
 1 

 
 
 
 
 

国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2829 回例会 平成 31年 2月 1日（金） 

◇ 出席奨励   村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長 

先月の出席率は 68.63％でした。ちょっと出席率が低くなっております

ので、メーキャップの御協力、よろしくお願い致します。 

◇ Ｓ．Ａ．Ａ．  香取 竜也 会員 

2 月は本日の諸岡ガバナーエレクト国際協議会報告、15 日の習志野中央

RAC の本宮様から貴重なお話が聞けると思いますのでしっかり拝聴し

て頂きたいと思います。12 日は新酒を楽しむ会、16 日は PETS、20 日

は IM と行事が続いております。それに伴い振替休会もありますので、

出席できない方はメーキャップをお願いします。10 時から 3 時までとなっております。 
 
◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング  それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト  小宮山 四郎 会員 

◇ お客様 

多古ロータリークラブ  
飯田 武之 様 

東京東江戸川ロータリークラブ  
嶋村 文男 様 
 

◇ 誕生祝い 
小川賢会員(ｓ13.2.15)、長原正夫会員(ｓ29.2.15） 
佐藤英雄会員(ｓ18.2.12）、永井秀和会員(ｓ36.2.22) 
【欠席】 
渡辺孝会員(ｓ15.2.21） 
遠藤英一会員(ｓ24.2.17）、喜久川登会員(ｓ26.2.20） 
 
◇ 結婚祝い 
矢島紀昭会員（ｓ43.2.6）、小坂明宮己会員（ｓ61.1.19） 

【欠席】 
渡辺孝会員（ｓ41.2.20） 
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◇ ニコニコボックス 

齊藤 三智夫 会員：地区月信委員として、今月（2 月号）の表紙

を新勝寺（梅まつり）で飾ることが出来ました。  
  

嶋村 文男 会員：成田に事業所があるので立ち寄らせていただき

ました。今日は諸岡ガバナーエレクトの報告があるという事で楽し

みにしております。今後ともよろしくお願いします。  
 

近藤 博貴 会員：昨年 10 月号の「ロータリーの友」に、“米山

梅吉は本年生誕 150 年を迎えました”と言う記事がありましたの

で、静岡県長泉町にある米山梅吉記念館を訪ねてみたいと思い、 

1 月 27 日（日）に行ってきました。 米山梅吉氏は 1920 年（大正

9）52 歳の時、東京ロータリークラブを創設し初代会長に就任した

人です。記念館には米山梅吉氏の幼少から晩年までの写真や書籍、

初代幹事長を務めた福島喜三次氏の関係などが展示されていまし

た。米山梅吉氏は歌舞伎役者のような美男子だったそうです。 

記念館の庭には昭和 10 年、ポール・ハリスが来日した時、帝国ホ

テルで記念植樹した月桂樹の 2 世が植えられていましたが、昨年の台風の塩害で上部が切

られて半分になっていました。 この月桂樹は初代の枝から挿し木した 7 本のうちの 1 本で

す。平成 13 年 4 月、成田ロータリークラブ創設 40 周年記念式を行った際、記念館に寄付

をして、記念館から米山梅吉氏の胸像を送られたことを思い出し、事務局にあった胸像を

持ち出してきました。胸像の由来のコピーを配りましたのでご覧ください。  
＜参考＞ 

米山 梅吉 1868.2.26 生（慶応４．明治元年）～1946.4.28 没（昭和 21.年）78 歳 2 カ月 

ポール・ハリス 1868.4.19 生～1947.1.27 没（昭和 22 年）78 歳 9 カ月 

 
小池 正昭 会員：北千葉道路の船形から押畑間の開通について、

ようやくプレス発表がされました。残りが大山までの 3.7 キロほ

どありますが、3 月 3 日、10 時に美郷台小学校で開通式典を  
行うことで決まりました。北千葉道路は全体で 43 キロ、その中

の 30.3 キロが開通と言うことになります。成田の流れが大きく変

わると思いますので、是非ご利用いただければと思います。ただ、

開通後は土屋地区、美郷台地区の交通混雑を招くのではないかと懸念しています。後でお

叱りを受けるかもしれませんがあらかじめその旨を申し上げておきたいと思います。  
併せて、ニュータウン中央線、成田湯川駅から成田安食線まで、これが北千葉道路ともつ

ながるのですが、この道路も 3 月 2 日に開通します。  
最後にもう一つ、成田空港の夜間の運用時間制限がようやく空港周辺市町の合意を得てほ

ぼ整ってまいりました。最終的には四者協議会で決めると言うことで、週明けに明らかに

なってくると思います。皆様へご報告させていただきニコニコさせていただきます。 
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◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。昨晩の雪も解けはじめています。2 月に入

