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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2824 回例会 平成 30年 12 月 14日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長  

◇ ロータリーソング  それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト  小岩井 学 会員 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：先月から今月にかけて、成田病院でいろいろ検査し

ていただきました。大腸カメラなどやりましたが小さなポリープが 1

つだけでした。医療情報です。東京では相当数の学校で学級閉鎖が始

まっています。これにより東京ではインフルエンザの流行が始まった

といえます。皆さんもご注意下さい。当地区でも先週は 10名、今週は

48名に増えております。うがい手洗いでの予防が大切です。 

 

佐瀬 和年 会員：12月 10日、息子が写真スタジオをオープンさせま

した。なかなか素晴らしいものが出来上がっておりました。皆様にも

是非ご利用して頂けたらと思います。 

 

平山 秀樹 会員：恒例であります平山建設のカレンダーをみなさま

にお送りさせていただいております。今日、明日くらいには到着する

かと思います。今年も三里塚在住の民間航空機専門の写真家、チャー

リィ古庄さんの写真で作りました。ご覧いただければ幸いです。 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。12 月に入り、恒例のノーベル賞授賞式のニュ

ースが流れてきて、本庶先生と奥様の和服姿、川端康成さん以来

とのことですが、大変お似合いだったと思います。 
 
 ロータリーでは、12 月は疾病予防と治療月間に指定されてお

り、私たちも「日本ボーイスカウト成田第 1 団等広場利用者への

衛生設備支援」（仮設トイレの設置）を 12 月 1 日（土）に、そして交流会を 12 月 23 日

（日）に予定しておりますので、都合のつく方は、10 時に大栄いこいの広場にお集まりく

ださい。 
 
 話は変わりますが、諸岡ガバナーエレクトより、次期地区委員を推薦するよう連絡があ

り、締め切りは 12 月 17 日（月）になっております。本年出向されている皆様方は大変ご

苦労様です。しかし、この経験を諸岡ガバナー年度にぜひ生かして頂きたく、全員引き続

きの出向をお願い申し上げます。また、米山記念奨学委員会には浅野正博会員の出向を、

ロータリーの友委員会地区代表委員と月信委員に長原正夫会員の出向を推薦しました。諸



 2 

岡ガバナー誕生に向けては、成田クラブをあげて協力していきたいと思います。 
 
 お知らせですが、12 月で深堀伸之会員は退会となります。また、本日は会員卓話があり

ます。卓話される方は、自分のアピールタイムでもございます。大変楽しみにしています。 
  
年内の通常例会は今日で終わります。来年も宜しくお願いしまして挨拶とします。 

 
◇ 委員会報告 

・広報・公共イメージ向上委員会 菊地 貴 委員長 

例会終了後、広報・公共イメージ向上委員会をつぐみで開催いたします。

該当する会員の皆様は宜しくお願い致します。 

 

・会員増強・維持拡大委員会  村嶋 隆美 委員長 

例会終了後、会員増強・維持拡大委員会を開催いたします。 

 

・奉仕プロジェクト委員会  甲田 直弘 会員 

12月 23日、成田第 1団ボーイスカウトとの交流会・寄贈式を行う予定

でしたが、1日の作業時に寄贈式は終えております。23日は交流会のみ

となります。集合 9 時半、10 時開始です。場所は 1 日と同じいこいの

広場です。服装はロータリージャンバー必須、動きやすい格好でお願い

致します(帽子は必要ありません)。終了時間は 14 時位を予定しており

ます。 

 

・国際奉仕    佐瀬 和年 リーダー 

1月 18日の例会終了後、または 25日例会前、2月 1日例会前のいずれ

かで委員会を開催したいと思います。内容は、「これだけは知っておき

たいロータリーの基礎」18から 19ページをよく読んでいただき、この

件について若干のディスカッションを行いたいと思っております。 

 

・米山記念奨学   ローソンかおり リーダー 

長原会員より一括で 100,000円の特別寄付をいただきました。ありがと

うございます。 

 

 

◇ 幹事報告  平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・週報   佐原香取ロータリークラブ 

・出欠表（ボーイスカウト交流会） 
・2019-20 年度ガバナー補佐寒郡茂樹様より「2019-20 年度ガバナー

公式訪問予定（案） 
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◇ 入会式 

・長岡 明大（ながおか あきひろ） 会員 株式会社千葉銀行 成田支店長   

推薦者 神﨑 誠 会長、平山 秀樹 幹事 

顧 問 土井 英二 会員 

委員会 会員増増強・維持拡大委員会 増強・選考・職業分類 

奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕 

職業分類 地方、外国為替銀行 

ロータリー活動は初めてとなりますので、これからご指導よろしく

お願いいたします。 

 

