
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2588回例会 平成 25年 12 月 6日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 91.19％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 小澤 美良 会員より 

 去年の今頃は２，３人しかＳ．Ａ．Ａ．は出席しておりませんでした。今日は 8 人全

員出席で皆様をお迎えすることができました。こんな嬉しい事はありません。それと最近

新入会員の方が増えましたので再度皆様にご連絡させていただきます。早退の場合は、受

付で 300 円のペナルティーボールペン・シャープペンのご購入をお願いたします。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 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      歌 唱 

◇ お客様紹介 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

吉田 嘉浩 会員、福原 孝一 会員 

石指 雅啓 会員、深山 一郎 会員（欠） 

＜欠席分＞ 

平野 省二 会員 

 

◇ 結婚記念日 

平野 省二 会員、阿部 慎一 会員 

小泉 英夫 会員 

小池 正昭（欠）、山崎 義人 会員（欠） 

＜欠席分＞ 

仲村 盛政 会員、石指 雅啓 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

平山 金吾 会員：最近、他クラブへのメーキャップが続き、ホ
ームクラブへの出席が疎かになりましたのでそのお詫びです。ま
た昨日までロータリーのゾーン研究会というのに１２月２，３，
４日出席しておりました。皆さんにはあまり馴染みがないかと思
いますが、総員で４５０名ほど集まりました。私がガバナーを終
えて１６年になります。この地区でもパストガバナーは１０名ほ
どおりますが、私が一番古くなりました。地区の諮問委員会が停
滞しているとガバナーエレクトにバカにされているという話も

耳にしますが、それはパストガバナーがそういう場所に行って勉強しないからです。２０
年も前のことを言っている人もいます。それではしょうがないのです。ロータリーも年々
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変わっています。是非、皆さんもこの変化を実感して頂きたいと思います。会員増強につ

いては、国際ロータリー（ＲＩ）は 2011 年秋の理事会で、2015 年 6 月までには現在約 122

万人いる世界のロータリアンの数を 130 万人にすることを決議し、目標達成のために「地
域会員増強計画」を確定しました。日本全国では、「サクセス・ジャパン大作戦」を展開
しています。この作戦の達成目標は 2013－15 年度で、第 1、第 2、第 3 ゾーンの会員数を
10 万人にすることです。我がクラブも是非、会員増強を頑張っていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

深堀 伸之 会員： 一昨日、小澤さんのやっていらっしゃる成田
エアポートサービスさんを訪ねました。平山建設さんの隣に、成田
エアポートサービスの独身単身寮ができるのでケーブルテレビの

導入のお願いにいきました。社内をご案内していただきました。乗
務員のブリーフィングルーム、中枢となるコントロールセンター、
普段見せて頂けないようなところをたっぷり社長自らのご案内で
見させていただきました。ＣＡさんもきれいでにこにこしていらっ

しゃる。章段もうまくいけばいいと。 

 

仲村 盛政 会員：千葉黎明高校に通っておりました一番上の孫

が鳥取大学農学部に学校推薦で合格いたしました。現在ＴＰＰ（環
太平洋連携協定）、あるいは世界遺産になった日本食などで農業
関係は注目されております。日本の食文化がいかに世界に誇れる
か大学で研究し、国の為に働ける身内ができたと感激しておりま
す。残り７名の孫がいます。これに続いて頑張ってほしいと思い
ます。 

 

福田 朗 会員：私が勤めておりますＡＧＰという会社は、空港

の中でも地味な仕事で、飛行機の動力の供給をしたり、施設の管
理等を行っておりますが、もう一つ、航空機の中に使っておりま
すカート（東北新幹線のグランシートにも提供しております）、
食品の事業も行っております。どういうことかと申しますと、病
院と介護施設にクックチル（加熱調理した食品を短時間に急速冷
却して冷蔵保存し、提供時に再加熱するシステム）として提供し

