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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2682 回例会 平成 27 年 11 月 27 日（金） 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      沢田 喜信 会員 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ  本田 修 様 

◇ ニコニコボックス 

佐瀬 和年 会長：モンゴルに行って、日本の素晴らしさがはっき

り解りました。多くの人が、行きたい国、住みたい国、そんな素晴

らしい国で、私達は暮らす事が出来ている。先進諸国の中でも素晴

らしい国の最高峰だと思います。感謝 

 

石川 憲弘 会員：先日、社会福祉協議会遠山地区民生委員におき

まして、参加者 20 名で千葉刑務所に研修に行きました。刑務所に入

る前に注意事項がありました。それによりますとタバコ、ライター、

そしてカメラ、携帯電話などを携帯し使用してはならない、また被

収容者と会話し物品を授受してはならない。などなど参観者心得事

項が配られました。千葉刑務所は明治 6 年に設置されました。約 140

年以上の歴史があり重い罪の方が多いようです。受刑者は殺人事件

が 75％を超えるそうです。刑期別では無期懲役 59.7％、昔はまじめに刑務所生活を送りま

すと無期懲役でも 15 年くらいで出所できたそうですが、今は、30 年はつとめるようです。

20 年以上 4.9％、15 年以上 15％、10 年以上 18.5％、なかには 40 年以上の刑務所暮らし

の方もいるそうです。年齢別では一般社会と同じように高齢化が進んでいるようで 60 歳以

上 32.6％、50 歳～59 歳 21.5％、40 歳～49 歳 23.7％となっているそうです。刑務所の作

業は木工、印刷、洋裁、金属、革工などだそうですが、私たちは木工、印刷工場を視察し

てきましたが、誰一人無駄口をたたく人はおりませんで、皆黙々と作業をしておりました。

成田ロータリークラブにも数名の保護司の方がいらっしゃいます。保護司の役割は、例え

ば 10 年の刑の人が 8 年で仮出所したとします。残り 2 年間の相談にのってやるのが保護

司だそうです。今後、保護司を務めていらっしゃる会員の方に卓話をお願いしてはどうで

しょうか。 

 

遠藤 英一 会員：小寺会員に依頼され千葉県消防設備協会及び協

同組合の後継者を育てる研修会で、簿記と財務処理の見方というこ

とで講師を務めさせていただき、過分な謝金をいただいたため一部

をニコニコいたします。また 25 日、インターアクト例会に出席でき

ず、お詫び申し上げます。 
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沢田 喜信 会員：私も保護司として成田、八街地区の会長を 7 年、

県の副会長は 2 年務めております。先日、千葉県の更生保護大会が

東金で行われ、約千名以上の千葉県の保護司の先生が集まりました。

私は副会長だったので、天皇陛下のお言葉を奉読いたしました。天

皇陛下になったつもりで読ませていただき、大変感動感激いたしま

した。また誕生日、結婚記念日をいただきありがとうございます。

そして平野会員が久しぶりの司会ということで、親友として大変嬉しく思っています。 

 

大沢 浩一 会員：成田高校インターアクトクラブの例会に成田ロ

ータリークラブの会員の皆様に沢山ご参加いただきありがとうござ

いました。1 時間懇談会をいたしましたが、話を聞いていただき、質

問をし、ロータリークラブの方の顔が親しく見えるのは非常に大切

なことなのだと実感

いたしました。生徒

たちも喜んでくれました。2 年生は 4 人し

かいないのですが、新入生の勧誘の仕方な

どをアドバイスしていただき、いろんな形

で協力していただけるということで心強

く思いました。 

 

角田 幸弘 会員：昨日、ゆめ牧場で成田市初の公立中高一貫校下

総みどり学園の 4 年生を招き、蒸気鉄道体験研修会を行いました。

私が主催している羅須地人鉄道協会の機関車を用いまして普段乗っ

ている鉄道とは違う、蒸気機関車体験、線路を作る体験、転てつ器

転換体験、トロッコを押すなど体験していただきました。最近の子

ども達は、疲れたとか、面倒臭いという

事を良く言います。私が子どもたちによ

く言うのは、私たちは遊びで鉄道をやっ

ているが、遊びも大人が本気を出せばこ

んな風になるんだよということです。無

事に終わりましたのでニコニコいたしま

す。 

 

成田 温 会員：娘夫婦と 1 歳半になる孫がアメリカからドバイへ

引っ越す途中で、現在我が家におります。娘婿がエミレーツ航空の

パイロット試験に合格し 1 月よりドバイへ勤めるためです。777 に

乗るそうで、ファーストクラスはシャワー付き。大変サービスが良

いという話です。家族が利用する場合、7,000 円でドバイまで行ける

そうなので、そのうち行ってみたいなあと思っています。 

 

