規定は

定款から外れません。衰退しているクラブほどがっかりしている印象

を受けました。12 月の年次総会に提出する細則の変更点は皆様に通達

させていただきます。目を通していただいた上で、年次総会への出席をお願い致します。 
 
◇ 幹事報告    石川 憲弘 幹事 

１．先日行われましたボーイスカウト千葉県連盟 成田第一団への収納庫寄贈式 2790 地

区ホームページ「地区内クラブ活動状況」の中で、又ロータリーの友誌へも紹介いただき

ますようお願いするつもりです 
２．多古ロータリークラブより例会日程のお知らせが届いております  
３．国際ロータリー第 2790 地区ガバナー得居様 新世代奉仕委員会委員長 津留様より

「2013 ロータリー世界平和フオーラム広島」登録取りまとめの依頼が届いております  
４．成田コスモポリタンロータリークラブ、富里ロータリークラブより週報が届いており

ます。 
５．次週 23 日（金）は祭日のため休会です 
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クラブ研修委員会 平野 省二 委員長 
クラブ研修セミナー開催にあたって、委員長より開催の趣旨

をお話しします。 
私は今年の春、クラブホームミィテングで皆さんに討議いた

だきまして、皆様の心にためるロータリーの情熱を語って頂き

ました。その中で自分の職業に自信と誇りを持って会社の経

営・ご商売をされていることに感じ入りました。クラブ会員の

中にはご商売を先代、先々代の昔からされている方が何人か居

られます。また、一念発揮され一代で今日の隆盛を果たされた

会員も多く居られます。クラブ会員の皆様は殆ど事業所の代表

又は元代表の方々です。皆様は大事にご商売・事業を続けてこられ、お客様にいかに満足

して頂けるかを追求されて来られたと思います。これこそ職業奉仕であります。今日はク

ラブ研修セミナーを新会員のみならず、クラブ全員の皆さんに今一度ご自分の職業を念頭

に置き、お二人の方に卓話をしていただきます。 後に質疑応答の時間を取りたいと考え

ます。時間がありませんので研修委員長より趣旨の説明を終ります。 
まず、先に今年で創業 113 年を迎えました米屋株式会社 代表取締役社長 諸岡靖彦会

員にお話をいただきます。そのあと、以前にも卓話を頂きました末広産業株式会社 代表

取締役社長 喜久川 登会員にご自身の波乱万丈の人生の続きと不動産業界の内情を、お

話しいただきます。末広産業様には今年で創業 40 年を迎え、益々業績を上げられ業界を先

導するご本人は、地元でも信用第一、誠実なお人柄が今日の隆盛を招いたものと伺われま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
 

「我が事業経営における職業奉仕」 

                         諸岡 靖彦 会員 
クラブ研修セミナーの場に卓話講師としてご指名いただき心よ

り感謝いたします。ロータリーの場で「職業奉仕」という言葉は

しばしば伺いますが、日頃のビジネス活動の場ではあまり意識し

たことはありません。今回ご指名いただいたことで少しはこの職

業奉仕ということについて考えることが出来ました。 
「ロータリーの友」１０月号で、田中作次 RI 会長が＜ロータリ

ー・モメント＞というキィ・ワードについてお話されています。

田中会長は職業奉仕という概念に出会うことによって、ご自身の

ロータリアンとして心に残るロータリーの体験、幸せだと思った

瞬間、感動した体験を得た、ということを語っておられます。私にそれがあったのか、と

考えてみました。私にも＜ロータリー・モメント＞はありました。一昨年度の５０周年記

念式典をやりおせた時、昨年度の映画「エクレール」の映写会に沢山の市民の方々が来て

くださったことなどなどです。私自身の事業経営においても、ロータリーに入会してから

は、ロータリアンとしての意識が、無我夢中でビジネスに取り組んでいた若い頃とは違っ

た人生経験の場を、より豊かなものにしてくれていることを実感しております。 
職業奉仕については、昭和６３年に当クラブ職業奉仕委員会が編集した『私の職業奉仕』

という立派な冊子があります。今回この冊子を拾い読みしましたら、これぞ職業奉仕とい

ク ラ ブ 研修セ ミ ナ ー  
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う文言に出会いました。細矢正雄会員のお書きになったページに、税理士として行政の税

