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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 世界理解月間 ～～ 

第 2546 回例会 平成 25 年 2 月 1 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 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     斉唱 

◇ 誕 生 日 

平山 金吾 会員、豊田 磐 会員 

小川 賢 会員、佐藤 英雄 会員 

遠藤 英一 会員、喜久川 登 会員 

浅野 洋介 会員、長原 正夫 会員 

細矢 正雄 会員（欠）、渡辺 孝 会員（欠） 

 

◇ 結婚記念日 

豊田 磐 会員、矢島 紀昭 会員 

渡辺 孝 会員（欠）、大澤 浩一 会員（欠） 

安川 篤志 会員（欠） 

 

◇ ニコニコボックス 

平山 金吾 会員：1 月 25 日、成田地区の早稲田大学稲門会の新年会が

成田ケーブルで流れておりましたので、その御礼といたしましてニコニコ

いたします。 

 

遠藤 英一 会員：平山会員と同じく。 

 

豊田 磐 会員：平山会員、遠藤会員と同じく。 

 

小宮山 四郎 会長：2 月 14 日のＩ・Ｍで二神典子さん（ロータリーの

友 編集長）の卓話をお願いしてあります。それで、二神さんのホームペ

ージを見ていましたら、色々なクラブで卓話をされておられ、訪問先のク

ラブのニコニコの数が大変多いことに気づきました。10 名以上はいらっし

ゃいます。私も少し考えないといけないなあと思いました。 
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阿部 慎一 会員：今日、例会場に着た途端、会員の皆様方から「昨日

見たよ！」と言われました。“あぽやん”というテレビドラマで、あそこ

までビューホテルの名前が出るとは思いませんでした。私の気づいた

ところで 3 回はドラマの中で流れました。またトップレストラン、屋

上でも撮影が行われ、ドラマでは編集され流れておりました。大変あ

りがたかったです。心をこめてニコニコさせていただきます。 

 

矢島 紀昭 会員：昨日、滝沢会員が経営されております滝沢本店さ

んへ成田病院の先生方と工場見学をさせていただきました。その折、

今年出来立ての新酒の原酒を飲ませていただき、美味しくて体が痺れました。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

１月２６日（土）第２７９０地区のクラブ奉仕委員会

が成田のラディソンホテルで開催され、当成田ロータリ

ークラブからは、神﨑奉仕プロジェクト委員長、喜久川

出席奨励リーダーと小宮山、地区委員として松田会員が

出席しました。 

テーマは「会員維持に向けての魅力あるクラブづくり」で、

１５テーブルに分かれ、テーブルごとのディスカッショ

ン形式で行われました。私のテーブルは地区内でも比較的会員数の多い会長の席でした。

（地区内の会員数が同じ位で共通のクラブ事情を持つ）会長、奉仕プロジェクト委員長、

会員増強委員長ごとのテーブルに分かれてそれぞれのクラブが本音で討議され、素晴らし

い委員会となりました。尚、討議後テーブルごとの発表があり、会員維持に向けた魅力あ

るクラブづくりについては、ほとんどのクラブが入会後１～２年の退会者が１番多く、ロ

ータリーを理解しないうちにクラブを去る傾向が強いようです。会員を維持するためには、

３年未満の会員のクラブに対しての魅力が感じられる研修のあり方が会員維持についての

最大のテーマだと感じました。当成田ロータリークラブに於いても、今後、このテーマに

ついては充分な議論がなされなければならないと思います。 

また、２月は「世界理解月間」です。「ロータリーの友」２月号横組み３６頁で、はじめ

る一歩の欄に「ロータリーの始まりの日」と題して「友」の編集長 二神典子さんの記事が載

っています。ロータリーの誕生については既にみなさんご存知のことと思いますが、ポー

ルハリスが若い頃、５年の予定で放浪生活をし、３か月を残していたころ、弁護士事務所

を開くためシカゴにやって来ました。喧騒とした大都会で、彼は孤独を感じていました。

そんなとき、ポールハリスはある経験をします。そして、その経験がロータリーを作るき

っかけになりました。「ある晩、同業の友人に連れられて、郊外の彼の家を訪れました。

夕食後、近所を散歩していると、友人は、店の前を通るごとに、店の主人と名を呼んで挨

拶するのです。これを見ていて私は、ニューイングランドの私の村を思い出しました。そ

の時浮かんだ考えは、どうにかしてこの大きなシカゴで、様々な職業から１人ずつ、政治

や宗教に関係なく、お互いの意見を広く許しあえるような人を選び出して、一つの親睦関

係を作れないものだろうか、ということでした。こういう親睦関係ができれば、必ずお互
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いに助け合うことができるはずです」ということは、現在、我々が感じている親睦とは少

