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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2739回例会 平成 29年 3月 3日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励   角田 幸弘 リーダー 

先月の出席率は 70.05％でした。2 月は殆ど移動例会でしたのでこのような結果になってお

ります。移動例会の折には、メーキャップをしていただき出席率アップに御協力お願い致

します。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．  齊藤 三智夫 会員 

くじ引きの日になるとバタバタして皆様にご迷惑をかけしておりますが、がんばって努め

てまいりますので、これからもご協力のほどよろしくお願いします。 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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  

印西ロータリークラブ 

    会長 橋本 和治 様 

50 周年実行委員長 斉藤 雅 様 

◇ 結婚祝い 

大木健弥会員ｓ50.3.30、深堀伸之会員ｓ53.3.5 

成田温会員ｓ55.3.9、石川憲弘会員ｓ57.3.2 

南日隆男会員ｈ2.3.10、浅野正博会員ｈ15.3.30 

永井秀和会員ｓ63.3.6 

【先月分】 

渡辺孝会員ｓ41.2.20、芦谷源一会員ｈ4.2.1 

◇ 誕生祝い 

設楽正行会員ｓ20.3.21、石川憲弘会員ｓ21.3.2 

高橋正会員ｓ36.3.31 

【先月分】 

渡辺孝会員ｓ15.2.21 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：ロータリーの大先輩、柴田 實さんが９８年の生涯を全うされました。

（奇しくもこの２月２３日はロータリー初会合の記念日でした） 一言で言えば<国際人 

柴田さん＞と言うことになりますが、日本人離れしたスケールの大きい発想、ユーモアの
持ち主でもありました。戦後の混乱期に将来の日本の姿を世界に求め、フルブライト留学
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生としてシカゴ大学に学び、ポール・ハリスの亡くなった直後

のアメリカ社会の現実を見ています。日本航空に職を得て、東
京オリンピックでは組織委員会に出向して<儀典課長>、その後
はカラチ、ニューデリー支店長、中東支配人など海外勤務を歴
任。成田空港開港時に東京航空食品（現ティーエフケー）の人
として成田に移住してこられました。私とは、ニュータウン中
台６丁目の町内会員としてご近所で薫陶をいただきました。町
内会活動では会長として、持ち前の才覚を発揮して大活躍、市

民としても 商工会議所主催の御利生祭（今の絃まつり）の仮装行列で、自ら企画して<

水戸黄門>に扮し、イベントを盛り上げました。成田ユネスコ協会会長として<世界寺子屋
運動＞に共鳴、ロータリーが推奨している<識字率向上運動＞にも積極的にかかわり、著書
もあります。ロータリーの創設者ポール・ハリスの自伝＜My Road to Rotary>「ロータ
リーへの道」を翻訳、成田ロータリークラブ創立５０周年の記念品として、関係者に配ら
れました。お元気な頃は、毎例会で<柴ジイの一分卓話>を担当し、名物プログラムでした。
成田が千葉の田舎町から国際都市に生まれ変わる時代にあって、柴田さんは<空から舞い降
りた国際大使>だったのではないかと思います。成田市民に国際感覚と、多様な国際交流の

智恵とノウハウのお手本を示してくださった大恩人だったのです。成田市民の民度レベル
の飛躍的向上を促してくれた功労者です。柴田さんに感謝、感謝、感謝です。ご冥福をお
祈りいたします。 

 

矢野 理恵 会員：初めてニコニコします、矢野理恵です。今回
二つのことでニコニコさせていただきます。一つ目は、三井生命
保険会社が 3 月 5 日で 90 周年を迎えることになりました。ご契

約いただいているお客様に支えられて迎えようとしています。今
後ともどうぞよろしくお願いいたします。二つ目は 2 月に保険業
界特別月という大事な月を迎えました。90 周年の歴史を塗りか
える大記録を作り、目標に対し 400%ＵＰ、保険料ベースで 800％

ＵＰという実績を作ることができました。お客様と部下たちに感謝したいと思い、ニコニ
コさせていただきます。 

 

佐藤 英雄 会員：2 月 24 日でロータリークラブに入会し 6 年

経ちました。当時の諸岡会長の下でロータリーとはどういうもの
か全くわからず、それから 6 年間過ごしてきましたが皆様の色々
なご指導でどうにかここまできました。とりあえず 6 年間皆出席
ということでやっておりますが、これを一区切りとして 10 年の
皆出席を目指して活動したいと思います。ありがとうございます。 

 

