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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2589回例会 平成 25年 12 月 13日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌 唱 

◇ ニコニコボックス 

大澤 浩一 会員：本日はお詫びと御礼ということでニコニコさせ

ていただきます。 

 お詫びの方ですが、１２月２２日（日）にボーイスカウト成田第

一団との交流会が予定されており、私が青少年奉仕のリーダーであ

りながら、職場の忘年会旅行のために出席できません。矢島委員長

にはいろいろやっていただき感謝しています。また参加の皆さまにも感謝申し上げます。 

 もう一つですが、配布させていただいたものに書きましたが、成田ＲＣ５０周年記念事

業の一つで本校も桜の苗木を戴きました。たまたま本校は新校舎建築中であったため、造

園業者さんに預かっていただいていたのですが、やっと移植が済みましたので、写真のと

おり成田ＲＣからの寄贈である旨のプレートもつけておきました。感謝しつつ、ご報告い

たします。 

 

滝澤 尚二 会員：昨日、ふじやそば店で空港の広報関係が 70 人

ほど集まり“新酒でそばを食う会”を行い大盛況でした。その記事

の前振りで、土曜日、毎日新聞にお酒を上奏している記事が掲載さ

れました。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。今日はこの後クラブ協議会が開催されます。

各委員長、リーダーの皆様にはそれぞれ上半期の事業報告をお願

いいたしております。私もここでこの半年を振り返ってみること

といたします。 

 まず、親睦、奉仕関係ですが、親睦委員会、各奉仕委員会のご

努力により、１０月の第１週までは７月５日の「祭りを見よう会」

に始まり、８月２日の「東京スカイツリー・野球観戦」、８月９日の「第４７回インター

アクト年次大会」、８月２５日の「第７回 成田ロータリークラブ中学校剣道大会」、９

月６日の「月見例会」、そして１０月３日から５日の「台湾親睦旅行」と移動例会を無事

こなすことができました。ただ、私の不手際でもありますが、本来、月の第１例会の後に

行うべき理事・役員会が第２週以降にずれこんでしまったことを反省しております。対外
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的には、１１月２９日には成田幹事ともども習志野ロータリークラブの創立５０周年記念

行事に参加してまいりました。 

 ９月１３日の「カバナー公式訪問」、そして１０月９日と１０日の「地区大会」も皆様

のご協力により、無事終わらせることができました。改めて御礼申し上げます｡また、例会

時の卓話につきましても、プログラム委員会のご努力により、できるだけ新しい会員の自

己紹介を兼ねてと、７月１９日の阿部会員に始まり、（阿部会員には何度も予定を変更し

ていただき、申し訳ありませんでした。）１１月２９日の米山記念奨学生のムンクバト君

まで、ほぼ予定したとおりに進めることができました。８月３０日には千葉商科大学講師

の久保田滋子様、１１月２２日には酒々井プレミアム・アウトレットの南昌孝様より卓話

をいただくこともできました。下期の外部卓話も４、５人の方が予定されているようです

ので、ぜひお楽しみに。 

 下半期の事業としましては、２月２１日の「第９分区ＩＭ」のホストを務めることとな

っており、現在、設楽ガバナー補佐のご指示のもと着々と準備を進めているところであり

ます。その他、現在ある程度具体的に決まりつつありますが、東日本大震災被災地の少年

サッカー・チームを招待しての「成田ロータリークラブ杯サッカー大会」、「新入会員研

修会・懇親会」、当クラブがホストを務める「２クラブ合同花見例会」、今後詳細を決定

する予定の親睦行事、そして対外的には「千葉南ロータリークラブ創立５０周年」、「富

里ロータリークラブ創立３０週年」、「成田コスモポリタンロータリー・クラブ創立２０

周年」等々の行事が控えております｡その都度会員の皆様にはご協力をお願いすることにな

ると思いますがよろしくお願いいたします。 

 来週は家族忘年例会ですが、現在のところお客様も含めて５０人以上の出席通知をいた

だいております。今回は親睦委員会の意向もあり、本来のオークション、つまり各ご家庭

での不用品を持ち寄っていただくこととしましたので、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

さて、今日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。今後

とも、「活力に満ちた」クラブを目指して、皆様方のご意見、ご不満等を寄せられますよ

うお願いいたします。 

 

