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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 2603 回例会 平成 26 年 4 月 11 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 小寺真澄サブリーダーより先月の出席率 １００％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 吉田 稔 会員より 

2 月から始めましたテーブルのくじ引きですが、いつも皆様ご協力頂きありがとうござ

います。そして今日も例会場は満員です。多くの方に出席して頂きありがとうございます。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 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      歌唱 

◇ お客様 

スペシャルオリンピックス日本 千葉 金子 栄子 様 

                  石川 義三 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 滝澤 政樹 様 

◇ 誕生日 

近藤 博貴 会員、佐久間 高直 会員 

堀口 路加 会員、松村 里美 会員 

◇ 結婚記念日 

近藤 博貴 会員、深山 一郎 会員 

池内 富男 会員、佐瀬 和年 会員 

小寺 真澄 会員、松村 里美 会員 

◇ ニコニコボックス 

小宮山 四郎 会員：9 日の水曜日、孫息子が小学校に入学いたしま

した。ランドセルが歩いているような光景に思わず笑ってしまいまし

た。無事に育ってくれることを祈ります。 

 

深堀 伸之 会員：お手元にチラシをお配りしております。4 月 1 日

よりディズニーチャンネル、つりビジョンを導入しました。是非お楽

しみください。 

 

小寺 真澄 会員：去年の 6 月に成田国際文化会館の仕事を受注した

という事でニコニコさせていただきましたが、目出度く部分の引き渡

しを5月1日に行う事となりました。それに伴い平山会員の会社に色々

ご迷惑をおかけし、また吉田会員にもご相談に乗っていただきありが
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とうございました。 

 

角田 幸弘 会員：先月、四国に行き古い友人に会ってきました。

その際、先日ロータリークラブに案内が来ておりましたので、高松

南ロータリークラブへメーキャップしてきました。会長さんは

MASOUD SOBAHANI さんというイラン人の方で、ペルシャ絨毯

を扱っていらっしゃるそうです。その他にも手広く商売をなさって

いる方で、ちょうど私がメーキャップに行った日は、マリ共和国の大使が講話にいらっし

ゃっていました。その後、高知の南ロータリーへ。そこでは古い友人がガバナーまで務め

ておりました。高知のバナーは高知特産の和紙でできており、透かしも入っております。 

 

喜久川 登 会員：3 月、4 月のスギ花粉の時期は日本にいない努力

をしています。今回、ラッキーだった事は生まれて初めてエクアド

ルのキトでラン航空のエアキャンセルにあい、夜中の 10 時に飛行機

が飛ばなくなってしまいました。一応ヒルトンへ泊まることが出来

ましたが、一日ずれていたらチリの大地震に巻き込まれていました。

300 人が行く所がなくて 3 日間ペルーにとどまり、ロサンゼルスを経由し大韓航空で韓国

から日本へ戻ってまいりました。3 日間予定より遅れました。部落の会計や医療法人の理

事も頼まれており、皆さん私に合わせて予定を組んでくれておりましたが、すべて国際電

話でキャンセル致しました。 

 

近藤 博貴 会員：4 月 8 日は誕生日でした。クラブから誕生祝のケ

ーキをいただいた後、昭和 54 年 3 月、私が担当したクラスの生徒か

ら傘寿の祝電をもらい驚きました。生徒たちはすでに５３、４歳の

おばさん達です。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。桜もそろそろ葉桜となる良い季節と

なりました。 

まず、本日の卓話を頂くスペシャルオリンピックス日

本・千葉の金子様、石川様ようこそおいでくださいまし

た。後ほど卓話をよろしくお願いいたします。 

 ここのところニコニコが好評で会長会挨拶も端折るこ

とが多く、今日もまたニコニコが好評であるのと、先週

に代わる月初め例会であるため、誕生祝い、結婚祝い、

また各種感謝状などをお渡しする行事、委員会報告も重なっておりますため、また挨拶は

端折らせていただきますが、前回のお話の区切りのよいところまで、話させてください。 

ビューホテルでの４回ほど前の例会では、日本の歴史事象はその大部分がいわゆる西日

本で作られてきたというお話をしました。たしかに、東京を含む東日本が歴史の前面に出

てくるのは、一時的に武士階級の社会的地位が急上昇した１１８５年からの鎌倉時代があ

りますが、それも１３３８年には室町幕府となって、また、京都に戻ってしまいました。 
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実質的に、京都を常に意識しつつも、どうしようもない湿地帯であった江戸を大普請の