ております。今回、新鮮な野菜が食べられないという腎臓病の患者さんのご要望にお応え

するために、低カリウムの野菜工場を横芝光町の工業団地に建設するというプレス発表を
いたしました。ほとんどを無菌状態でつくる工場で、半導体の無菌工場を応用したもので
す。この技術で特許をおとりになった会社（会津富士化工株式会社）さんと提携し、病院
食、介護食として新鮮な野菜を提供していくのが目的です。これはわが社の社会貢献です。
成田地区を選んだのは、わが社が人材的にも集中している、わが社の技術は勿論（水、温
度、電気の管理をやっておりその管理のノウハウを蓄積しているのが成田地区である）、
雇用の確保で地元貢献もできる。工場は来年５月完成し始動予定です。 

 

 

 

ロータリー・ゾーン研究会は RIの元、現、ガバナー･エレクトや他の役員にロータリーのプログラムや哲学

に関する最新の情報を提供するものです。各研究会は、会期およそ 2日半くらいで、一つまたはいくつかの

ゾーンを構成する地区の役員のために開催されます。元、現および次期役員は、指導を受け、意欲を高め、

親睦を楽しみながら、ロータリー指導者としての責務やそのための創意にあふれる方法について知識を深め

ます。 
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平山 秀樹 会員：先ほどから会員増強ですとか、設備がとか、冷や汗が出るような話題

が出ておりますが、それはまた結果が出てからということで、今日は成田高等学校付属小

学校の第二回大同窓会の開催についてニコニコさせていただきます。先月 11 月 24 日に、

大澤会員、成田高等学校校長先生ご臨席の下、二十歳以上の卒業生 130 人あまり、OB、

現職の先生と合わせて 150 人を超えるメンバーが集まり旧交を温めました。付属小学校は、

1973 年昭和 41 年設立ですので、成田高校は 115 周年ですが、40 周年を迎えました。他に

も記念すべきことがあり、今回学年を超えた同窓会を 5 年ぶりに開かせていただきました。

第一期生の同期である渡辺会員のお嬢様中島智子さん、豊田会員のお嬢さま松澤真希子さ

んのお力をいただきました。特に松澤さん

は、実務のほとんどをやっていただき心か

ら感謝しております。大澤校長先生は、「校

長室だより」でも第二回大同窓会について

お取り上げいただきました。ありがとうご

ざいます。卒業生のパワーを感じました。

私にとても思い入れのある同窓会でしたの

でニコニコさせていただきます。ありがと

うございます。 

 

神﨑 誠 会員：去る１１月２８日（木）、印西ロータリークラ

ブ主催の第９分区親睦ゴルフ大会が習志野ＣＣキングコースにて

開催され、当クラブから８名が参加し、団体３位に入賞しました

のでニコニコします。 

 

小川 賢 会員：私は体調を壊してゴルフができないでおりまし

たが、今回１５年ぶりに分区の親睦ゴルフに参加いたしまして準

優勝でした。賞品に大きな胡蝶蘭を頂戴しました。事務所に飾っ

ております。 

 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。師走に入り周囲もどことなく慌た

だしくなってきました。当クラブの例会も２０１３年

は今日を含めてあと３回を残すだけとなり、改めて時

の経過の速さに驚いているところであります。という

ことは、私の会長職もほぼ半ばまで消化したというこ

とになりますが、何か無我夢中の６ヶ月であった感じ

がします。後半に向けて、クラブ運営に関して直すべ

きことがあればできる範囲で直してゆくつもりでお

ります。 

 先週は第５週目の夜間例会でありましたが、米山記念奨学生のムンクバト君の卓話は現

在、彼が研究しているモンゴル語に関する分析調査等、非常に分かりやすい説明で感心い
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たしました。是非、博士論文を書けるだけ研究を重ね、博士になってもらいたいものです。