◇ 委嘱状授与 

国際ロータリー第 2790 地区 

2014 年度公益財団法人ロータリー米山記念奨学生選考面接官 

平山 金吾 会員 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク   平野 省二 会員（出向者） 

先週も申し上げましたが、第２回空港周辺道路美化運動が１２月１

７日（火）に行われます。 

集合場所：国際文化会館 時間：９時～１１時 ジャンパー着用 
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◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．ガバナー事務所より 2015-2016 年度ガバナー候補者指名のお知らせ 

    柏南 RC、   宮 寛 （みや ひろし）  職業分類 獣医師 動物病院     

２．12 月 20 日（金）忘年家族例会の出席予定者 会員 44 名 家族 21 名                

    12 月 22 日（日）ボーイスカウト交流会          9 名           

３．ロータリー米山記念奨学会よりメール 

      「税制上の優遇措置について」、「年末年始休業のお知らせ」        

４．ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま１６５」        

５．富里 RC より週報                           

≪連絡≫ 

１．成田空港警備（株）神崎会員よりマスクをいただきました。 

     テーブルに配布してありますので、お帰りの際お持ちください。 

２．新年例会 H26.1.10. ユーシティーホテル 18：30 点鐘 

   例会前 １７：００より理事役員会を行います。 

 

 

  
 

 

〇 司会／進行   成田 温 幹事 

・会員増強・退会防止委員会  平山 秀樹 委員長（代読 小寺 真澄サブリーダー） 

 まず、退会、入会について報告いたします。新年度 61名でスタートし、

7月に丸岡会員が退会（空ビル）、8月に田村会員が入会（空ビル）、10

月に石指会員が入会（成田空港㈱）、11月に諸岡会員が入会（ＦＭＧ）と

いう経過で、入会 3名、退会 1名で現在 63名です。 

 委員会は三回開催しております。委員会の場で、出席奨励・退会防止

活動および会員増強活動について議論をし、できるところから実施して

います。 

 出席奨励・退会防止策としては、新入会員の顧問は会長経験者の方にお願いすることを確認し、

また、顧問の方には例会において担当新入会員の近くに座っていただきロータリー活動について

親しくご指導、ご教育いただくようにお願いすることとしました。 

 ３年未満の会員への研修については、研修委員会と協力しあう方針でおります。 

 会員増強については、入会の手続きについて確認を行いました。 

 委員長、副委員長だけでの少数人員で議論するのではなく、委員会全体ですすめることも取り

決めました。次に会員候補者として、女性、企業人並びに若手数名の具体的な名前をあげて討

議し、個別にどのように入会をお勧めするかを検討し、アプローチを随時行っております。 

 最後に親子会員の入会金についても議論を行い、その結果を内規委員会へと引き継ぎしまし

た。 

 

ク ラ ブ 協 議 会 
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・クラブ広報委員会   池内 富男 委員長 

3 点ほど、上半期のご報告をいたします。 

①メディア定例協議会 

第 1 回 7 月 23 日（火）約 20 名、司会―豊田磐会員＋記者４名 

第 2 回 10 月 22 日（火）約 20 名、司会―平山金吾会員＋記者 3 名 

第 3 回 2 月 18 日（火）、第 4 回 4 月 15 日（火）予定 

②ロータリーの友 記事紹介 

佐藤英雄副委員長を主とし、毎月記事紹介 

③ホームページ改善 

事務局とケーブルテレビの担当の方でホームページについて検討中。 

＜囲碁同好会活動について＞ 

第 1 回 8 月 6 日 5 名、第 2 回 12 月 3 日 3 名  

メンバーは仲村、日暮、小川、小寺、池内 

 

