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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2694 回例会 平成 28 年 3 月 4 日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励   川島 利昭 会員リーダー 

2 月の平均出席率は 70.81％、1 月が 71.87％でした。1 月から下期ですが、浅野会員、堀

口会員、長原会員、神﨑会員、矢島会員他数名の方が皆出席です。この勢いで宜しくお願

いいたします。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  齊藤 三智夫 会員 

月初めのくじ引きへのご協力ありがとうございます。今後とも宜しくお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 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 

 成田コスモポリタンロータリークラブ   萩原 康宏 様 

◇ 誕生日   

滝澤尚二会員Ｓ15.3.30、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 

川島利昭会員Ｓ38.3.20 

【欠席】杉浦健会員Ｓ44.3.25 

  

◇ 結婚記念日 

大木健弥会員Ｓ50.3.3、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 

【12 月分】 

小池正昭会員Ｈ15.12.3 

 

◇ ニコニコボックス 

大澤 浩一 会員：2 月 28 日、成田高校インターアクトクラブが

主体となり東日本大震災 5 年目の義援金の募金活動を成田山総門

前で行い、成田ロータリークラブの皆様にも参加をいただきました。
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感謝申し上げます。近藤会員、橘会員、設楽会員、石橋会員、神崎会員、ありがとうござ

いました。総額 15 万円前後集まりました。このお金は、3 年ほど前にインターアクトの地

区大会を成田高校でやりました時、講演に来てくださってご縁ができました福島県の新地

町の役場に寄付させていただくことになりました。 

 

堀口 路加 会員：地区米山記念奨学委員会の近況を報告致しま

す。昨日までに 4 月からの新たな米山記念奨学生 20 名の世話クラ

ブとカウンセラーが全て決まり各クラブに奨学生のプロフィール

を送ることができました。成田ロータリークラブにお世話になる

施宣辰（シーイーチェン）さんのプロフィールもお送りさせてい

ただきました。来週 3 月 12 日土曜日に今年度奨学生の修了式があ

り、残るところ 4 月 16 日土曜日の奨学生カウンセラー指導教官オリエンテーションのみ

となってきました。新年度に向けての準備もほぼまとまりましたことを報告しニコニコし

ます。 

仲村 盛政 会員：今から 71 年前、朝の食事は、同じ年頃の従兄

弟などと生活していたので 13 名で食べるのが普通でした。コンビ

ニやスーパーもなく、贅沢は敵の時代です。私の父は学校の先生

でしたので、毎日お弁当を持って行っておりました。ある朝、玄

関に隠れ父親が出てくるのを待ち伏せし、学校へ一緒に行くと

駄々をこね、学校へついて行かない条件としてお弁当を分けても

らい、そのおかずとご飯が非常に美味しかったことを思い出しました。私が幼稚園の頃の

話です。 

川島 利昭 会員：3 月 1 日の公示で 3 月 16 日から高崎ビューホテ

ルへ赴任することになりました。今日配布されたロータリーの友を

見ておりましたら、高崎ロータリークラブ、高崎セントラルロータ

リークラブ、高崎北ロータリークラブが高崎ビューホテルを使って

いらっしゃいました。ここでの皆さんとのお付き合いでロータリー

を少し理解できましたので、向こうへ行っても役立つかなと思って

おります。今回の異動に関して、初めて日経新聞に私の名前が載りました。上場したこと

によって、新聞に載る企業になったのだとびっくりしております。また 3 月にディナーシ

ョーを企画しました。皆様のお席をご用意してお待ちしておりますので、よろしくお願い

いたします。  

長原 正夫 会員：2 月にインフルエンザになりまして例会をお休

みいたしました。2 月は誕生月で、お祝いにいただいた長命泉の大

吟醸を、「アルコール消毒だ」と言いながら、お礼を言う前に殆ど

呑んでしまいました。ありがとうございました。 
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◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