   

◇ クラブ協議会 

・米山記念奨学・ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

諸岡 市郎左衛門 委員長 
１．ロータリー財団について 

本宮リーダー、山田サブリーダーの下で委員会活動を実施してお

ります。 

 

（地区補助金の申請） 

地区補助金の申請を本年 3月に行い、7月に国際ロータリー（RI）

の決定通知を得ております。市内大栄地区の「いこいの広場」への衛生設備（仮設トイレ

等）の設置、ボーイスカウトとの交流会、掃除等の周辺環境整備が主な事業内容です。既

に、仮設トイレ等は設置、奉仕委員会を含む会員の協力により清掃活動等が実施されまし

た。今後、予定の事業を実施し、期限までにしっかり報告をまとめる必要があります。 

 

（ロータリー財団への寄付のご案内、寄付状況） 

8月 10日の例会で、地区財団委員会の委員長による「ロータリー財団と寄付について」

と題する特別卓話をお願いし、8月 10日、17日の例会で寄付のご案内を回覧し、9月 7日

の例会で「地区ロータリー財団セミナー」（9/1開催）の概要を報告し、11月がロータリ

ー財団月間であることにちなみ、11月 16日の例会で認証ポイント利用による寄付につい

てご案内しました。 

現時点で、一括、分割の寄付を合わせ、12名、11.5口の寄付が寄せられています。2018-19

年度予算書での寄付目標は 18人×1,000米ドル（18口）で、まだ開きがあります。是非、

引き続き、寄付のご検討をお願いします。 
 

２．米山記念奨学金について 

ローソンリーダー、浅野サブリーダーの下で委員会活動を実施しております。 

 

（米山奨学への寄付の案内、寄付状況） 

8月 10日、17日の例会で寄付のご案内を回覧しました。 

10月が米山月間であることにちなみ、10月 28日の例会でローソンリーダーから委員会

報告し、併せて、『週報』に、新会員向けに分かり易い米山奨学事業の解説や「地区米山

委員長セミナー」（8/25開催）の概要を寄稿頂きました。 

現時点で、一括、分割の寄付を合わせ、10名、10口の寄付が寄せられています。2018-19

年度予算書での寄付目標は 10人×10,000円で、8月の回覧で、寄付の意思表明を頂いてい

る方１名を合わせ、11口の見込みです。 
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３．神﨑会長のターゲット「奉仕を実践」することを資金面で支えるのがロータリー財団、

米山記念奨学会です。「寄付は第二の奉仕」と言われております。引き続き、ロータリー

財団・米山記念奨学へのご支援・ご協力をお願いします。 

 
・Ｓ．Ａ．Ａ．(正) 

香取 竜也 会員 

上期を振り返り、期首の委員会で SAA メンバーの事前出欠の連絡を

することと定めました。それにより SAA の人数によっての例会の内

容に応じた行動ができました。またメンバーの食事もできる限り開

始前にとり、例会に集中できるように心掛けました。徽章の忘れや、

早退においても規則を守って頂いていたと思います。メンバーも経

験者ばかりですのでスムーズに例会が進行できましたこと感謝申し

上げます。後半も会員の皆様の協力を頂き、楽しく、有意義な例会

になるように努めたいと思います。 

 

・会計 

土井 英二 会員 

11 月末現在の状況を別紙でお配りしております。皆さんのご協力で

概ね予定通り進捗しております。引き続きしっかり管理をして参り

たいと思っております。ニコニコの収入がもう少し進むと予定通り

というところです。下半期もご協力よろしくお願いします。 

 

・幹事 

おかげさまで神﨑年度の上半期のクラブの活動も残すところ忘年例

会とボーイスカウト交流会のみとなりました。なれない幹事でここ

までこられましたのは、会員のみなさまのご支援のお陰とこころか

ら感謝しております。前にも申しましたように、神﨑会長が攻めの

「矛」であれば私は守りの「盾」です。成田ロータリークラブのブ

ランドと会長をお守りするのが私の役目と自覚しております。後半

は、一気に諸岡ガバナー年度が具現化してイベントが盛りだくさんで大変忙しくなるとは

思いますが、クラブの活動は活動としてしっかりと遂行して参ります。引き続き、ご指導

ご鞭撻、叱咤激励のほどよろしくお願いいたします。 

 