・クラブ管理運営委員会  諸岡 靖彦 委員長 

 当委員会は 例会プログラム、会報、親睦および地区や分区、近隣クラ

ブとの親睦のためのゴルフを担当いたします。そして、求めるべき成果は、

会員の皆様にいそいそと例会や各種行事に参加いただいて、意義のある

楽しいロータリー・ライフを満喫してもらい、活力ある元気なクラブを実現

することです。上半期の例会や親睦行事は先ほど会長がご挨拶で触れて

おられますので、ロータリーらしい例会、親睦のあり方を、どのように進め

てゆくかについて、クラブ活動計画書の方針に沿って反省してみたいと思います。 

 １．委員会の運営方針ですが、全員参画、ＰＤＣＡ，クロス・プロモーション(当委員会内、関係委

員会や他クラブ、地区との連係、それに地域内諸団体との連絡、共同歩調の意味です）、ロータリ

ーの理念確認を旨として運営を進めてまいりました。必ずしもこれらが充分満たされたとは思いま

せんが、下半期もこの考え方で、効果的なクラブ運営を考えながら計画し、反省を重ねてまいりま

す。 

 ２．例会と会報(週報）のためのプログラム進行と、卓話講師との連絡調整、ワードのデータによる

会報作成作業の手間の軽減について取り組んでおります。少しずつ良い方向に進んでいると思

っております。 

 ３．親睦のあり方、特にロータリーのフェローシップをいかに考え、実行するかは、私自身がこの

一年をかけて取り組む課題と考えております。奉仕と親睦がロータリーの両輪と言う意味、奉仕活

動の同志である会員ロータリアンを尊重し、大切にする親睦のあるべき姿を考えてまいります。 

 ４．会員の多様性を認め、尊重することを、例会と親睦の領域で効果的に進め、実現してゆく

か？！わがクラブの活力と元気の維持向上のために、より具体的に考え、皆様と議論いたしたい

と考えております。 
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・奉仕プロジェクト委員会   矢島 紀昭 委員長 

①職業奉仕委員会では、9 月 7 日地区職業奉仕セミナーD ゾーン開催

がありまして出席いたしました。 

②社会奉仕委員会、国際奉仕委員会は 8 月 3 日地区国際奉仕委員会

に出席しました。 

③青少年奉仕委員会 

（１）第 47 回インターアクト年次大会が 8 月 9 日に成田高校で開催されインターアクト

クラブ１６校、スポンサークラブを含め総勢３００名が参加し、盛大に行われました。特

に印象に残ったのは、光輪閣での坊入りと第一講堂での勝守のお札を付けての写経です。

学生には初めての経験で思い出に残ったことと思います。 

（２）次に第７回成田ロータリークラブ杯中学校剣道大会が栄町中学校で８月２５日に開

催され、男女の団体戦、３年生の個人戦が行われました。 

今後の予定ですが、 

（１）１２月２２日ボーイスカウト成田第一団交流会があります。 

（２）来年３月９日成田ロータリークラブ杯サッカー大会を計画しています。これは東北

震災被災地である気仙沼地区の少年サッカー・チームを招待して親善試合を目的としたも

のです。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 小川 賢 委員長 

○７月１２日 第１回ロータリー財団・米山記念奨学会委員会の開催 

  例年のとおり、７月中にロータリー財団・米山記念奨学会への寄

付協力を（分割・一括）例会でお願いすることを確認。 

○７月１９日例会・２６日例会で 寄付申込用紙を各テーブルに配布 

○１０月２５日例会で、ロータリー財団・米山記念奨学について卓話 

  ①ロータリーの歴史（抜粋） 

  ②ロータリー米山記念奨学事業とは（寄付と認証） 

  ③ロータリー財団とは（ロータリー財団が強調する重点分野の基本方針） 

  ④未来の夢計画寄付金の行方 

○本日現在の寄付実績 

  近藤博貴米山記念奨学リーダー担当    

   一括  ５名     分割  １０名   計 １６名 

  阿部慎一ロータリー財団リーダー担当   

   一括  ４名     分割   ４名   計  ８名 

○目標 １０名あて達成までロータリー財団に更に２名ご協力をお願いしたい。 

   委員会としては、毎年の目標（２０名以上）達成のためには、全会員に２年間に１

回の寄付を恐縮ですがお願いしなければなりません。ご協力をお願い申し上げます。 

○後日協議 今日現在レート １ドル１０３円 

  １，０００＄の寄付に対して１０万円で受け付けているが、分割での場合、今後円安

が進み不足が生じたときは、その差額について委員会で協議して理事会に提案したい 
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・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）    小澤 美良 会員 