し違ったところにあるように思われます。また、1905 年 2 月 23 日。ロータリーの会合が

初めて開かれたこの日、その会合の前にポールとシルベスター・シールは夕食を共にし、

親睦とビジネスを推進するクラブという構想について語り合いました。その時二人はスパ

ゲティを食べたそうです。皆様も二人のようにスパゲティを食べながら、ロータリーにつ

いて語り合ってみてはいかがですか。という記事です。２月１４日（木）インターシティ・

ミーティング（Ｉ・Ｍ）でこの二神典子さんに講話をして頂くことになっていますので、

講話を聴くことによってさらにロータリーについての認識や、「ロータリーの友」につい

ての理解を深める絶好の機会となることと思いますので是非参加をしてください。 

 

◇ お知らせ 

角田幸弘会員のお父様が 1 月 9 日、享年 85 歳でお亡くなりになられましたのでご報告い

たします。すでに葬儀は家族葬で執り行われました。 

 

◇ 委員会報告 

・社会奉仕委員会  諸岡 靖彦 リーダー 

 先週１月２５日の例会終了後、クラブ広報と奉仕プロジェクト両

委員会の合同会議が行われました。 案件は、震災支援の為の思い

を風化させない事業を進めるために、何をするか！と言うことでし

た。 そして、その事業への取組みを地域社会にいかに発信してゆ

くか！について討議いたしました。 

 詳細は本日の理事役員会の承認を得た上でお知らせいたしますが、福島県より成田市に

避難して来られた方からまずはお話しをお伺いして、と言うことになりました。また、３

月１７日に開催される 『成田ロータリークラブ杯 争奪サッカー大会』 の準備のため

に、主催者である成田市サッカー協会との打合せを、明日１月２６日 午前１０時から行

う予定でありますことを報告いたします。 

 

・松田 泰長 地区職業奉仕委員会委員 

１月２６日（土）第２７９０地区のクラブ奉仕委員会の増強セミ

ナーについて、15 テーブルで行われました。テーブルリーダーは

ガバナー補佐、補佐の足りないところへ地区委員が入りました。

私の担当したテーブルは、15 クラブの中でも会員数の少ない、話

の進まないテーブルでした。それぞれのクラブに入会した人はい

らっしゃいますが辞めています。入会した人への研修はどうなっ

ているのか聞いてみたところ、どこもやっていないという答えで

した。また新入会員との親睦は飲み会、ゴルフという答えが１００％。減っている要因は

そこではないかと思いました。そしてテーブル分けにも問題があるように思いました。今

後、分区としてお手伝いできることがあるのではないかと考えさせられました。 
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◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、 成田ロータリークラブジャンバーが出来上がりました。

申し込みのサイズとお間違えのないようにお持ち帰りく

ださい 尚第 9 分区 3 月 7 日（木）ゴルフ大会は成田ク

ラブジャンパーでお願いいたします。 

２、 東京ロータリークラブ熊平雅人様より「抜粋のつづり」

が来ております 

「抜粋のつづり」は社会への感謝の思いから昭和六年に創刊。著者、新聞・出版各

位のご理解を得て、戦中・戦後の混乱期を除き毎年刊行し、百二十七カ国の日本大

使館や総領事館、全国の各種団体、企業、個人に四十五万部を無料配布しているそ

うです。 

３、 2 月 14 日（木）はＩ・Ｍです。15 日は振替休会となります。お間違いのないよう

お願いいたします。 

４、 富里ロータリークラブより週報が届いております 

 

◇ 医療情報   橘 昌孝 会員 

1,443 名だったインフルエンザ患者数が 1,200 名になり減少してきておりますが、油断せ

ずにうがい、手洗いで予防しましょう。また来週には花粉も飛び始めるようですので、花

粉症の方は、薬を早めにお飲みください。 

 

◇ 卓話 

∽∽∽∽∽ 広報について ∽∽∽∽∽ 

長原 正夫 会員 クラブ広報委員長 
今日は、私なりの広報の解釈を皆さんへお話ししたいと思います。広報は大きく分ける

と無料でできるものと有料でできるものがあります。 
新聞、雑誌などの媒体へ色々な記事で紹介してもらったり、メディアのほうがお金を払

う必要のない宣伝が無料の広報です。通常、ロータリーで広報しているものは無料のもの
が多く、成田ロータリークラブでも作っているＷＥＢページ（ホームページ）も含まれま
す。つまりこれも広報です。そして（成田にとどまらず）日本、世界中の皆さんに認知し
てもらう。 
有料の広報はテレビでのＣＭなど。ロータリーの場合、外へ向けての広報はあまりやっ

ておりません。成田ケーブルテレビでたまにやっておりますがこれは大変珍しいと思いま
す。会員の関係する企業という関係性があるため、恵まれていると思います。 
 
広報とは・・ 
問題が発生した時の謝罪をマスコミで流しておりますが、
これも広報です。また業種によっては広報部門があり、効
果的な広報をしているところもあります。 
 
プレスとは・・・ 
ブランド企業がプレスを使って、業界にアピールするもの
です。 
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プレスリリースとは・・ 
メディア側が行う報道のことです（“映画 エクレールお菓子放浪記”の時にプレスリリ
ースして記事にしてもらいました）。 
 