平山 秀樹 会員：二点ニコニコさせていただきます。まず一点

目は 2 月 25、26 日と 2790 地区ライラロータリー青少年指導者
養成プログラムに実行委員として参加させていただき、非常に充
実した時間を過ごさせていただきました。ウォークラリーを通し
てリーダーシップを学ぶということで、二日間とも大変天気に恵
まれ、参加者もニコニコしながら楽しみ、リーダーシップについ
てディスカッションしている姿が非常に印象的でした。講演は古

市佳央さんと言う方で、高校一年生の時、バイクの事故で全身の 41％に大火傷を負われ絶
望の縁からどう蘇ってきたかと言う話を伺いまして、本当に生きている日々の大切さを知

ることができました。ロータリーの実行委員の中にも色々な事情がある方がいらっしゃい
まして、本当に最高の 1 日というのが、今日の一日なのだということを実行委員の中でも
話をしました。本当に素晴らしい体験をすることができたことに感謝申し上げます。二点
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目は、かねてより建設しておりました京成成田駅東口センターゲートビルが 2 月 28 日に

竣工を迎えました。実はこの 2 月 28 日は父の誕生日でございまして、この日に社運をか
けたプロジェクトが竣工を迎えられたという事は本当に私としては嬉しい限りです。地権
者の方のご協力をいただいてここまでこられたものですから 、地権者の方、工事関係者な
どごく内輪でお祝いをさせていただきました。ここに至るにあたりましては、駅前でござ
いますので警備上の不安もございまして、神崎会員の成田空港警備さんにしっかり守って
いただき、地権者さんがそんなに大きなマンションを建てて入るのかと言う心配もありま
したが、ANA ファシリティーズさん（南日支店長のグループ会社）が地権者さん分を丸々

借り上げて頂けると言うことがあり、地権者さんも安心、満足の中で竣工の日を迎えるこ
とができました。母も参加して申しておりましたが、晴れ男だった父 金吾が祝ってくれ
るかのような晴天でございまして、本当に良かったと関係者でも申しあっておりました。 

つきましては、5 月にセンターゲートビルへの引越しを考えておりまして、色々未定な部
分もございますが 4 月 20、21 日にお披露目をさせていただきたいと思っております。そ
ちらのご案内も別途させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

  

石橋 菊太郎 会員：2 月 22 日、千葉西ロータリークラブ歴代の会

長幹事会を毎年移動例会の形でやっていらっしゃるそうなのです
が、今回、それを菊屋でやっていただき私もニコニコすることがで
きました。昨日は第 9 分区の会長幹事会で利用していただきました。
ありがとうございます。 

 
◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 
２月はメディア協議会、新酒を楽しむ会、インターシテーミ

ーティングなどいろいろな行事がありました。今日は、久し
ぶりに我が家に帰った気分でございます。国際ロータリー創
立記念日によせてという事で、ＲＩ会長ジョンＦ．ジャーム
氏より各クラブのロータリアンの皆様へメッセージが届い
ております。ご披露させていただきます。「２月２３日、ロ
ータリーは創立１１２周年を迎えました。ポール・ハリスを
創設会員としてシカゴで初めて行われたロータリークラブ
の例会から、多くの事が変化を遂げました。ロータリーがなかったら世界はどんな場所に

なっていたかを知ることはありませんが、ロータリーがあるからこそ世界がより良い場所
になったこと、そして皆様の一人ひとりのご尽力によってロータリーそのものが大きく力
強い組織となったことは言うまでもありません。『人類に奉仕するロータリー』の下、日々
ご活躍いただいていることに感謝申し上げます。過去１１２年間の達成を振り返り、近年
の功績を祝う記念活動を実施されることを願っております。その様子を収めた写真をぜひ
ソーシャルメディアでご紹介ください。     

  心を込めて  ２０１６年～１７年度 国際ロータリー会長 ジョンＦジャーム」と

のことです。 

さて訃報でありますが、成田ロータリークラブ元会員で当クラブに大変な功績を残してく
ださいました柴田實様がお亡くなりになり、２月２８日お通夜が行われました。大正８年
３月１０日生まれ、あと１０数日で満９８歳の生涯でした。柴田様の略歴に簡単に触れて
みたいと思います。昭和１７年慶応大学法学部卒業 昭和２８年日本航空入社 昭和５４
年日本食材代表取締役社長 昭和５６年成田ロータリークラブ入会 平成５年成田ロータ
リークラブ会長 柴田様は、ポール・ハリスの自叙伝「Ｍｙ Ｒｏａｄ Ｔｏ Ｒｏｔａ
ｒｙ」英文本を入手し、「ロータリーの道」の翻訳者でもあります。また、「ロータリーの