Ｓ．Ａ．Ａ．（Sergeant-at-arms）・会場監督 は武装軍曹の意で、

本来は英国王室・議会の守衛官のことを言いますが、成田ロータリー

クラブの例会は、皆様の御協力もあり上半期とてもスムーズに活動で

きました。改めて御礼申し上げます 11 月 12 日、Ｓ．Ａ．Ａ．の会議

上でも、渡辺会員に色々な教えを乞いながら活動内容について再確認

いたしました。前回の例会でもご報告させていただきましたが、今期、

Ｓ．Ａ．Ａ．の出席率は非常に高く、活動自体は非常にスムーズにいっているのではない

かと思います。また、今後も引き続き必要最小限の事を皆さんに伝えていきたいと考えて

おります。そして、例会の充実ということから、座席をくじ引き制にする日を設けようと

思っております。 

 

・長期計画（CLP）委員会   平野 省二 委員長 

２０１３～１４年成田ロータリークラブ遠藤年度のクラブ活動につ

いて、長期計画（委）はＣＬＰの手法を用いて定期的に、全ての常

設委員会が所掌する事項についてＰ・Ｄ・Ｃ・ 

Ａ（活動計画・実行・検証・行動）に則り、7 月～1１月までの上半

期数値目標の検証調査を遠藤会長・成田幹事、委員長以下豊田・渡

辺委員、オブザーバーに松田エレクト・佐瀬ノミニーの出席のもと

開催した。委員会は下記の事項について報告を受け、協議検討をし 

理事会に報告しました。 

〇遠藤会長による上半期の事業活動報告 

クラブ活動方針に則り報告を受けた。成田記者クラブとのメディア定例協議会に始

まり、地区インターアクト年次大会の開催、成田ＲＣ杯中学校剣道大会、ガバナー公

式訪問例会、地区大会出席、各委員会研修セミナーへの会員の派遣、印旛沼クリーン

ハイキングへの参加等、また、親睦行事にあっては［祭りを見よう会］から家族移動

例会（スカイツリー・野球観戦）・9 月の月見例会には恒例の成田ゆめ牧場での家族例

会、10月のクラブ親睦旅行台湾グルメ旅には 28名の参加でした。例会の充実は［元気

なクラブ］の原点であります。 

クラブ常設委員会にあっては各委員会の活動は委員長のリーダーシップにより活発

な活動が見受けられました。会計報告（７月～１１月）には各委員会の活動の活発さ

が予算の消化に見受けられますが一部の委員会に突出して予算超過が懸念されました。

今後の活動には［奉仕］と［親睦］に年間行事の予算のバランスを考慮していかなけ

ればいけないところです。それとニコニコＢＯＸへの奉仕が 17万７千円（９月末、目

標百万円）とあまりにも少ないと懸念しましたが、その後、１２月６日現在ニコニコ

ＢＯＸへの残高は４０万２千円となりましたことを報告します。長期欠席者の誕生・

結婚祝の奉仕が滞っているようです。もう少し会員各位の協力をお願いしたいと思い

ます。また今年は年初から円安のためかロータリー財団への寄付金が少なく毎年クラ

ブとして２０名近くの会員の寄付金があるのに、今年は今のところ８名の寄付金奉仕

者しかおりません。第２７９０地区内で常に上位の地位を維持し、毎年クラブと多く

の個人表彰を受けているのに残念です。一方、米山記念奨学会への寄付金は今のとこ
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ろ１５名の会員による寄付奉仕があり順調さがみられます。今年からロータリー財団

