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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2642 回例会 平成 27 年 2 月 6 日（金） 
 
◇ 出席奨励・退会防止委員会 小寺 真澄 委員長 

先月の出席率は８５．１６％でした。長期欠席の方の所へは会社訪問

などしております。なるべく例会へ出席をしていただき、出席率が 

９０％切らないように頑張りたいと思いますので、皆様の協力、よろ

しくお願いしいます。 

◇Ｓ．Ａ．Ａ．   吉田 稔 会員 

Ｓ．Ａ．Ａ．担当の会員も毎月高い出席で皆様をお迎えしております。
今日はテーブル抽選会のご協力、ありがとうございました。今後も皆
様を明るく迎えられるＳ．Ａ．Ａ．として務めていきたいと思います
のでよろしくお願いします。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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 

◇ 誕生日 

豊田磐Ｓ12.2.1、小川賢Ｓ13.2.15、渡辺孝Ｓ15.2.21 

佐藤英雄Ｓ18.2.12、遠藤英一Ｓ24.2.17、長原正夫Ｓ29.2.15 

鈴木信行Ｓ31.2.17、鈴木敏道Ｓ35.2.12   

【1月分】 

神﨑 誠Ｓ33.1.17 各会員 

◇ 結婚記念日 

豊田磐Ｓ41.2.3、渡辺 孝Ｓ41.2.20 

矢島紀昭Ｓ43.2.6 各会員 

◇ お客様 

米山記念奨学生  ムンクバトさん 
◇ ニコニコボックス 

鈴木 敏道 会員：２月２日に放送されましたＮＨＫのプロフ

ェッショナルという番組で、「清掃のプロ」が紹介されており

ました。日本空港ビルデンググループの会社で日本空港テクノ

という会社です。紹介されておりました女性の名前は新津春子

です。彼女は中国・瀋陽生まれで、お父様が残留孤児、お母さ

まは中国人です。中国では石を投げられ日本人として居場所のない思いをしたと言ってお

りました。日本に帰ってくると、学校では中国人と言われ居場所がない、自分の居場所は

どこにあるのだろうとずっと思っていたそうです。そんなことがあり高校を出て清掃の道

へ進まれたそうです。大森の職業訓練校にたまたま我々の会社の大先輩である空港の清掃
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一筋でやってきた鈴木優というものがおりまして、彼が先生でおりました。彼が彼女を育

て上げたそうです。全然褒め言葉はなかったそうですが、彼女が全国ビルクリーニング技

能技術会で優勝した時は、日本一の清掃員として認められたと喜んだそうです。やっと自

分の居場所ができたと思ったそうです。そこに私は３年間総務部長でいたことがあります。

今、鈴木は亡くなっているのですが、私の在任中に亡くなられ、親族葬でしたが一緒にお

葬式を仕切りました。実は、羽田空港はスカイトラックス（Skytrax）というイギリスに拠

点を置く航空サービスリサーチ会社の国内線部門で世界一、クレンリネス（Cleanliness）

（清潔感）でも、世界一と評価を受けております。会社のマネジメントの問題はあります

が、現場の方々の努力、現場の力ということでそういう賞をいただけたと思っております。

ぜひ羽田を利用する時にはこういう清掃の人がいるんだということで気にしていただけれ

ばと思います。特にトイレを見ていただければ、清掃への拘りが表れていると思います。 

 

松田 泰長 会員：私が成田ロータリークラブに入会しまして先

月で１３年。今１４年目に突入しました。ロータリーの友、ガバ

ナー月信は、入会以来とってあります。棚に入れきれないほどで

す。１５６冊目。週報も１年分ずつ冊子にしています。あっとい

うまの１３年でした。元気に継続できている事にニコニコいたし

ます。 

 