◇ 卓話 

～～ 自己紹介 ～～ 

中野 直人 会員 

 日本航空(株)成田空港支店支店長 

本日はこのような貴重な機会を頂戴し誠にありがとうございます。 

私の生まれは静岡県浜松市でございます。昨年の大河ドラマ「おん

な城主直虎」の舞台の井伊家ゆかりの土地の近くに実家がございし

て、井伊家の家臣に中野直由という武将がおりますが私の家系かど

うか定かではありませんので引退したら調べてみたいと思っており

ます。 

故郷の浜松のゆるキャラ「出世大名家康くん」は成田の「うなりくん」の２年前の 2015 年
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のゆるキャラグランプリで優勝しております。特徴はちょんまげが浜名湖のうなぎ、「ま

つりと聞くと血が騒ぐ」など、成田とのご縁を感じております。 

高校卒業と同時に筑波大学に入学、茨城弁の勉強を４年間ののち、昭和 62年に社会人とな

り、本社に異動した際に諸岡正徳会員とご一緒させていただきました。ロータリー入会に

際してもお世話になりこちらもご縁に感謝しております。 

2004年から 2009年までニューヨークに家族と一緒に駐在、その後東京に戻ったのち、2015

年から２年を九州博多、昨年から今年春まで沖縄那覇に単身赴任し、４月から成田に戻っ

てきました。 

続いて現在の JALについていくつかお話をさせていただきます。 

社員数は 33000人、成田には約 4.500人居ります。昨年度の営業利益率は 12.6％で 

ございました。保有機数は 231機で、来年 2019年から最新鋭のエアバス A350 型機を 

導入いたします。また来年３月には成田―シアトル線を就航致します。 

現在の企業理念は破たんの際に当時の稲盛

会長の教えに基づき作り直したものです。 

また、併せて JALフィロソフィと部門別採算

制度を導入しました。この二つをベースに事

業を行っております。この JALフィロソフィ

については、経営幹部から全社員に至るまで、

常に学び実践するよう努めております。 

現在の中期経営計画におきましては、本業で

あるフルサービスキャリア事業に磨きをか

けると同時に、新規事業にも積極的に展開し

事業領域を広げております。その例が今年成田に設立致しました農業事業会社や、2020年

の就航を予定している中長距離ローコストキャリアでございます。農業会社につきまして

は、お陰さまで１１月に地元の幼稚園生と一緒にお芋の初収穫をさせていただきました。 

これら事業による地域貢献の他にも、CSRの観点からも様々な取り組みを進めております。 
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例えば、JAPAN PROJECTという、日本の魅力を世界に発信する取り組みでは、今年の 

夏に地元成田の米屋様のお菓子を国内線ファーストクラスでご提供させていただきました。 

また、地域の幼稚園や小中学校の皆さまに空港のお仕事紹介をしたり、折り紙ヒコーキの

教室なども開催させていただいております。皆さまのご関係先からもお声がけいただけれ

ば幸いです。 

これからも、ロータリークラブで皆さまから教えていただきながら、地域と共に成長して

いきたいと思っています。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ４４ ２６ ６２．８６％ ７４．２９％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加、諸岡 靖彦 各会員 12月 1日 地区ガバナー補佐、委員長会議 

近藤 博貴、矢島 紀昭、諸岡 靖彦、神﨑 誠、佐久間 高直 

小泉 英夫、平山 秀樹、甲田 直弘、長原 正夫、小寺 眞澄 

菊地 貴、齊藤 三智夫、香取 竜也、矢野 理恵、谷 直知 

諸岡 市郎左衛門、田渕 公敏、永井 秀和、大橋 創一 

小坂 明宮己 各会員 

12月 1日 衛生設備支援周辺整備奉仕活動 

小寺 眞澄 会員 12月 2日 銚子ロータリークラブ 

神﨑 誠、成田 温、香取 竜也、堀口 路加 各会員 12月 7日 
諸岡ガバナーエレクト年度 

三大セミナー打ち合わせ 

諸岡 靖彦、堀口 路加、菊地 貴、神崎 誠、成田 温 

村嶋 隆美、齊藤 三智夫 各会員 
12月 8日 次年度地区ガバナー補佐、委員長会議 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 12月 9日 地区財務委員会 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 12月 9日 地区諮問委員会 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 12月 9日 ガバナーエレクト壮行会 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 12月 11日 地区戦略計画委員会 

高橋 晋 会員 12月 12日 印西ロータリークラブ 

諸岡 正徳 会員 
12月 12日 第 7回管理運営統括委員会 

5委員会合同委員会全体会議 

諸岡 市郎左衛門 会員 12月 14日 地区ロータリー財団委員会（第 6回） 

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 

 