の「未来の夢計画」が始まりクラブ奉仕プロジェクト委員会に、「未来の夢計画」の補

助金申請を利用して、今後の活動をさらに期待したいと思います。 

会員の地区における各研修セミナーへ会長以下、クラブ委員長等が参加されており 

  クラブへのフィードバックが今後研修セミナーとして活動紹介されるものと思います。 

特に新会員ならびに３年未満の会員へのオリエンテーションにＣＬＰ（クラブ・リー

ダーシップ・プラン）と研修セミナーは度々開催すべきです。その上のセミナーに   

ＲＬＩ(ロータリー・リーダーシップ・研究会)には数回の研修があり、クラブでは既

に４名（石橋・松田・設楽・諸岡会員）が研修を終了しており、次回のセミナーに佐

瀬会員と佐藤会員が受講の予定であります。今後クラブへの研修リーダーとして活躍

されることを期待します。 

以上、遠藤年度上半期の活動は盛りだくさんの事業報告を受け、成田温幹事の気配

りが遠藤会長を盛り立てています。 

 遠藤年度５ヶ月を過ぎたところであるが、今後、１２月の年度総会を経るとすぐ次

年度松田体制の計画が準備されます。遠藤会長の活動方針「活力に満ちた楽しいクラ

ブを目指して」下半期の益々活躍を念じます。 

 

・クラブ研修委員会    小宮山 四郎 委員長 

クラブ研修委員会として、上半期を振り返り、9 月 1 日（日）国際ロータリー第 2790 地区 

2013~14年度 ロータリー情報委員会 がフローラ西船で開催され、 

基調講演 ｢ロータリーにおけるエポック・メーキングな事柄｣ 杉木禧夫（研修リーダー） 

       ｢人生を豊かにするロータリー｣            白鳥政孝 (研修 委員) 

の基調講演があり、その後、分区ごとのテーブル・デスカッション 

「会員増強の意義について」 「職業奉仕の重要性について」 

上記の議題について、議論が交わされ、この情報研究会の内容の報

告を踏まえ、新入会員のオリエンテーションでは、クラブの会員全て

が情報を共有し、ロータリーについて同じ基盤に立って様々な議論

を交わし地域社会に有用な活動を展開し、地域社会に存在感を表し、

結果、会員増強が図られ、クラブの財政基盤が固まり、更に有用な事

業が展開できる、このサイクルを拡大することがクラブの活性化に繋

がる事を特に強調してきました。 

8月 23日 田村幸宏会員、10月 11日 石指雅啓会員、11月 15日 諸岡正徳会員 

3氏の入会がありましたが、特にオリエンテーションでは 

◆ロータリーとは 

◆ロータリーの綱領（目的） 

◆当、クラブの細則を中心に説明し、楽しいクラブライフが送れるよう、1 日も早くクラブに、溶けこ

んで、進んで例会に出席し、進んで委員会活動に参加出来るよう要請して来ましたが、ロータリー

を理解するには時間が必要であり、前期で出来なかった研修会を下半期では、出来れば複数回、

開催したいと考えております。また、3 月には新入会員の研修会と、歓迎会が予定されておりま

す。 
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・指名委員長     小宮山 四郎 委員長 

ＣＬＰの導入により、指名委員会が出来、それまで難航していた会長の指名が 3代先までの会長を

選考することに成り、指名された候補者は心に余裕を持って 3年後の会長職に向けて準備が出来

ることに成りました。本年度の指名委員会は 10 月 18 日開催し、全員一致で、2016～17 年度、会

長候補に石川憲弘会員を指名し、本人の快諾も頂き、理事会、年次総会でも承認されました。 

 

・内規規定委員会      松田 泰長 委員長 

２０１３年度規定審議会の結果を反映したクラブ活動計画書を７月１日に

間に合わせたことは、ガバナーから公式訪問でのクラブ評価としてお褒め

をもらいました。その手法について他クラブ、地区を越えたクラブからも問

い合わせをもらいました。 

今、委員会として審議している、細則・内規の改正案が数点ありますが１

月の理事会を経てクラブ協議会に於いて審議をしていただきます。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平山 金吾会員よりニューモラル NO.532“「後味」を」よくする”をいただきました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝、成田 温、矢島 紀昭、神﨑 誠 

平野 省二 各会員 
１２月１７日 

第２回 

空港周辺道路美化運動 

  
 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４１ ２１ ６６．１３％ ９６．７７％ 

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 

 

12月 17日に開催された 

第２回空港周辺道路美化運動 