月間目標の「水と衛生」に因んで、水関連の話を致します。

多古に「桜宮自然公園」と言う名称の里山公園があります。

その地は、成田空港の工事に伴う廃材、残土等の処分地とし

て利用する計画があった場所でしたが、多古は湧水が生活飲

料水で、その水脈がこの地下を流れているとの反対運動が起

こり「里山自然公園」として存続を守ることとなりました。 

湧水を使った稲作「耕さない田んぼ」を提唱する岩澤信夫

（2012 没）に師事した、鳥井報恩氏によって現在も有志が集まり、谷津田を美味しい米の

出来る田んぼに甦らせております。 

その田んぼには、カエル、ザリガニ、メダカ、ドジョウが多く生息し、トンボや野鳥の

飛来も多く観測されています。昨年はコウノトリが一羽飛来して大変な話題となりました。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ研修委員会  松田 泰長 委員長 

二つの報告をさせていただきます。 

その一つ、地区ロータリー理念研究委員会としての報告です、近

年 RI の方向性が疑問視されているなか 2 月 22 日にガバナー事

務所において 4 時間にわたり意見交流を行いました、「原点を知

り考える」というガバナーが掲げられたテーマで行われましたが、

111 年のロータリーの歴史と現状とを整合させることの難しさ

を感じてきました。今日ポストインされたロータリーの友 38 ページをご覧ください。櫻木

ガバナーが「ロータリーに関する 30 の質問」と題して投げかけております、皆さんも単に

YES･NO ではなく今まで学んできた心で考え 30 の設問の奥を考えてみて下さい。 

二つめ、来週 11 日にクラブ研修会が RLI 方式で行われます、例会時間を延長しないで前

半をコンパクトに纏めて実質のディスカッションが 45～50 分と考えています。テーマは

「成田ロータリークラブの未来」とします。1 月 2 月に開催されたホームミーティングで

は素晴らしい意見がたくさん出ています、今日の週報に各班の報告が載っています、他の

班の意見に目を通して下さい、その上でクラブの未来を語り合ってもらいます。4 グルー

ブ 4 部屋に分けてのディスカッションとなりますが今回のディスカッションリーダー

（DL）は、石川さん、成田さん、神﨑さん、平山さんにお願いしています。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 佐藤 英雄 社会奉仕リーダー 

2 月 24 日、チャリティーコンサートの日大のマネージャーを

呼び、菊屋さんで色んな打ち合わせをしました。チケット、ち

らしなどは 4 月 1 日を目標に配布の予定でおります。細かい打

ち合わせは各委員会の委員長さんに説明方々お集まりいただ

き、委員長さんから委員さんへお伝えいただきたいと思ってお

ります。プログラムを作る予定でおりますが、成田の色々な業

界の方に頼んでページを埋めたいと思いますので、その節はよろしくお願いいたします。 
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・医療情報   橘 昌孝 会員 

先週のインフルエンザ患者数は 972 人でした。少なくなってはき

ましたが、水曜日に 4 歳のお子さんがＡ型と B 型の両方が出まし

た。先ほどのニコニコで長原会員がアルコールを飲んだとありま

したが、あまり飲みすぎてはいけませんが温めて適量なら大丈夫

です。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 八街、多古、成田コスモポリタンロータリークラブ 

・諸事お願い 

１． ロータリー財団への「年次寄付」への寄付ゼロのクラブをなくす 

２． 日台ロータリー親善会議への参加のご検討を 

３． 台湾地震への義捐金について理事会などでご検討を（2月 29日に 32,000円入金済

み） 

・米山奨学生イーチェンさんの資料 

・母子の健康月間 リソースのご案内 

・地区会員増強・退会防止委員長より「本年度、次年度が協力して退会防止を！」 

・財団室ＮＥＷＳ3月号 

・ロータリー財団百年誌のご案内 

・第 21回日本青少年交換研究会・東京会議のご案内 

・第 5回日台ロータリー親善会議にご参加を！ 

・NEWSLETTER3月号 NO.201 

≪連絡≫ 

・3月のレート 116円 

 