小宮山 四郎 会員：ごめんＢＯＸ致します。昨夜研修委員会が

石橋会員のお店でありましたがドタキャンしてしまいました。 

委員の方には大変ご迷惑をおかけいたしました。 

 
◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。ムンクバトくんお帰りなさい、お母さん

の訃報をお聞きしました。謹んでお悔やみを申し上げます。今

は悲しみの中に居ると思いますが、今日を含めて多くの人にお

母さんの話をしてください。それがお母さんに対する感謝であ

り、バト君の胸の痛みを和らげる助けになると思います。 

さて、今月２月は「世界理解月間」です。 

２月２３日は、シカゴでポールハリスを含む４人が初めての会合を開いた記念日である

ことからこの日を「世界理解と平和の日」としています。 

イスラム国なる集団による痛ましい出来事が起きてしまいました。我々ロータリーの願

っている世界平和について今一度考えてみたいと思います。  

国際奉仕はロータリーの第４奉仕部門で、人道的国際奉仕、国際理解、親善、平和を推

進するために実施する全ての活動を言います。初期のロータリーには今日の国際奉仕の概

念はありませんでした。しかし、第一次大戦中の １９１７年頃より米国やカナダ、ヨーロ

ッパのロータリークラブが各地の避難民や傷病兵、復員してくる軍人に対するボランティ

ア活動や物資援助を行うなどの歴史的背景を受けて、国際間の理解と親善と平和を推進す

るという国際奉仕の概念が生まれました。二度にわたる世界大戦を通してロータリーは、

１９４５ 年に米国合衆国国務省から要請を受けて、４９名が国連憲章の原案作成作業に参

加しました。これはロータリーの歴史の中でも特筆すべき国際奉仕活動です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
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しかし一方では、第一次大戦時の２８代アメリカ大統領はウィルソン、第二次大戦時は

ルーズベルト、ベトナム戦争時はニクソン、湾岸戦争時は初代ブッシュと全てロータリア

ンです。 

世界で紛争や戦争など有事の際には、国際ロータリーは中立を守る立場にあり、当該国

のロータリークラブとロータリアンは、それぞれ国法を遵守しなければならず、これらの

国々の間では友情や親睦を築く事は困難になります。 

では、世界の恒久的平和の推進を願うロータリーの国際奉仕活動も、有事の際には限界

があるということで矛盾しているのか？ 

いいえ、ロータリーはロータリー章典８．０５０．３「国際奉仕における個々のロータ

リアンの責務」として、 

個々のロータリアンは、奉仕の第４部門に込められている理想の実現に寄与すべきである。 

各ロータリアンは、広い見識に基づく世論をつくりだすよう助力すべきである。  

ロータリアンは、 

1. 愛国主義にとらわれず、自分が、国際理解と親善と平和を推進するという責務を共に

負っているものとみなすべきである。  

2. 国家的または人種的優越感によって行動しないようにすべきである。  

3. 他国民と協調する共通の基盤を求め、これを育成すべきである。  

4. 理想、言論、集会の自由、迫害と侵略からの解放、欠乏と恐怖からの解放を享受でき

るように、個人の自由を守る法律と秩序を擁護すべきである。  

5. どこかが貧困であれば、全体の豊かさを危うくすると認識し、あらゆる国の人々の生

活水準を高めようとする行動を支援すべきである。  

6. 人類に対する正義の原則を高くかざすべきである。この原則は基本であり、世界的な

ものでなければならないと認識すべきである。  

7. 国家間の平和を推進しようと常に努め、この理想のためには個人的犠牲を払う覚悟を

すべきである。ロータリー章典４１ ２００９ 年 ６月  

8. 実践されれば、必ず豊かで充実した人生をもたらす、倫理的・精神的基本水準が存在

すると認識しながら、国際親善の一歩として、あらゆる他の人々の信念を理解する心

をかき立て、これを実践すべきである。  

9. 国家間の関係が緊迫しているところで活動やプログラムを実施する場合には、適切な

注意を払うべきである（２００４ 年 １１月理事会会合、決定 ５９号）。  

 

ロータリー章典８．０５０．４ 

国の法律および慣習 ロータリアンは、他国の法律や慣習を批判するようなことは慎む

べきである（２００４ 年 １１月理事会会合、決定 ５９号）。  

 