また、スペシャル・オリンピックスの活動理念もご理解いただければありがたいと思いま

す。 

 今日はこの後、年次総会が行われますので、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

 なお、来週１３日の例会は「クラブ協議会」であり、委員長の皆様にはそれぞれ上半期

事業報告をお願いいたしているところです。１２月２０日の金曜日には忘年家族例会が当

ビューホテルにて行われます。出欠の締切り日は１２月１２日の木曜日となっております

が、今回も親睦委員会が趣向を凝らした計画を立てています。是非、多数の会員そしてご

家族の参加をお待ち申し上げております。また、１２月２２日の日曜日には、小宮山年度

より始まった「ボーイスカウト成田第１団との交流会」が行われます。これも１２月１３

日締切りのご案内が皆様のお手許に届いていようかと思います｡師走の忙しい時期ではあ

りますが、是非、多数の会員のご参加をお願いいたします。 

さて、今日の「一言、言わせろ」コーナーですが、この後年次総会が控えておりますので、

中止とさせていただきます。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。 

 最後になりましたが、米山記念奨学生のムンクバト君、ようこそ成田ロータリークラブ

の例会にお越しくださいました、楽しい時間をお過ごしください。 

 

◇ 奨学金の授与 

米山記念奨学生    ムンクバト 君 

 

 

◇ クラブ広報委員会   佐藤 英雄 リーダー 

ロータリーの友 特集『家族月間』。横組１９ページ“日韓親善会

議を通じて未来の平和”とあります。今、韓国との関係がスムーズ

にいってない時期、ロータリアンとして韓国とどう付き合っていけ

ばいいか。日本と韓国には二千年の歴史がありますが、この７０年

ほどの間に関係が悪化しております。私は一般的な新聞記事しか読

みませんが、意外と奥の深い記事だなと思いました。次に縦組９ペ

ージ被災地である宮城県名取市について。ロータリーが寄付したお金、物資が実際どのよ

うに活用されたか書いてあります。最後に平山金吾会員のお話にもありましたが、全体的

にロータリー会員数は減っていますが、ロータリーの活躍が地域に反映した結果、岩手、

宮城、福島地区は増えています。ロータリアンが被災しながらもロータリーの良さを理解

し、必死にロータリアンであり続けようとしたこと、それらが大きな要因です。是非横組

２３ページをご一読下さい。 

 

・成田環境ネットワーク   平野 省二 会員（出向者） 

毎年参加しております第２回空港周辺道路美化運動が１２月１７

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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・ゴルフ同好会   神﨑 誠 会員 

成田ロータリークラブ ゴルフ同好会コンペを１２月２０日（金）

久能カントリーで開催いたします。 

ＯＢ３名含め１６名、あと４名参加可能です。１２月１０日まで

に神﨑までご連絡をお願いいたします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  

阿部 慎一 ロータリー財団リーダー 

諸岡靖彦会員よりロータリー財団へ１，０００ドル 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

≪回覧≫ 

１．白井 RC  例会場、日時変更のお知らせ                       

２．印西 RC  12 月、1 月例会変更のお知らせ                                      

３．富里 RC  12 月、1 月例会変更のお知らせ   

４．佐原 RC             〃                            

５．八街、成田コスモポリタン RC より週報が来ております。             

６．財団室 NEWS 12 月号                             

７．成田市国際交流協会よりニュースレター12 月号                 

≪連絡≫ 

１．フィリピン台風災害義援金に関して 

    前回２９日例会時に募金箱をまわした結果は￥１５，０００でした。 

    ２２日との合計は￥５８，５００になりました。 

    今日は￥９，５００集まりましたので、合計￥６８，０００で締め切ります。 

２．12 月 20 日（金）に行われますゴルフ同好会の後、OB を忘年例会にお誘いいたしま

すのでご承知おき下さい。 

３．例会後理事・役員会を行います。場所は「ひばりの間」です。 

  
 

 

成田幹事が司会となり、平山秀樹出席奨励・退会防止委員長より定足数の確認（出席会
員 44、委任状 14、合計 58；会員総数６３の１／３を超える）があり、年次総会が成立
することの報告があり、開会が宣言され、遠藤会長が議長席に着き、議案が審議されまし