り明後日は節分です。またひとつ年をとることになります。

節分には豆まきをされると思いますが、由来のひとつに、昔

京都の鞍馬に鬼が出たとき、毘沙門天のお告げによって、煎

った大豆を鬼の目に投げつけたところ、鬼を退治できたとい

う話が残っており、「魔の目＝まめ」に豆を投げつけて「魔

を滅する＝まめ」に通じるということらしいですが、今でい

うオヤジギャグのようにも感じます。 
 皆様も参加されるかもしれませんが、成田山新勝寺でも「福は内、福は内」と招福を祈

り、相撲力士や NHK ドラマの出演者と地元や各界の名士が豆まきをされる予定になって

います。 
東京東江戸川 RC 嶋村文男様、多古 RC 飯田武之様、ようこそいらっしゃいました。ご

ゆっくりお過ごしください。 
 ロータリーでは、2 月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。世界平和を希求する重要プ

ログラム、ロータリー平和センターについてご紹介します。これは、ポール・ハリスの平

和への願いを受け止めて創設されました。1 世紀にわたり国際平和を謳ってきたロータリ

ーが、初めて正面から平和貢献のために立ち上げたプログラムです。ポール・ハリスの没

後 50 周年を記念し、1996 年にラジェンドラ・サブー管理委員長の下すすめられ、2002
年度にスタートし、教育と平和に関して特に優れた大学の中にセンターを設けて、世界で

平和に貢献したいと願い活動する方々を迎え入れ、スキルを高め再び世に出していくプラ

ンです。5 大学と提携しており、日本では国際基督教大学（ICU）にあります。また、2005
年度より、新たに 3 ヵ月終了の短期の平和センターをタイのチュラロレコーン大学に開設

し、平和活動中でもスキルをより強化できるシステムをつくりました。 
 因みに修士号コースで約 2 年間の学費、生活費、実地研修など含めるとひとり当り 8 万

ドル程度かかります。これらの資金源は、ロータリー財団、各地ロータリアンや地区、そ

の他の支援者からの寄付によって支えられています。全国のロータリアンは、フェローの

オリエンテーションや研修などを支援するため、ガバナー会を通じて毎年ひとり 15 円の協

力をしているそうです。 
 以上が、平和センターについて調べました概要でございます。ロータリーの話でした。

さて、本日はいよいよ諸岡靖彦 GE の国際協議会報告となります。諸岡 GE には宜しくお

願いしまして挨拶とします。 
 
◇ 委嘱状 
ＲＬＩ実行委員会 委員 

諸岡 靖彦 会員 
◇ 医療情報  橘 昌孝 会員 
先週のインフルエンザ患者数は印旛保健所管内で 1775 人発生して

おります。先週は 1995 人でした。思ったより伸び率が少なかった

のですが、これから 1、2 週がピークで後は減っていくと思います。 
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しかし、A 型が終わると B 型が流行ってきます。A 型ほどひどくはありませんが、4 月ご

ろまで続くはずですから皆様引き続きご注意ください。  
 
◇ 委員会報告 

ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 委員長 

１．ロータリー財団への寄付 
小寺真澄会員から、1,000 米ドル（110,000 円）を「年次基金」

にご寄付頂きました。小寺会員は、この７月に「ポリオプラス」

に 1,000 米ドル寄付頂いており、今年度（2018-19 年度）２回目

のご寄付です。ご寄付ありがとうございました。 
２．米山記念奨学金への寄付 
分割により毎月 10,000 円を積み立て頂き、積立て合計額が 1 口（10 万円）に達した段

階で会員歴の長い方から順次申請をしております。この程、分割寄付の平野省二会員を申

請いたしますので、ご報告いたします。ご寄付ありがとうございました。 
 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原香取、多古、白井、八街ロータリークラブ 

・週報  佐原香取、白井ロータリークラブ 

・出欠表（新酒を楽しむ会（本日締切）、第１０グループゴルフ

コンペ、第１回 PETS 当日準備） 
・RI 日本事務局 業務推進・資料室より「平和と紛争予防／紛争

解決月間」リソースのご案内と出版物リニューアルのご案内 
【連絡】 

・２月のロータリーレート １ドル＝１１０円 
・本日例会終了後に第８回理事会を開催致します。 
 
◇ 卓話 

2019-20 年度「ロータリーは世界をつなぐ」 

2 月 1 日 例会 卓話 ：2019 年国際協議会に参加して 

                               諸岡 靖彦 

私はガバナーの最後の関門に挑むために、１月１３日(日）

昼、緊張感を抱いて米国カリフォルニア州サンディエゴ入りし

ました。ロータリー国際協議会の会場であるマンチェスター・

グランド・ハイアット・サンディエゴの玄関には、石黒慶一、

三木 明両 RI 理事、北 清治 R 財団管理委員会委員、RI 研修

リーダーの高野孫左ヱ門、山崎淳一、佐藤芳郎３氏とそのご夫

人たちが出迎えくださいました。ここには 34名の日本人ガバナーエレクトを含む全世界５

２５地区の同期 GE と、我々を迎える国際ロータリーのシニア・リーダー、RI 研修リーダ
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ー並びに RI 事務局チームの総勢 1,200 名を超える関係者が集合し、５泊５日の GETS 研修