務執行に直面して、納税者の主張に理があれば、税理士として納税者の味方になって行政

に挑戦することは職業の必然であろうと思っている、というくだりに専門家としての誇り

と見識、そこに見事な職業奉仕のあり方が示されていると思いました。また石橋会員のお

父上である石橋雅男・元会員のページには、ロータリーに入会する以前は、自分の事だけ

で精一杯で、奉仕とかサービスなどと云うのは何一つ考えたことはありませんでした‥‥

が、ロータリーに入会してからは私の職業、仕事が奉仕という二字にこんなにも関係深い

とは思いませんでした、と述べておられます。 
我が米屋の場合、創業者である祖父諸岡長蔵の『成田・米屋羊羹店の信條』が職業と実

業人のあり方を示す原点としてあります。人生本来の使命は相互扶助、神人和楽の陽気暮

らしであり、商業の目標は物資交流の仲介である。信用は資金より貴き無形の財産であり、

商売の命である。華実を採るよりまず根を肥やせ。己に薄く他に厚く、余力あれば喜んで

善種を植え、徳を天の御蔵に蓄えよ。こうした徳目は、長蔵が病身の我が身を自分の意志

で＜心を建て替えることによって自得したモメント＞であります。私どもでは、創業者の

思いを原点として、平成元年に、和＋味＝和未（なごみ）をシンボル化して『なごみの理

念』を打ち出しました。社員には＜私たちの心の言葉＞というカードにして日々の行動指

針としております。「羊羹の米屋」という即物的な目標設定から、「なごみの米屋」とい

うメッセージを深く考えて顧客に奉仕する姿勢を示しています。 
ロータリー運動が目指す奉仕の理念に結ばれた職業人が、国際的な理解・親善・平和を

進めてゆくためには、ひとり一人の個人としてのロータリアンがそれぞれの事業の継続性

を日々の営為を通して実現させてゆく努力が必要であります。ロータリーの目的を果たす

ためには、奉仕の二面性（弱者に対する人道的奉仕と、事業の継続性を担保する職業奉仕）

を理解して、私的な領域で当面する＜相手＞それは家族もあれば友人、ビジネスの相手方、

関係先もあるでしょうし、社会という大きな周囲の環境や第三者に対して誠実な生き方で

なければなりません。その倫理チェックが『４つのテスト』なのであります。職業奉仕は

個人の生き方と、ロータリー運動を通じてロータリアンが行動する領域を世界平和にまで

広げてくれる、夢のようなものであると思うのです。 

国際的な理解・親善・平和の 促進

■　Peace  Through  Service
1. 弱者を助ける人道的奉仕 = Service above Self = 超我の 奉仕

社会奉仕、ポリ オ 撲滅の ような国際奉仕

2. 事業の 継続性に つ なが る職業奉仕 =

One Profits Most Who Serves Best

＜最もよく奉仕するもの 、最も多く報いられる＞

■　継続性の原理

①相手の 期待

②私の パ フ ォ ー マ ンス

　（真実・公平・友情）

×二者間の 談合

◎みんなの た め に なる

①＜②
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成田 米屋羊羹店の信條（抜粋） 
 

１．人生本来の使命は享楽ないし財貨の蓄積にあらずして、相互扶助 神人和楽の陽気暮

しを営むにあり。 

２．商業の目標は己の利益を計るにあらずして、物資交流の仲介をなし 世を益するの道

にて、己の活きる道 また栄える道もその中にあり。 

３．時（時間と空間）は神なり。時間の尊重。時刻の行なわれざれるは その責め主宰者

なり。但し一般の都合よき時刻を定めて必ず実行すること。 

４．信用は資金より貴き無形の財産にて、商売の命なり。信用保持のためには犠牲を惜し

むな。支払いの迅速、約束の厳守は 信用の基礎なり。 

５．元方（問屋または製造家）を尊重せよ。元方あっての営業である。買ってやるのでは

なく、売っていただくのである。元方にも普通の利潤を得て頂け。みだりに値段を押

すのは愚かなり。但し誠意と真剣味がなければ取引停止も止むを得ず。事務員、工員

は元方に準じて優遇する。 