大きな対立も最初は小さな価値観の相違から始まります。世界中のロータリアンが個々に

掲げられたことを実行し、周りを動かしていくことをロータリーでは提唱しています。 

今回紹介したものは、ロータリー章典、手続要覧の「国際奉仕」の方針として掲げられて

いたものです。 

文章を纏めて確認のために２０１３年度版をチェックしましたら、この「国際奉仕」の項

目がなくなっています。どの様な経緯でどうなったのか現時点ではわかりません。調べた



4 

後でお話ししたいと思います。 

 
◇ 奨学金の授与  ムンクバトさん 

昨夜、夜遅く日本に戻ってきました。故郷に帰ったのは１月１１

日。１２日に母が入院している病院に行き、それから１０日間く

らい一緒に過ごすことができました。母の入院で皆さんに大変 

ご心配をお掛けし、申し訳ありませんでした。１月２１日に亡く

なりました。最初、自宅のトイレに行くためベッドから降りた拍

子に足を骨折し、骨折した痛みはそんなになかったようですが、

家におりましたらどんどん体調が悪くなり、急いで２００キロ離れた病院に行って検査を

受け、それから２週間で亡くなりました。兄弟９人男７人女２人、２４時間体制で、みん

なで一緒に付き添いました。今は寂しく色々な事を思い返し、母の偉大さを感じていると

ころです。私は、これからも日本で生活して行きますのでよろしくお願いします。母には

沢山の色々な日本の事を話しました。母は私が遠く離れた外国にいながら皆様に助けてい

ただき、そして見守られていることにホッとしていると喜んでいました。入院中に博士論

文が教授会で通過したことをメールで受け取っていましたので、母に報告することができ

ました。またその博士論文にいついて先生から今日メールがあり、教授会においても素晴

らしい成績だったとおっしゃっていただきました。これも成田ロータリークラブの皆さん

に２年間支えていただいたお蔭です。ありがとうございました。 

 

お母様のご冥福をお祈りいたしまして黙祷 

 

◇ 委員会報告 

・雑誌・広報   矢島 紀昭 リーダー 

今月のロータリーの友のおススメ記事は、横読み８～１０ページで

す。『海外で知る 日本との違い』 踏切で一旦停止をしてはいけま

せんという記事があります。またインド、メキシコ、ドイツ、チリ

など面白い内容が沢山掲載されておりますので、是非ご一読ください。 

・医療情報    橘 昌孝 会員 

３週間前まで感染者は１，０００ちょっとでした。今週は８８８ま

で減ってきています。これからＡ型は減ってくるでしょうが、今後

はＢ型が増えてきますので、引き続き、うがい、手洗い、マスクの

着用をお願い致します。 

 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

・今後の行事の出欠確認 

   ２／１７メディア協議会、２／１９新酒を楽しむ会 

３／１２第９分区親睦ゴルフ 

・週報   

佐原ＲＣ １２／１１-１／８、多古ＲＣ １２／２-１／２７ 

・成田青年会議所より新年賀詞交歓会出席へのお礼状（会長出席） 

・成田市国際交流協会より 

   ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ２月号 
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・中小企業大学校より 

   「第３６期経営後継者研修」のご案内 

 

◇  

『BB フラワー』 

近藤 博貴 会員 

 定款第９条第１節（a）(1)項には、「例会の少なくとも６０％に出

席すること」という規定がある。 

 加藤登会長の年度｛１９６９～７０年（昭和４４～４５）｝には、

ＢＢフラワーという方法を考えて実施した。ＢＢフラワーとは Busy 

Bee Flowerの略で、３６分で例会を中座する人は「働き蜂」という

意味から作った言葉である。当時３６分で中座する会員は、数百円を献金して造花をつけ

た鉛筆を胸のポケットに指して退席した。 

 成田ロータリークラブは、この早退方法を当時の地区大会において提案し、「グッドアイ

デア」の第１位に入選したという。 

 当クラブでは、この習慣を４５年にわたって続けているが、規則ではないので他のクラ

ブがこれを採用しているとは限らない。 

 このことについては、大塚謹三会員(幹事)が創立２５周年記念誌の中で書いた回想文か

ら判明した。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
第 8 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  