道」の発行は昭和６１年６月に成田ＲＣ創立２５周年記念として初版本を発行。これは柴
田様がワープロで作成した原稿を印刷したものでございます。そして平成５年６月に２７
９０地区より改訂版が発行され、平成２３年３月成田ＲＣ創立５０周年記念として三訂版
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を発行しております。このように成田クラブには大変な功績を残されました。故人のご冥

福をお祈りいたします。 

 

◇ 表彰 
ロータリー財団 ポールハリスフェロー 

 堀口 路加 会員 

 
◇ 委員会報告 

・クラブ管理運営委員会  矢島 紀昭 委員長 

2 月 24 日に予定されている迎賓館の視察でございますが、現在まで
35 名の方が参加予定になっております。募集は 50 名ですから、若
干余裕があります。6 日が締め切りですので事務局までご連絡くだ
さい。参加者には、後日、ＦＡＸで行程表を送付いたします。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会  長原 正夫 委員長 

「ロータリーの友」記事紹介です。33 頁、次年度の RI 会長エレク

ト イアン・ライズリーさんがご紹介されています。色々あるので
すが、その中でもロータリーでうまくいっている事、またうまくい
っていない事はなんでしょうという記事があります。ライズリーさ
んのコメントが掲載されておりますので是非ご一読ください。また
もっとも優れたクラブとは地域社会に近いクラブですとコメントし
ています。クラブの会員増強(特に女性会員)により地域に奉仕でき
るクラブが最も優れたクラブであり、またそういうクラブになっていくといいなと私も思

いましたのでこの部分を抜粋いたしました。 

 

・米山記念奨学    浅野 正博 サブリーダー 
堀口路加会員より 10 万円の寄付を頂きました。 

 
◇ ご挨拶 
印西ロータリークラブ 50 周年実行委員長 斎藤 雅 様 

印西ロータリークラブは今年 50 周年を迎えております。これに合わ

せまして記念式典を 4 月 16 日、成田ビューホテルで開催いたしま
す。成田クラブさんを親クラブとして誕生し 50 年になりました。成
田クラブの皆さんのご期待に添えないような現状ですが頑張ってこ
れからもやっていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご参加を
よろしくお願いいたします。 

 

印西ロータリークラブ会長 橋本 和治 様 

皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました会長の橋本です。
何よりも成田クラブさんには印西ロータリークラブの親クラブと言
うことで、皆様のお蔭で誕生することができました。そして今年創
立 50 周年を迎えることができました。これもひとえに成田クラブさ
んのお力添え、そしてまたご尽力のお陰と心より感謝を申し上げる
しだいです。印西には満足なホテルがなく自前では祝賀会を開けな
いと言うことで、親クラブの成田クラブさんのホームグラウンドであるビューホテルさん
で 4 月 16 日に記念式典を開かせていただきます。ぜひご参集いただきたいと思います。

今回、講師の方には現在印西にお住まいでアメリカ出身のケビンショートさんと言う里山
研究をされている方にお願いしております。本やテレビにもよく出ていらっしゃるかなり
有名な方です。言葉をどうしようかと思っておりましたがケビンさんはどうしても日本語
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でやりたいと言う事ですので、講演は日本語です。それ以外にも様々な工夫をして皆様に

来て良かったと思われるような記念式典にしていきたいと思っておりますのでどうぞよろ
しくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 多古、成田コスモポリタン、白井ロータリークラブ 

・週報 成田空港南、佐原、八街、印西、冨里ロータリークラブ 

・例会場と例会日変更   
松戸北ロータリークラブ（4月より）ロイヤル ガーデン パレス 柏日本閣 

             流山市前ヶ崎 ７１７  ０４－７１４６－２２２２ 

火曜日から水曜日に変更致します。第１例会は従来通り夜間例会です。 

・国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室より、2017年 3月の「水と衛生月間」の
リソース 
・RI日本事務局財団室 NEWS 2017年 3月号 水と衛星月間 
・ハイライトよねやま 

・第 59号 バギオだより 203 
≪連絡≫ 

・3月のレート 116円 
・2016年 手続要覧配布 
・各種出欠表 
・在籍会員 72 名 

・例会終了後、役員理事会を開催いたします。 

 