ロータリークラブの広報はどんな風にしたらいいか？ 
ホームページを開くと国際ロータリークラブ、2790 地区、成田ロータリークラブなどとロ
ータリーに関して、いくつもホームページがあります。ロータリークラブは日本全国に
2301 クラブあり、会員数は 89,249 人（2012 年 1 月末・ロータリー公式誌による）です。こ
んなにたくさんの会員がいるのに、なぜメディアに取り上げられないか？ロータリー活動を
公にプレスリリースをしないでいるがためにテレビで放映されない。各地区に中小企業の
社長さんがたくさんいて、色々なイベントをして認知されていれば、プレスリリースして
取り上げられない方がおかしいのではないかと思います。こちら側から発信していないの
です。ではどうやって認知度を上げていくか？考えると、各企業でコーポレートメッセー
ジを入れているように、クラブもクラブメッセージを入れてみてはどうか。そしてそのメ
ッセージ入りのステッカーを目に見えるところに貼る。ＲＩのテーマは毎年変わります。
その中で成田はどんなことをやるのか、メッセージがあったら認知が違うのではないかと
思います。認知されたら、成田でなにかイベントを行う時に、プレスされることも多くな
るのではないでしょうか。私も入会した時に社員からロータリーで何をやっているのです
かと聞かれました。社員や奥さんが例会に喜んで送り出してくれるように認知することが
スタートではないかと思います。 
 
また、委員会を開いても、委員会に来る方が少ないように思います。約半数来るか来ない
かです。そうなると、委員会メンバーでの情報の共有が非常に難しくなります。私の考え
といたしましては、例会で委員会をしてもいいのではないでしょうか。テーブルごとに委
員会で座るということを、年に４、5 回あってもいいのではないか。そして、その時に情
報の共有をするのです。情報を共有することにより、表に発信することができます。これ
も広報ではないでしょうか。 
 
成田ロータリークラブの広報のあり方・・・ 
世界的、地区、成田ブランドをホームページで発信するとなれば、これをもう一度皆さん
で真剣に考えて、討議したほうがいいのではないかと思います。成田ロータリークラブの
完成度の高いＨＰを作ることが、まずは広報の第一歩だと思います。 
 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 
 

第 7 回理事・役員会 

１．2 月、3 月の例会及び事業、行事計画の確認 

2 月の予定  

1 日 (金) 通常例会 ミニ卓話 

8 日 (金) 通常例会 卓話 成田副市長 藤田 礼子 様 

入会式 吉田稔様、逆井哲也様 

14 日 (木) ＩＭ ラディソンホテル 

１３：３０登録開始 １４：００点鐘 

15 日 (金) 振替休会  

22 日 (金) 通常例会 卓話 本宮 昌則 会員 

サッカー協会より来会 

3 月の予定   

1 日 (金) 通常例会 卓話 赤海運輸社長 赤海守様 

卓話 福島県浪江町 柴 繁 様 

7 日 (木) 第 9 分区親睦ゴルフ大会 大栄カントリークラブ 

8 日 (金) 新入会員歓迎例会 

Ｕ－シティホテル 

17：00～クラブ研修セミナー 

18：30～歓迎例会 点鐘 
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15 日 (金) 通常例会 卓話 逆井哲也 会員 

22 日 (金) 通常例会 卓話 吉田 稔 会員 

29 日 (金) 移動例会 栗山公園 50 周年記念植樹月桂樹を囲んで 

※2 月 2 日（日）補助金管理セミナー開催 遠藤 英一 会長エレクト出席       

 2 月 15 日（金）インターアクト合同会議開催 平山秀樹会員出席予定 

3 月 17 日（日）成田ロータリークラブ杯サッカー大会  

       場所：栄レインボーＦＣグランド 開会式 ８：００～ 

4 月 3 日（水）2 クラブ合同花見例会 ホスト：成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

 承認 

  

２．社会奉仕委員会より東北大震災被災者卓話の件について 

赤海運輸社長 赤海守様、福島県浪江町 柴 繁 様に諸岡リーダーより依頼文
を郵送 

                        承認   

                                

３．仙台空港にロータリーのバナーを掲示し被災者を見守るプロジェクトの件ついて 

    クラブより 1 万円、バナーを郵送する 

承認 

 

４．米山記念奨学生 世話クラブとカウンセラー引き受けについて 
    世話クラブとして登録、カウンセラーは堀口路加会員 

承認 
 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎、神崎 誠、喜久川 登、松田 泰長 各会員 1月 26日 
第２７９０地区クラブ奉仕

委員会 

平野 省二、諸岡 靖彦、設楽 正行、近藤 博貴、松田 泰長 

小宮山 四郎 各会員 
1月 30日 クラブ研修委員会 

渡辺 孝、小泉 英夫、平山 秀樹 各会員 1月 30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、神﨑 誠、長原 正夫 

成田 温、秋葉 博行、設楽 正行、諸岡 靖彦、平野 省二 

松田 泰長、甲田 直弘、山田 真幸、佐瀬 和年、諸岡 靖彦 

各会員 

2月 1日 第 8 回理事・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 

６１ ５９ ４１ １８ ６９．４９ １００％ 

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 

 