末に、政治・行政の中心を持ってきた徳川家康は稀代の冒険家とも言えるのではないでし

ょうか。ただ、最終的には江戸幕府も明治維新に引き継がれるのですが、江戸時代以前の

ように政治・行政の中心が関西圏に戻されることがなかったのは、長期間にわたる安定し

た徳川幕府のもとで江戸の都市機能が整備されていたことの証拠でもあります。 

 この後の本題は次の機会にお話ししようと思いまいす。ありがとうございました。 

 

◇ 感謝状 

米山記念奨学会第 1 回 

堀口 路加 会員 

メジャードナー 

豊田 磐 会員 

 

◇ 委嘱状 

 米山奨学生カウンセラー 堀口 路加 会員 

 

◇ ＲＬＩ修了証 

佐瀬 和年 会員  

パートⅠ、パートⅡ終了 

佐藤 英雄 会員  

パートⅠ、パートⅡ、パートⅢ終了 

 

◇ ポール・ハリス・ソサエティ 

 平山 金吾 会員 

 

◇ 委員会報告   

・クラブ管理運営委員会 諸岡 靖彦 委員長 

遠藤会長年度の下半期も４月を向かえ、最後の四半期を残すのみ

になりました。例会のプログラムも 順調に消化が進み、残す卓

話の計画も充実した内容でご用意しつつあります。NAA 夏目社

長の卓話を５月２３日にお願いしておりましたが、日程多端とい

うことで次年度に繰り延べとなりました。幸い、プログラム委員

会の皆さんの人脈が豊富で、ピンチヒッターがご用意できそうで

す。次回は小泉一成・成田市長、つづいて千葉日報社の萩原博社長、６月６日はアート・

プロデユーサー山口裕美さんと、多彩な外部卓話講師においでいただくことが決まってお

ります。クラブ管理運営委員会は例会に会員に皆さんが楽しく集まって来ていただけるよ

うに、また親睦もゴルフも多くの会員同士が胸を開いて交流できるように進めてまいりま

した。会報も含めて、最後まで会員の皆さんのご要望にお応えできるよう務めます。 

 

 



 4 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

4 月 15 日、6 時から第 4 回メディア協議会です。多くの出席をお

願い致します。 

今月は雑誌月間です。おススメの記事は１０ページ、『友』を生

かすも殺すも・・・。その他に“元気な笑顔のために”という震

災、津波で傷ついた母親、子供達を支援しているという写真と記

事。そして、「ありがとう、ロータリアン！」国へ帰って事業を成功した方の記事。是非お

読みください。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１． 例会変更 富里 RC、印西 RC ／ 週報 多古 RC  

２． ガバナー事務所より 

   RI 事務総長 ジョン・ヒューコ氏よりメールが届きました。 

   「主要メディアで紹介されたポリオ撲滅活動とロータリー」 

   CNN,BBC,等   

国際奉仕委員会よりニュースレター                      

＜ご連絡＞ 

１．ニコニコのお願い 

     クラブの年度予算が厳しい状況、臨時収入はニコニコ 

     ３月末現在 予算１００万円に対し実績７３万円 

     予算１００万円の根拠は 誕生日、結婚記念で１人１万円     ６０万円 

                 通常ニコニコで１人１万円（５～１０回）６０万円 

     積極的にニコニコをお願いいたします。 

２．オクトンカタログが来ております。 

３．５月１８日 移動例会時 成田市制６０周年記念バッジ着用 

貰ってない人は事務局においてあります。 

 

◇ 卓話 

スペシャルオリンピックスの活動について 

スペシャルオリンピックス日本 千葉 顧問 金子 栄子 様 

 昨年１2 月にもご挨拶に伺わせていただきました。成田ロータリークラブ様より多大な

ご寄付をいただき、また個人的にもご支援をと言う声もあり、どんな組織であるかという

事も詳しくご説明するためにこの時間を楽しみにしておりました。まず、私どもの活動を

目で見て頂くためにビデオをご用意いたしました。ご覧ください。 

如何でしたでしょうか？皆さん 

この活動は、大きな組織運営によって成り立っていると思っていらっしゃるのではないで

しょうか。確かに大きな組織となり、現在準備委員会を含め 47 都道府県に設立されており

ます。しかし、スペシャルオリンピックス（ＳＯ）の活動は、非営利で行われ全て善意の

寄付、協力を得、又会員、企業、団体さまの賛助会費によって支えていただいております。 
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ですから、一円でも無駄に使うことは出来ないのです。 

