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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2600回例会 平成 26年 3月 14 日（金） 

 

 

 

 

 

於：成田ビューホテル 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ ニコニコボックス 

秋葉 博行 会員：大変出席率が悪くて申し訳なく思っております。

新会員の方も沢山入会され、雰囲気も随分変わったなと感じました。

今日はごめんボックスをいたします 

 

遠藤 英一 会長：今日は記念すべき 2600 回目の例会です。先週の

8 日、9 日とロータリークラブ主催のサッカー大会でした。うちでは

子供も大きくなり久しぶりに小学生くらいの子供達の笑顔をみるこ

とが出来、私も嬉しくなりました。 

 

石橋 菊太郎 会員：毎週日曜日、朝８時５５分から放送されてお

ります「千葉の贈り物」という番組の取材が来ました。それとは別

に、4 月 1 日、ＢＳ日テレ「わが心の聖地」で成田を特集してくれま

す。1 時間番組で前田吟さんが成田を重点的に紹介してくれます。

先々週の土曜日、読売新聞で鰻の稚魚がすごく獲れているので、土

用の丑の日には安くなるだろうと書かれていました。しかしすぐに

は安くなりません。現に今でも生産者が借金して稚魚を購入してい

る状態です。しかし、丑の日にまでには 100 円でも、200 円でも安

くしていきたいと思っております。 

 

設楽 正行 会員：今週の火曜水曜と私が理事長をやっております

花崎町振興組合、小泉さんが会長をやっております花崎町街づくり

協議会共催で伊勢神宮に参拝してきました。総勢 19 名、80 代の方

が４、5 人。良い所へ連れて行ってもらったと大変喜んでもらいまし

た。片道 700 キロ、無事に帰ってきました。 
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小泉 英夫 会員：私もニコニコいたします。 

 

橘 昌孝 会員：今日いらっしゃる会員の方で、私を見たのが初め

てという方もいるかと思います。一昨年 12 月の初めに勉強会に出て

おりましたら、首が猛烈に痛くなり普通に座っていられなくなって

しまいました。たまたまその日は車の運転をして帰ってきましたが、

次の日から左腕が全然上がらなくなりました。しかし、右手がまだ

使えましたので診察は出来ておりました。調べていただき、日本医

大千葉北総病院リハビリ科で治療しています。少しずつ上がるよう

になりました。入口の出席表に久しぶりに自分でハンコを押すこと

が出来ました。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんばんは。本例会は記念すべき第２６００回目です。

今日は午後５時から、入会３年未満の会員を義務参加そして

３年以上在籍の会員は任意参加として「クラブ研修セミナー」

が開催されました。「ロータリーの親睦と奉仕」をテーマにＲ

ＬＩ方式のグループディスカッションが行われました。その

内容はこの後、例会の中で発表されますが、私自身には非常

に良い経験になったと思っております。 

先週の８日の土曜日から９日の日曜日にかけて気仙沼市の鹿折ＦＣを招待しての「成田

ロータリークラブ杯争奪少年サッカー大会」が開催されました。多数の会員にご協力いた

だき、鹿折ＦＣのメンバーも成田で２日を過ごし、非常に喜んで元気に帰られました。気

仙沼ロータリークラブからも御礼の書状が届いております。この企画は大成功であったと

思っております。矢島奉仕プロジェクト委員長始めご協力いただいた会員の皆様、改めて

御礼申し上げます｡   

さて、この後、グループディスカッションの各グループの代表による所感の発表があり、

さらにその後、新入会員歓迎会が控えておりますので、簡単ではありますが、これでご挨

拶を終わらせていただきます。 

本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。今後とも、

よろしくご意見をお寄せください。ありがとうございました。 

 

◇ 小泉 一成 市長 

先だっては気仙沼の少年サッカーチームを成田ロータリー

クラブの皆さんがお招きし、試合はもとより成田山、空港と

ご案内していただき、気仙沼の子どもたちが喜んでいたと報

告を受けております。そして、気仙沼の子供達も成田の事は

一生忘れずに良い思い出になったのではないかと確信してお

ります。東北の大震災、３年目を迎えたわけですが、風化さ

せないようにこれからも成田市一丸となって復興支援を続け

てまいりたいと思っております。改めまして成田ロータリークラブさんのこの度の招聘の

取り組みに対しまして心から敬意と感謝を申し上げまして挨拶とさせていただきます。こ

れからも宜しく願いいたします。 
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【クラブ研修セミナーについて一言】 