た。 

 

第 1 号議案：次年度副会長決定の件 

会長エレクトの松田泰長会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度副会長・佐瀬 和年会員 

第 2 号議案：次年度幹事決定の件 

会長エレクトの松田泰長会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度幹事 神﨑 誠会員 

 

第 3 号議案：次年度会計決定の件 

年 次 総 会 
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会長エレクトの松田泰長会員より、次の通り発表され、承認されました。

次年度会計 小柳 政和会員 

第 4 号議案：次年度理事決定の件 

会長エレクトの松田泰長会員より、次の通り発表され、承認されました。 

会員増強・退会防止委員長    小寺 真澄 会員 

       クラブ広報委員長    堀口 路加 会員 

クラブ管理運営委員長    石橋 菊太郎 会員 

       奉仕プロジェクト委員長   設楽 正行 会員 

ロータリー財団・米山記念奨学委員長  長原 正夫 会員 

第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

会長エレクトの松田泰長会員より、次の通り発表され、承認されました。  

 佐久間 高直 会員 

第 6 号議案：２０１6－１7年度会長候補決定の件 

指名委員会 小宮山四郎委員長より、石川憲弘会員を指名。 

 
第 6 回 理事・役員会 

１．今後の行事日程について 
 １２月の予定                                     
    １２月 ６日（金）  年次総会（次年度の役員人事）理事・役員会 
    １２月１３日（金）  クラブ協議会（上半期事業報告） 
    １２月２０日（金）  忘年夜間例会 成田ビューホテル 

※当日はオークションを行いますので、一人 1 点以上の品物をお持ちください。 
               ゴルフ同好会 久能ＣＣ 
    １２月２２日（金）  ボーイスカウト成田第１団交流 
    １２月２７日（金）  休会 
 1 月の予定 
     １月 ３日（金）  休会 
     １月１０日（金）  新年会 Ｕシティーホテル  理事・役員会 
     １月１７日（金）  通常例会 卓話 石指 雅啓 会員（成田空港株式会社） 
     １月２４日（金）  通常例会 卓話 成田税務署長 松川和人 
     １月３１日（金）  通常例会 卓話 東京江東ＲＣ 小島様                   承認 
２．新入会員の件 
  日本生命保険相互会社 成田支社長 音花 昭二 氏 
  推薦者 神﨑 誠会員、遠藤 英一会長                                承認 
３．平成２６年度全国高等学校総合体育プログラム広告協賛の件 

平成２６年８月８日（金）～１０日（日） Ａ４版 １頁 ６０，０００円  広告内容は継続審議     承認 
４．ボーイスカウト成田 交流会の件 

９名出席予定、ＲＣジャンパー着用                                  承認 
５．忘年例会オークション売上金の件 

例会オークションはクラブの収入とする。（大島災害義捐金は１２月１３日）               承認 
６．千葉県共同募金会「ＮＨＫ歳末たすけあい」への協力のお願い 

会計に確認後、例年と同じ対応                                    承認 
７．ＩＭ（２月２１日）について  

１２月中にＩＭの資料を作成し、第９分区各ロータリークラブへ送付、１月中旬締切、１月末に名簿の作成  承認 
８．千葉南ロータリークラブ創立５０周年記念式典について 
  遠藤会長、成田幹事出席                                       承認 
９．青年会議所 新春賀詞交歓会について 
  遠藤会長出席                                           承認 
10．ニコニコの領収書について   

結婚記念日、誕生日、ニコニコの内容については領収書の発行をいたしますので、必要な方は事務局までご連絡く
ださい。                                             承認 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 １２月２、３、４日 ロータリー研究会 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
吉田 嘉浩、平山 秀樹、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢 
神﨑 誠、設楽 正行、平野 省二 各会員 

１２月６日 理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４０ ２２ ６４．５２％ １００％ 

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 

 