 私が、ＳＯを知ったのは細川 元総理大臣の奥様である細川佳代子さんのお話を聞いた

のがきっかけです。知的発達障がいのあるお子さんとの出会いを通じて、彼らに対する気

持ちが変わった、可哀想という気持ちを持っていた自分に恥ずかしくなった。そうではな

く、この人達には出来る事がある。ちょっとしたサポ－トや理解があれば社会で皆と同じ

ように生きていけると感じたそうです。そのような場所を提供しなかった、与えなかった

私たちに社会の一員として責任があったと。私は、その時この活動が社会に必要だと強く

感じたのです。 

 ここ数年、色々な施設の枠が外され地域のなかで受け入れようという動きになってきて

います。決まった枠のなかで生きるのではなく、生まれて育って生活しているところで一

緒に出来る事をやる。少しの理解があれば必ず出来る。そのなかの一つにＳＯの活動があ

り、大会だけではなく色々なスポ－ツトレーニングが継続的に提供され、アスリートは、

毎回楽しんで参加しています。 

 コーチは、手弁当で参加し、その時の空間と喜びを共有することが、お金に換えがたい

私たちの何よりもの報酬です。大小の大会参加だけではなく、成田でボウリング、芝山で

のテニス、印旛ではサッカ－などアスリ－ト、コーチ、ファミリ－皆で出来ることをやっ

ています。この活動は単なるスポ－ツ活動ではなく、究極的には社会にとって素晴らしい

ことだと思っています。 

 又、ＳＯでは、世界大会は勿論のこと小さな競技会であっても全員が表彰台に上がるこ

とができ、心からの賞賛を得られるのです。そのことによって大きな喜びと経験の積み重

ねが社会に於いても、大きな自信となっていきます。その輝きは、生き生きとしていて、

そんな一人一人が私達は大好きです。彼らを、まずは知ってほしい、そしてそのお手伝い

を是非してほしいと思います。 

 2005 年、ＳＯ冬季世界大会が長野で開催された時、成田空港でのボランティア募集をし

たところ沢山の市民の方がお手伝いをして下さいました。皆さんも関心があるのだと実感

し、感謝と共にその想いが嬉しかったことを覚えています。ここにいらっしゃる会員の方

はその上のリ－ダーとして活躍していらっしゃる方々なので、是非何かありましたらご協

力をお願い致します。先日、成田市は特区となり、これから日本のなかでも注目されてい

くと思います。そのような中で障がいがあって

もなくても、歳をとっても若くても、皆に優し

く皆が喜んで楽しんで生きていける地域であ

ればＳＯを受け入れることは必ずプラスにな

る筈です。進みは遅くても、お金に直接関係な

くても、目に見えないもので良いもの良い事が

沢山あります。興味がありましたら、私どもへ

是非ご連絡下さい。くれぐれも心のご協力、ご

寄付のご協力の程宜しくお願い致します。短い

時間ではありましたがご清聴ありがとうござ

いました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
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第４回 メディア協議会 

 