６．顧客は商売の目標にて最大の恩人なり。誠心誠意を尽くし、原価を基準として、品質

の優良と価格の廉価を計れ。 

７．儲けることをのみ優先するから儲からぬ。己を犠牲として顧客の利益を計ればやがて

儲かる。これ大自然の法則なり。一般の思いは皆逆であり、その利己心こそかえって

おのれの身の運命を縮める。これを実行し、年月を重ねれば必ず繁栄する。 

８．天地神仏の恩、国家統治の恩、父母慈愛の恩、社会同胞の恩、古来の四恩に、いかに

して報うべきか。これは宗教、教育の教える所である。 

９．掌を合わせて礼拝が出来、掌を仰向けて お頂戴の出来るのは、人間のみに与えられ

た天の恩寵（愛と恵み）である。 

10．華実を採るより、まず根を肥やせ。 

11．八分で満足せよ。十分を望めば 無理が出来、やがて滅亡の因となる。 

12．悪人、愚人、幼児とは争うな。 

13．これ位の事（物欲色欲）は知れまいと思うのは 悪の始まり。ついには身を滅ぼす。

人間のつくったテレビでさえも 全世界に映るではないか。天地間の事、神の知らん

という事はない。 

14．真実、上手な嘘よりも 下手な正直がよろしい。一時の方便は最も良くない。 

15．買うに元方を絞り、暴利をむさぼり、求めて飽く事を知らず、また機運に乗じ、巧智

を弄し、ないし投機に勝負を争い、一攫千金の富を得て子孫のために財貨を蔵に満た

しても、これは槿花一朝の夢であり、大自然の不測の災いにあい、必ず滅亡する。 

16．己に薄く他に厚くし、いやしくも余力あらば歓喜して、大いに善種（社会福祉のため

に尽くすこと）を植え、もって徳を天の御蔵に貯えよ。これ実に人生の使命にて、また子

孫繁栄の道なり。（昭和 33年 4月 千葉県成田市 米屋羊羹本舗 諸岡長曹老） 



 6 

「我が事業経営における職業奉仕」 

喜久川 登 会員 
今日のクラブ研修セミナーは、主題が「我が事業経営における職業奉仕」だそうですの

で、私の職業である“不動産”について私自身の経験が少しでも皆さんや社会に還元でき

ればということで今日の卓話とします。 
 私が入会したのは不動産のバブル 盛期の頃、入会推薦人が 2 人、一人は成田の中心で

“仁勇”と云うお酒を造っている“鍋店”の社長である大塚睦三さん、貸地や色々な不動

産を整理させていただきました。今皆さんも使っていただいている田町の弘恵会の駐車場、

そこには北総会館と云う結婚式場が建っておりまして、それをその頃整理しました。もう

一人は成田の駅前でグローバル英会話学校を経営していた国際人 武田栄男さん。彼も今

の市役所の目の前に持っていた土地を買った何十倍かの値で売らせていただきました。亡

くなる迄、良い時に整理していただいたと云っていただきました。でも今振り返ると運と

しか言いようが有りません。あの頃、成田の駅周辺坪 1 千万円が当たり前、私もタッチし

た土地、一坪 800 万円で売り買いが決まった 200 坪の土地を（当時は国が上限を抑えるた

め取引の前に市街化の土地は、100 平米以上は全て国に認可を受けなければなりませんで

した。）、金融機関のアドバイスで地主さんが坪 1,100 万円で提出してくれと言われて出

た指導勧告価格が 1,050 万円、地主さんは「後 200 万円値を上げてください」と、気持ち

を変え、結局それで取引にならず、私が持っている土地、市役所の近く 51 号線と日吉台に

抜ける角地、大地主さんが亡くなり、税金を払うためと売りに 400 万で頼まれて是非欲し

いと思い声をかけたら 3 日待ってください、銀行に相談したいからと、帰ってきた返事は

1,000 万が相場だとの事、いくら登さんでも駄目だ 800 万ならと相続人仕方なく当方も歩

み寄り 700 万で取引しました。今その土地銀行査定で 40 万、土地には実勢価格,公示価格、

基準地価、路線価格、固定資産評価額、上から､100,％、80％、80％、50％、30％、全部

で５つの価格が有ります。しかし当時は期待地価が 200~300％で存在いたしました。 
 今はどうか？つい 近の話、下総の分譲地 35 年前の土地 50 坪付き中古住宅、売れる値