小宮山 四郎 クラブ研修委員長 

5 時から 1 時間、研修セミナーを開催いたしました。本来な

ら、長期計画で２回行うよう計画しておりましたが、前期にで

きなかったので第１回目が本日、２回目は５月か６月に行うつ

もりです。その説はご協力お願い致します。 

セミナーは、設楽会員の「ロータリーとは」について基調講

演をいただきました。その後ＲＬＩ形式で３チームに分かれ

グループディスカッションを行いました。私は３チームを訪

問させていただき、熱のこもった非常に成果の上がったディ

スカッションではなかったかと思っております。この後、デ

ィスカッションの報告を新会員の方々に代表して１名ずつ発

表して頂くことになっておりますので宜しくお願い致します。

こういう機会をまた設けられれば非常に成田ロータリークラ

ブの活性化も進んでくるのではないかと考えますので協力を 

   お願い致します。 

 

≪クラブ研修セミナー所感≫ 

Ａグループ 小寺真澄 会員 

今回、親睦と奉仕のディスカッションでしたが、去年私が新人の

時に受けた研修と全く違っていました。最初設楽会員に講演をい

ただいた時に、自分の今までの奉仕についての考え方が違うとい

うことを発表させていただきました。ロータリーについて何にも

わからない新会員の話を親切に先輩方が聞いて下さる研修で楽し

かったです。 

 

Ｂグループ 角田憲司 会員 

４０分の限られた時間ですが、この時間は短かったように感じま

した。なぜかと申しますと、本音や新会員にとってわからなかっ

たことがわかり、先輩もそうだったんだと私たちの中で合点がい

くことがいくつか出てきたときにすごく安心感を持ち、もう一歩

深みを持って聞いてみよう、調べてみようという気が起きてきた

今日のディスカッションだったからです。テーマはありましたが

それにこだわらず質問させていただき、そういう事を考えていく場がロータリー、重ねた

時間、手間、共有する空間の中での積み重ねの中でロータリーとはそういうものだとわか

ってくる。ただし当たり前にやっていると駄目で、今日のように突っ込んで話ができる場

を作っていただく、そういうディスカッション方式は大変有意義でした。形式的にやるだ

けでなく時々は殻を破って話し合うのも大事、そうすれば私たちの不安は去り理解は進む

のではないかと思いました。 

 

Ｃチーム 松村 里美 会員 

初めて研修会に参加をさせていただきました。まず設楽会員のご講

義を拝聴して勉強になりました。成田ロータリークラブも５０年、

もともとロータリーの歴史は１９０５年、実に１００年以上なんだ

と改めて感慨深く聞いておりました。実はこのディスカッションの

ディスカッションリーダー 
諸岡 靖彦 会員 
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注意事項の最後から２番目 「他人の発言に対して寛容になりましょう」と書いてありま

した。一体どんな感じなんだろうとドキドキしましたが、大先輩の中に入らせていただき、

非常に優しくして頂き、和んでお話をさせていただくことができました。奉仕と親睦、全

く別の事ではなく、親睦とはお互いにお互いを知り合いそれぞれ会員を理解し、そこから

一緒になって何か奉仕に心が向かう、一たす一が二ではなくそこから拡がっていくという

事なのかなというお話であったり、今日はお帰りになりましたが、本宮さんのお仕事の話、

色んなご相談を受け半ば人生相談のような、、、しかしそれを聴く事により聞いてもらって

ありがとうという奉仕に繋がっているのではないかというような話を聞き大変勉強になり

ました。あっという間の４０分。４月に入会し１年弱、気を引き締めていろいろ勉強させ

ていただきたいと思っておりますので、これからも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

◇ 今年度新入会員紹介 

＜音花 昭二 会員＞ 日本生命保険相互会社 成田支社長 
１月末に入会させていただきました。成田に来て１年経ちます。寂しい
なと思ってぶらぶらしておりました所、神﨑会員とゴルフをする機会が
ありましてロータリークラブにお誘いいただきました。以前もお話いた
しましたが、長崎のロータリークラブにもおりましたので懐かしく過ご
させていただいております。まだまだ未熟者ではありますが頑張ってま

いりたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

＜田村 幸宏 会員＞ 日本空港ビルデング株式会社  副総支配人 
今日は研修セミナーに出席しました。ロータリークラブに入って６カ月
経ちます。色々と勉強させていただき思ったのはロータリークラブの
『考え方の多様性』『自己啓発』この二つの言葉は勉強になりました。
色々先輩方に教えて頂いてこれからも頑張っていきたいと思いますの
でよろしくお願い致します。 

 

＜諸岡 正徳 会員＞ 株式会社ＦＭＧ 代表取締役 
今日は、新会員の研修を兼ねた貴重な場を設けていただきましてありが
とうございます。私のテーブルではビールから始まり、ワイン、そして
気仙沼のお酒、最後は長命泉さんの熱燗と楽しんでおります。今日は飲
みすぎないように注意しながら是非皆様の御指導をいただければと思
っております。ロータリークラブには諸岡が二人おりますので、是非“ま

さのり”と呼んでいただければと思います。今年５２歳、当クラブで下
から数えて５番目か６番目くらいかと思います。平山秀樹君ありがとう、
あなたに感謝します。後輩のあなたがいて心強いです。 

 

＜石指 雅啓 会員＞ 成田国際空港株式会社 取締役 
いつのまにか私も何度かこういう場でお話をさせていただく機会をいた
だき有り難いことだと思っております。今日は会長、矢島会員から先日
のサッカーのお礼のお話をいただき、かえって恐縮しております。いつ

も申し上げることですが、『地域共に成田空港は発展する』これをモット
ーにこれからも頑張りたいと思いますのでこれからも宜しくお願い致し
ます。 
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＜松村 里美 会員＞ 明治安田生命相互保険会社 成田支社長 

去年４月１９日に入会させていただき約１年、日々勉強だと思います。
まず入会させていただき感激したことは、私の会社でもお客様に対し
てのホスピタリティとか仲間に対しての感謝だとか、名前を呼ばれた
ら返事をする、ホウレンソウ、色々な話をするのですが、この徹底が
なかなか難しいです。それが「ニコニコボックス、〇〇会員」、「はい！」
と大きな声での返事。基本ですがなかなか企業、会社絡みでできない
です。当たり前の事ですが、人に対して目をみて話をしたり名前を呼

ばれてたら大きな声で返事をする。これは原点だと、わが会社、支社でも徹底をしており
ます。感激で背筋が伸びる思いです。私の５０数年の人生の中で大変至福の時です。これ
からもご指導ご鞭撻ビシバシ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾  杯 

小宮山四郎直前会長 
気仙沼ＲＣより日本酒を

いただきました。 
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※平山金吾会員よりニューモラルをいただきました。 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 3 月 8 日 地区委員研修会 

平山 金吾 会員 3 月 8 日 地区諮問委員会 

遠藤 英一、成田 温、平野 省二、佐瀬 和年、矢島 紀昭 
大澤 浩一、甲田 直弘、小寺 真澄、佐藤 英雄、角田 幸弘 
各会員 

3 月 8 日 サッカー大会レセプション 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、神﨑 誠、諸岡 靖彦 
近藤 博貴、平野 省二、小宮山 四郎、小川 賢、佐瀬 和年、 
石川 憲弘、山田 真幸、大澤 浩一、佐久間 高直、角田 幸弘 
甲田 直弘、長原 正夫、角田 憲司、小寺 真澄、松村 里美 
田村 幸宏、矢島 紀昭 各会員 

3 月 9 日 成田ＲＣ杯サッカー大会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ３７ ２６ ５８．７３％ 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 

 

中締め 

渡辺 孝 会員 

毎年行われる新会員歓迎例会！ 

いつもこの例会を境に、新会員と現会員の

差がぐっと縮まっているような気がいたし

ます。 

今年は特に女性会員第一号である松村会員

に盛り上げていただきました。 

この潔よさ、度胸、社交性、さすがです！ 

成田ロータリークラブの今後が楽しみな新

会員歓迎例会でした。 