６日 (金) 月初め例会 第 8 回理事・役員会 会員卓話 

１３日 (金) 通常例会 会員卓話 

２０日 (金) 振替休会 2/21、2/22 地区大会へ振替 

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ幕張ﾎｰﾙ 登録 8：30 点鐘
9：30 

２６日 (木) 新酒を楽しむ会 長命泉試飲会 

酒蔵見学 17：00～ ひかたや第 2 支店 18：30～ 

２７日 (金) 振替休会 2/26 へ振替 

３月の予定  

６日 (金) 月初め例会 第 9 回理事・役員会  

１３日 (金) 通常例会（１５分延
長） 

クラブ研修セミナー（12：30～13：45） 
例会終了後、クラブ広報委員会 

２０日 (金) 通常例会 例会終了後、長期計画（ＣＬＰ）委員会 

２７日 (金) 通常例会 会員卓話 小泉 一成 成田市長 

※２月１７日（火）メディア協議会 Ｕ－シティホテル １８：００～ 

３月８日（日）サッカー大会 詳細未定 

４月３日（金）月初め例会、４月８日（水）二クラブ合同花見例会、４月１０日(金)振替休会 

４月１７日（金）クラブ協議会、ロータリー財団ポイント寄付、細則について 

２．地区委員推薦について 

会員増強・退会防止委員会委員 小寺 真澄 会員   

                           承認 
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３．２０１５年米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けについて 

 引き受ける 

          承認 

４．平成２６年度「赤い羽根共同募金」運動期間延長について 
 平成２７年３月３１日まで           寄付しない 

承認 

５．故平山金吾会員を偲ぶ会について 
２／２８（土）13：00～14：00ホテルヒルトン成田 平服での出席  
                    

６．社会福祉協議会 評議員選任（２年）について 
近藤博貴会員 

承認 
７．2014-15第三回インターアクト合同会議について 
２／１７(火)15：00 千葉市民会館 近藤博貴会員出席 

承認 
８．第９分区親睦ゴルフコンペクラブ負担金について 
３／１２（木）登録料３万円、プレー費３，０００円×参加人数 クラブ負担（当日持参） 

承認 
９．ロータリー財団への寄付について 
 ポイントの寄付について、継続的に説明し、理解を深めていく。 

承認 

１０．ＲＬＩ（ロータリー・リーダー・シップ研究会） 

 パート１参加予定者 石川憲弘会員、成田温会員、堀口路加会員、平山秀樹会員  

会費：一人４，０００円 クラブ負担 

承認 
１１．故平山金吾さんの記念碑の製作について 

 （有）石の三宝に予算２０万円ほどで依頼、設置場所として栗山公園月桂樹付近 

承認  

１２．ＤＤＦ（地区補助金）を使用しての、東北復興支援企画について 

 ２月１６，１７日、設楽会員、佐藤会員、深堀会員、石橋会員の４名で陸前高田ロータリークラ
ブへ。委員会費内での補助。  

承認 

                                       

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐藤 英雄 会員 1月 23日 ｸﾗﾌﾞ奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長会議 

松田 泰長、佐瀬 和年、神﨑 誠、小寺 真澄 

小宮山 四郎、大木 健弥、小川 賢、岸田 照泰  

各会員 

1月 30日 会員増強・退会防止委員会 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、神﨑 誠 

遠藤 英一、小柳 政和、佐久間 高直、小寺 真澄 

石橋 菊太郎、堀口 路加、深堀 伸之、吉田 稔 

設楽 正行、長原 正夫、小宮山 四郎 各会員 

2月 6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 

６５ ６４ ３７ ２７ ５７．８１％ ７１．８８％ 

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 

 