段で売ってくれとの事、その分譲地、親が買った成田空港が開港した当時、坪 18 万。今、

２～３万、当社も近所の土地を我々業界のレインズと云う不動産サイトに出していますが

未だに 1 年引き合いもありません、壊すのに坪５万で、建物 40 坪で 200 万、直すとすれ

ば 150 万、ともに持ち出し、直して売って 200 万、更地で 100 万、それでもまず売れない

であろうと、其れまで毎年管理費と固定資産税がかかります、仲間の業者が出した迷提案、

近所で貸家を借りている知り合いにタダで貰ってもらう事、横浜から来たその相続物件所

有者、もうこれで通わなくて良いと喜んでいたそうです。 
 空港ができて 35 年、たった 35 年でこれだけ価値が変わりました。未来は想定不可。金

融や不動産業者が云う、予想利益率、予想配当率、予想入居率、予想値上がり、全て眉つ

ばです、儲かる物だったら自分でします、だいだい日本語のその言葉、予想と云う字反対

から読んだら「うそよ」です、皆さん自分の資産、自分の判断で、多様性を持って資産を

守りましょう。 
 
 
◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 
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◇ 連絡事項 

※平山会員よりニューモラル 518 号（「寄り添う」という思いやり）、519 号（人生の節

目を大切にする）を全会員分いただきました。いつもありがとうございます。 
 
※第 2790 地区 9 分区事務局会議が宮川ガバナー補佐主催の元、11 月 15 日（木）東町の

わさび亭で行われました。富里ロータリークラブ 岡野幹事、9 分区各事務局が出席し相

互の事務作業の確認をいたしました。宮川ガバナー補佐、岡野幹事の人柄もあり、終始笑

いの絶えない和やかな事務局会議となりましたこと、ご報告いたします。 

 
～～～ ボ ー イ ス カ ウ ト  成田第１ 団へ の 収納庫 寄贈式 ～～～ 

11 月 11 日（日） 於：成田市津富浦「憩いの広場」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～～～ 成田ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  ゴ ル フ 同好会 ～～～ 

11 月 19 日（月） 於：長太郎カントリークラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 会員４名（上野晋氏、向後博文氏、鈴木徳英氏、尾崎俊一氏）を含む総勢１５名で行われまし

た。当日はこの冬一番の寒さで最高気温も１０度以下だったそうです。 

おまけに、途中雨まで降りプレー環境としては最低でした。 誰だよ～っ・・・・・ 

しかしながら、１５名のプレーヤーはめげる事無く全員無事にホールアウトし、懇親会では久しぶ

りの OB 会員と話もはずみ、小宮山会長の果物、佐久間会員のフラワーアレンジメントが賞品とし

て全員へ配られました。 

最後になりますが、優勝者は石橋菊太郎会員、準優勝は小宮山四郎会員、３位は長原正夫会員でし

た。ご参加の皆様ご苦労さまでした。次回、第二回コンペは来年５月予定です。 

今回はご都合で参加できなかった皆様次回はよろしく！ 

＊ 負傷欠場を余儀なくされた石川幹事はプレーはせずに一緒に１８H を回りました。 

さすが幹事！ でも一番寒かったと思います。 
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出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 10月22日 小倉中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

渡辺 孝 会員 11 月 7日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、遠藤 英一、矢島 紀昭、松田 泰長 

佐瀬 和年、神﨑 誠、小池 正昭、平野 省二、平山 秀樹 

橘 昌孝、大澤 浩一 各会員 

11月11日 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ器具庫贈呈式 

平山 金吾 会員 11月17日 米山 韓国学友会総会 

平山 金吾 会員 11月21日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山 四郎、石川 憲弘、佐瀬 和年、橘 昌孝、大木 健弥 

喜久川 登、高橋 晋、小井戸 国雄、加瀬間 俊勝、平山 金吾 

本宮 昌則 各会員 

11月21日 出席奨励・退会防止委員会 

 
  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６０ ４１ １９ ６８．３３％ ９５％ 

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 

 
今月の レ ー ト  

80 円 