諸岡 靖彦 会員：粛々とさせていただきます。兄 孝昭が昨日急逝

いたしました。昭和 61 年 5 月成田ロータリークラブ入会、平成 5 年

12 月成田コスモポリタンロータリークラブの設立とともに移籍しま

した。今日まで 29 年間お世話になりました。昨日は午前中まで普通

の仕事をし、午後から来客、そのあと気分が悪いという事でそのま
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まとなりました。やることは全部やった人生だったと思いますが、それなりに思いが残り

ます。皆様には長年のご厚誼に厚く御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

行ってみて初めて解る事！私たちの身の回りにある全ての物は、

最高水準に至る優れものである！と言う事。それを使って日々の

生活をしている私たちは、世界最高水準の暮らしをしているので

す。環境に於いても安全性、治安、食品、衛生、医療、教育、交

通等々、それに加えて日本人は礼節、倫理、道徳を基に培われた

マナーの素晴らしさは、まさに世界一であります。これらの見識

をもってモンゴルを見た時どんな気持ちになるか、あてはまる言葉が思い浮かびません。

新モンゴル高専のあるウランバートルは高層マンションの狭間に、遊牧民が生活するゲル

と呼ばれる円形の組み立て式住居群とが混在している街、建国の志に燃える 15 歳から 16

歳の子ども達は、世界の先進国に見習って産業復興を成し遂げようとして勉学に励んでい

ます。今回の旅で、私が幸せだった事は、同行してくれた二人の会員、平山さん、堀口さ

んです。お一人は教育を事業にしている方で、学校の在り方を検証するには最高の人物で

す。もうお一人は、建築関係の事業をしている方で、高等専門学校で使用する測量機器な

どを、今回の訪問にお土産として持って行かれました。お二人とも語学力は素晴らしく、

私は随分と助けられました。 

新モンゴル高専は開校二年目だから、と言うわけでもないと思いますが、足りない物が

たくさんありそうです。生徒たちは日本を夢の国のように思っています。日本語を学ぶ生

徒も多く、綺麗な日本語を話します。交流会の司会をしてくれた女性は、アナウンサーの

ような素晴らしい話し方で進行をしてくれました。 

生徒たちの期待に添うように、してあげられる事を吟味して、出来る事から着手して行

きましょう。どうしても、あの綺麗な眼をした学生たちに、思う存分学ばせてあげたい、

そんな気持ちになりました。 

 例会前に開催された、55 周年特別委員会では矢島会員が、委員長を引き受けてくださり

心強くなりました。 

 

◇ 表彰 

米山記念奨学会  

第 7 回マルチプル   遠藤 英一 会員 

 

◇ 委員会報告 

・55 周年記念事業特別委員会  矢島 紀昭 委員長 

本日 10 時に第 1 回目の委員会を開催いたしました。その中で委員

長を拝命いたしました。未熟ではありますが皆様方にご協力いた

だき、盛大に無事終わるように努めたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。 

事業といたしましては、第一に記念誌の発行です。どういうもの

をいつ頃までに書いていただくかを、皆様方にサンプルを用意し

お話ししたいと思います。人生の生き様、人生の中での失敗、成功談があり今に至るとい

うようなことを書いていただけたらと思います。第二に、記念パーティーです。5 月 20 日、

ＡＮＡクラウンプラザホテルで、夜間例会として盛大に行いたいと思います。思い出に残

る楽しいパーティーになるようにご協力よろしくお願いいたします。 
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・社会奉仕       佐藤 英雄 リーダー 

≪テーマ≫成田ロータリークラブ創立 55 周年記念事業としまして

「東日本大震災復興支援、世代を繋いで蘇れ高田松原チャリティー

コンサート」日本大学のラテンバンドの演奏会を開催いたします。6

月 5 日の日曜日です。そのために各担当者を決定いたしました。奉

仕プロジェクトの委員会が中心となり各委員会の委員長、リーダー、

サブリーダーを中心に、取りまとめ役の会議を 12 月 11 日の例会後

に開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 医療情報 

今年、第 1 回目の医療情報です。インフルエンザの情報は、印旛郡

全体としては現在 6 名くらいでたいしたことはありません。ただ土

曜日だるいという女性がインフルエンザＡ型でした。ボンベルタ勤

務だそうです。そういうところでうつる可能性もあるということで

すから、職場に帰った時、自宅に帰った時、うがい手洗いをしっか

りやってください。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・各種出欠表 

 12/18、忘年ゴルフ、忘年例会。2/7 地区大会 

・週報  成田空港南、成田コスモポリタン、印西ＲＣ 

・例会変更  印西ＲＣ 

・2016-17年度 地区主要会議の日程および会場 

 3/5地区チーム研修セミナー、9/24.25地区大会 

≪連絡≫ 

・12 月 4 日クラブ協議会、年次総会 

・習志野中央 RC 創立 30 周年記念式典並びに祝賀会開催のご案内 2/13（土） 

・地区より第 39 回ＲＹＬＡセミナー協力へのお礼状 

 

◇ ロータリー財団月間によりグループディスカッション、終了後アンケート記入。後日

委員会より報告。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 11月 19日 那須ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ３６ ２６ ５８．０６％ ７４．１９％ 

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 

 