と国際交流が繰り広げられました。 

５日間の全体プログラムは、毎日午前、午後に全体で集まる同時通訳と映像付き本会議

とその後の日本人研修リーダーによる GEと夫人に分かれた分科会（最終日の午前は外国人

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの同時通訳）という構成で、夜は国際舞踏晩餐会、祭りの夕べ、ホノルル国際大

会を意識した（また会う日まで）お別れ晩餐会などが国際色豊かに繰り広げられました。 

次年度 RI会長マーク・マローニー氏はここ 10数年の

国際ロータリーの会員増強については成長のない時代

として、これを克服する「ロータリーの成長」、つま

り会員基盤の成長を強く求めました。これまでよりも、

もっと良い奉仕ができるように、より強いロータリー

を築くことを提唱されました。世界がかつてないほど

分断されている今日、世界をつなぐのは私たちロータ

リーです、と述べて新年度のテーマが発表されました。 

 

ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD （ロータリーは世界をつなぐ）とは、21 世紀の新たな

10年の始まりの、ロータリーの未来をつくるための新しい戦略を実行に移し、これまでよ

り活性化された重点分野に挑むビジョンを表明したものです。人々を結びつけ、世界を健

全な姿に近づけてゆくための変革推進のメッセージであり、CONNECT は会員の実践行動を

求めたものになっていることに気づきます。マローニー会長は、刻々と変化を続けている

世界の現実に対して、ロータリーの未来を形づくる場であるクラブについて、そのあり方

をより創造的に、より柔軟性を取り入れてゆくことを強く提唱されました。 

今回の国際協議会には、マローニー氏の意向で史上初めて選ばれた 60名（日本からは 3

名）のローターアクターが後半の２日間参加しました。 

５泊５日という時間は様々に変化に富んだ時間でした。帰国後の心象は、第一は RIの存

在感と(民族、言語、文化の)多様性、第二

はガバナー職の地域を代表することの意味

と責任という現実でした。同期の GEのうち

3～4 人は帰国後発熱したようです。幸い私

はロサンゼルスで前後 1 泊して体力温存と

時差調整ができましたので、その落とし穴

には嵌らないで済みました。これから三大

セミナーの胸突き八丁を迎え、いよいよ私

のガバナー年度のスタートです。皆様方の

ご支援を、切にお願いいたしまして、報告

といたします。 

  

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 
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第 8 回理事会 

 
１、２、３月の例会及び事業、行事計画の確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              承認 
２.富里ロータリークラブ 35 周年記念ゴルフコンペの件（2/26） 
クラブより、エントリー費 3,000 円×８名＝24,000 円 、クラブ負担金 30,000 円 
プレー費は、各自負担                                    承認 
３．ロータリー財団・米山記念奨学の件（補助金管理セミナー2/2、地区補助金事業、ホストクラブについて） 
・補助金管理セミナー 高橋会員、小泉会員、石川会員出席予定 
・地区補助金申請書作成中 
・ホストクラブは次年度活動なし                               承認 
４．会長・幹事会の件（1/25） 
 20,000 円                                         承認 
５．青年会議所賀詞交歓会の件（2/4） 
 会長出席予定 会費 7,000 円                                承認 
６．新会員卓話の件 
残り 6 名、スケジュールの関係上、次年度持越しもやむを得ない                承認 

７．その他 
新酒の会については、滝澤酒店よりお酒を購入して持ち込む（予定費用 17,010 円）        承認 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

2 月 1 日(金) 会員卓話 諸岡ガバナーエレクト国際協議会報告 
8 日(金) 振替休会  対象：新酒を楽しむ会 

12 日(火) 新酒を楽しむ会  会場：長命泉～ひかたや 

15 日(金) 外部卓話：習志野中央ＲＡＣ本宮様   
国際医療福祉大学より留学生６名と担当教授の 7 名来訪 

16 日(土) 会長エレクト研修セミナー(1) 場所：成田ビューホテル 

20 日(水) 第 10 グループ ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 
場所：成田ビューホテル 

22 日(金) 振替休会  対象：ＩＭ  
3 月 1 日(金) 月桂樹例会 場所：成田ビューホテル 第 9 回理事・役員会 

2 日(土) 地区チーム研修セミナー 場所：成田ビューホテル 
8 日(金) 社会奉仕活動 会場：社会福祉法人 大成会 不二学園 

15 日(金) 会員卓話  対象：新会員 
22 日(金) 特別月間卓話 担当：クラブ管理運営 
24 日(日) 会長エレクト研修セミナー(2) 場所：成田ビューホテル 
29 日(金) 休会 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７０ ６８ ４３ ２５ ６３．２４％ ６３．２４％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 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 
神﨑 誠、平山 秀樹、高橋 晋、小泉 英夫、土井 英二 
香取 竜也、村嶋 隆美、菊地 貴、小寺 眞澄、甲田 直弘 
諸岡 市郎左衛門 各会員 

２月１日 理事・役員会 

小泉 英夫、石川 憲弘、高橋 晋、諸岡市郎左衛門 各会員 ２月２日 地区補助金管理セミナー 
矢野 理恵 会員 ２月４日 地区 RLI 推進委員会 

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 

 