◇ 卓話 

―自己紹介及び三井生命について― 

矢野 理恵 会員 

本日卓話をさせていただきます。三井生命の矢野理恵です。
よろしくお願いします。 

まずは自己紹介から始めたいと思います。昭和 46 年 12 月
24 日に東京都東村山市で産声をあげました。東村山音頭と
志村けんで有名なあの東村山です。 

警察一族に生まれ、躾の厳しい家庭で育ちました。特に門
限には厳しく 1 分でも遅れると床の間で 3 時間正座させら
れるなど、厳格な父に育てられました。 

都立武蔵高校を卒業し 1 年浪人生活を経て北里大学（当時
の衛生学部衛生技術学科）に入学しました。大学に入学後ＪＩＣＡを通じて、南米（ブラ

ジル、パラグアイ、アルゼンチン）、東南アジア（マレーシア、シンガポール、マカオ、香
港、韓国）に、細菌と寄生虫の勉強に行ってきました。この経験から寄生虫学と法医学の
教授からご指導いただき、医学臨床の道ではなく、研究者の道へと進みました。科学捜査
研究所の法医学 DNA 鑑定技官の道に進もうとしていましたが、母や親戚から私から異様
な臭いがすると言われ、企業への道を勧められ、麒麟麦酒株式会社へ入社しました。当時
の医薬事業部学術推進担当に在籍しました。出産を機に退職し、専業主婦もつかの間、2012

年 9 月に三井生命に保険外交員として入社し、3 年半後に現在の部長と言う役職を拝命し

ました。 

これから三井生命が所属する三井グループについてご紹介していきたいと思います。三井
は、「人の三井」と言われ、3 つの考え方があります。 
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①天は自ら助くる者を助く 

②物は成るように成る 

③賢明な粘り強さと自耕を伴う自己啓発が大切 

この三井の歴史を振り返りたいと思います。 

元和 8 年（1622）三井家の家祖・三井高利誕生 

延宝元年（1673）三井越後屋呉服店を開く 

中略 

大正 3 年（1914）團琢磨氏により三井生命の前身：高砂生命保険株式会社を立ち上げる 

昭和 2 年（1927）三井生命保険株式会社設立 

現在に至る。 

最近、NHK の連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインのモデルが、三井家出身の広岡
浅子がモデルになっています。広岡浅子は、小石川三井家 6 代高益（たかます）の娘で、
大阪の豪商・加島屋に嫁いだことで、広岡姓になりました。炭鉱経営や保険事業を行うな
ど、明治・大正期の女性としては稀有な事業家でした。他にも日本女子大学校設立に支援
した三井寿天子（すてこ）、女子ゴルファーの先駆けとなった三井栄子（さきこ）、啓明学
園を創設し、日米交換留学推進に貢献した三井英子（ひでこ）など多くの女性が活躍して

います。三井財閥も第二次世界大戦後、財閥解体に伴い、三井グループとして存在してい
ます。その中の一つに三井生命保険株式会社があります。先代の築き上げた組織力を後世
に残していくためにも三井グループの一人としてこれからも精進していきたいと思います。 

ぜひ皆様と三井グループのお引き合わせにより、ますますの発展を願い卓話を終了したい
と思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

第 10 役員・理事会 
１．３、４月の例会及び事業、行事計画の確認 
3 月の予定  

３日 (金) 月初例会 第 11 回役員・理事会 
１０日 (金) 移動例会 月桂樹・米屋観光センター 点鐘：12 時半 

 １７日 (金) 通常例会 卓話 中島様 

 ２４日 (金) 移動例会 迎賓館見学 
３１日 (金) 通常例会 ホームミーティング発表 

4 月の予定  
７日 (金) 月初例会 第 12 回役員・理事会 

１２日 (水) 夜間移動例会 2 クラブコンペ、花見例会 
 １４日 (金) 休会 12 日振替 

２１日 (金) 通常例会 特別月間卓話 

 ２８日 (金) 通常例会  
 4 月 16 日（日）印西ＲＣ50 周年                           承認 

２．分区ゴルフ負担金の件 
 クラブ負担金 30,000 円、エントリー費 ＠3,000 円                   承認 

３．タスコフーズ社、竣工式の件 
お祝い金 10,000 円、会長持参                             承認 

４．銚子ロータリークラブ 60 周年記念式典の件   
石川会長、吉田幹事、成田次年度会長、神﨑次次年度会長出席予定            承認 

５．印西ロータリークラブ 50 周年記念式典の件 
  ご祝儀として 30 万円                                 承認 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 2月 14日 千葉西ロータリークラブ 
石橋 菊太郎 会員 2月 22日 千葉西ロータリークラブ 
松田 泰長、佐瀬 和年、諸岡 靖彦、神﨑 誠 
長原 正夫、佐藤 英雄、浅野 正博、齊藤三智夫 各会員 2月 27日 地区 RLI パートⅠ 

石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、神﨑 誠、齊藤 三智夫 
佐瀬 和年、小宮山 四郎、渡辺 孝、近藤 博貴 小岩井 学 各会員 

3月 3日 第 10回役員・理事会 

齊藤 三智夫 各会員 3月 5日 地区チーム研修セミナー 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ４８ ２２ ６８．５７％ ７２％ 

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 

 