◇ 卓話 

～成田ロータリークラブチャーターメンバー～ 
豊田  磐 会員 

今まで、チャーターメンバーについてお話してきましたが、前回の続き、諸岡謙一さん

からお話いたします。諸岡会員については大勢の方が一緒にクラブライフを送っていると

思います。平成 17 年 10 月まで在籍されておりました。当時 42

歳、和菓子製造、米屋本店代表取締役 1966-67 の会長であり、諸

岡靖彦会員のお父様です。米山奨学記念やロータリー財団へ多額

の寄付をされております。米山記念奨学へ 60 回、ロータリー財団

へは家族などあわせると 15 回以上です。毎年のクラブ活動計画書

にも記録されています。後に記念誌で述べていらっしゃいますが、

会長時代の思い出として、新クラブの結成をあげていらっしゃいます。成田ロータリーク

ラブは八街に新クラブを作るべく、当時の山崎一雄先生、萩原貢先生を中心に行動し、1067

年 4 月 23 日、山崎会員を特別代表にチャーターナイトが行われています。印西について
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は山崎先生、当時の高田定吉幹事、木下拡大委員長の協力により 1967 年 3 月に設立総会

が行われました。諸岡会長は世話クラブ会長として出席しご挨拶をされた記録があります。 

次に大木昌一会員です。旅館 扇屋 代表取締役。現在の大木健弥会員のお父様です。

1975-76 の会長で、私はその時の幹事を務めました。チャーターメンバーの時 40 歳で吉田

善哉さんとクラブの最年少会員でした。大木会長の時のガバナーは岡野正雄さん。40 代と

若く、厳しい態度で臨んでくるという噂が流れました。大木会長より年下でしたが、岡野

さんは公式訪問時、クラブの夫人の出席を伝えてきました。先に公式訪問を終えたクラブ

に様子を聞いたりしましたが、ご夫人全員集めるのは不可能、どうせ出られないなら全員

欠席にしようと臨みました。しかし、どうやって彼に納得してもらおうかということにな

り、岡野ガバナーは早稲田の理工学部の出身。大木さんも私も同じ早稲田出身。というこ

とで、本論に入る前に世間話をし気分良く了解していただきました。忘年会にはというこ

とで実現させました。また交換学生初めてを実施したのも大木会長の時です。 

 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

 

第 9 回理事・役員会 

 

１．３、４月の例会及び事業、行事計画の確認 

３月の予定  

４日 (金) 通常例会 第 9 回理事・役員会  

１１日 (金) 通常例会 クラブ研修セミナー 

 １８日 (金) 通常例会 会報担当 本宮昌則会員 

 ２５日 (金) 月桂樹例会 11：30 栗山公園集合（記念撮影） 

12：30 米屋観光センター 例会 卓話：吉田副市長 

４月の予定  

１日 (金) 2 クラブ合同花見

例会 

第 10 回理事・役員会 17：00～ 

米屋観光センター 点鐘 18：30 会費：6,000 円 

８日 (金) 通常例会 Ｓ.Ａ.Ａ.担当 

１５日 (金) 通常例会 卓話 デルタ航空 取材／ケーブルテレビ、読売新聞 

２２日 (金) 通常例会 クラブ協議会 

２９日 (金) 祝日休会 定款第 6 条第 1 節により休会 

※5月 20日（金）55周年記念例会、6月 5日（日）チャリティーコンサート 

6月 24日（金）最終例会 

２．上期会計報告について 

予定通りに進行                                承認 

３．国際医療福祉大学開校式について 

深堀幹事出席 祝儀 1万円                           承認 
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４．クラブ協議会について 

  次年度の長期計画委員会及びクラブ研修委員会のメンバーについて意見聴衆され、4月 22日に

クラブ協議会を開催予定                               承認 

５．55周年記念パーティー予算案について                

                 承認 

   

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

豊田 磐 会員 2月 10日 
成田コスモポリタンロータリー

クラブ 

近藤 博貴、橘 昌孝、設楽 正行、石橋 菊太郎、

神﨑 誠、大澤 浩一 各会員 
2月 28日 

成田高校インターアクトクラブ

との合同募金活動 

佐瀬 和年、深堀 伸之、石川 憲弘、成田 温、

松田 泰長、小坂 裕巳、平山 秀樹、甲田 直弘、

吉田 稔、神﨑 誠、遠藤 英一、矢島 紀昭  

各会員 

3月 4日 第 9回理事・役員会 

松田 泰長、諸岡 靖彦、神﨑 誠、齊藤 三智夫 

各会員 
3月 5日 地区チーム研修セミナー 

石川 憲弘、吉田 稔 各会員 3月 8日 第 9分区 次期会長幹事会 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４７ １５ ７５．８１％ ６６．１３％ 

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 

 