 開会の挨拶  池内 富男 クラブ広報委員長 

 会長挨拶  遠藤 英一 会長 

 皆様こんばんは。本日は各メディア関係者の皆様そして成田ロータリークラブの会員の

皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。この定例協議会も今年度

最後の４回目となりました。 

これまで、メディア各社の皆様には、たとえば、京成成田駅東口の急な階段に昇りのエ

スカレーターはあるものの、降りは階段しかなく大きな荷物を抱えた観光客が難儀してい

ること、また、ＪＲ成田駅の東口と西口の間の行き来が意外と不便であること等、成田に

在住の私どもにはなかなか気が付かないことをご指摘いただいたり、今後の成田市と成田

空港周辺の将来のビジョンなども積極的にアドバイスいだきまし

た。 

また、過日行われました東日本震災地の気仙沼から鹿折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」に

つきましても、さまざまな記事にしていただきありがとうござい

ました。記事コピーを鹿折ＦＣおよび気仙沼ロータリークラブに

送りましたところ皆様大感激でした。 

本年度のメディア定例協議会は本日の第４回目をもちまして、

一応の区切りとなりますが、来年度も是非、発展的に続けていた

だきたいと思っております。皆様、ありがとうございました。 

 司会進行  滝澤 尚二 会員 

 ゲスト挨拶  

≪読売新聞 林 英彰 様≫ 

前回、成田は個々のイベントはたくさんやっていますが、長い目で見た時

に、皆さんはどうしたいのか、どこへ向かっていきたいのか。いま一つ、

わかりにくいような気がいたしますということで、前回、発言させていた

だきましたが、つい最近、成田市は国家戦略特区になり、医療分野での国

際協力や医学部誘致をめざし、国際経済の拠点となっていくのでしょう。

私個人として引っかかっていることがあります。それは自由貿易地域を成

田に作れないかという事です。フランスに行かなくても、その地域に行け

ばあたかもフランスへいたかのように買い物ができ、そこでは関税がかからない。国にと

って素晴らし事だと思います。そして地域の経済にもかなりのインパクトになると思いま

す。また、国際都市成田と言いながら、駅前には英語の看板もなく、歌舞伎を取り上げて

いる割にはその説明もない。やっと先日、参道で Wi-Fi が無料で利用でき、すぐに成田の

情報が見られるようになりました。成田はすごく魅力的な街です。もっと成田を深めるの

であれば「国際〇〇〇〇」というイベントをやってみてもいいのではないかと思います。 
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≪千葉日報 高橋律孝 様≫ 

私は成田出身なので、外からではなく成田の内側からどうしても物事を考

えてしまいます。3 月、4 月は小学校閉校式典が多くありました。下総では

4 つの小学校が 1 つに統合され、小中 9 年。成田で初めての一貫校です。

生徒や保護者に意見を聞くと、結構皆さん前向きでした。私が一つ思った

のは、自分たちが小学校の時、授業が終わると校庭にランドセルを放り出

し、暗くなるまで遊んでいましたが、この統一した学校では範囲が広いた

めスクールバスを利用することになります。そうなりますと勿論バスの時間が決まってい

ますので、学校で放課後遊ぶというのもままならず、ただ勉強をするだけの場所になって

しまうのではないかという事です。ちょっと寂しい気がしました。また、閉校された学校

の跡地利用が決まっていないので、活性化するためにも何か良いアイデアがあれば私達も

注目していけるのになと最近の取材で感じました。 

 

≪毎日新聞 早川 健人 様≫ 

昨日、空港の拡張計画に伴う公聴会が行われ、そこで若い経営者の声を耳

にしました。45 歳より下の年代の方は、生まれた時から空港があるのが当

たり前の状態です。そして、その人達には空港反対派の人たちへの愛情が

無いのではないかという印象を受けます。本日司会進行をされている滝澤

さん世代は、融和の為の努力をされています。反対派の方たちは、一度振

り上げたこぶしの下しどころを探しているのではないかと思います。仕事

や健康、介護など色々なきっかけがあり反対運動から退いてきた歴史があ

ります。今後、若い経済人が中心になった時、振り上げたこぶしの下し場所を探してあげ

られるのだろうかと不安になりました。是非、家に帰って若い方に昔話でもしてあげて欲

しいと思いました。 
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第 10 回 理事・役員会 

 

１．今後の行事日程について 

  ４月の予定                                     

     ４月 ４日（金）  2 クラブ合同ゴルフ＆花見例会 於：米屋観光センター  

第 10 回理事・役員会 

     ４月１１日（金）  通常例会 卓話 スペシャルオリンピックス 金子氏 

     ４月１８日（金）  移動例会 栗山公園 11：30 集合  

昼食／米屋観光センター 卓話：小泉市長 

     ４月２５日（金）  通常例会 卓話 千葉日報 萩原 博 社長 

  ５月の予定                                     

     ５月 ２日（金）  定款第 6 条第 1 節により休会 

     ５月 ９日（金）  月初例会 卓話 大澤 浩一会員 11 回理事・役員会 

     ５月１４日（水）  振替例会 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立 20 周年記念式典 

     ５月１６日（金）  振替休会 

     ５月２３日（金）  通常例会  

     ５月３０日（金）  通常例会 ホームミーティング各班発表 

※4 月 4 日千葉南ＲＣ創立 50 周年記念式典（松田エレクト出席予定） 

※4 月 15 日メディア定例協議会 Ｕ―シティホテル 18：00 より 

※4 月 22 日冨里ＲＣ創立 30 周年記念式典 会長・幹事出席予定          承認 

２．第 3 四半期までの予算執行状況の件 

  当初の予定より若干厳しい状況                            承認 

３．各種の協議会、協会（クラブ代表として担う公的役職）の件 

成田空港対策協議会 遠藤 英一 会員、成田環境ネットワーク 小川 賢 会員 

成田市市民憲章推進協議会 平野 省二 会員、成田市献血推進協議会 小宮山 四郎 会員 

北千葉道路建設推進協議会 諸岡 靖彦 会員                     承認 

４．富里ロータリークラブ創立 30 周年記念式典開催の件   

平成 26 年 4 月 22 日（火） 例会・式典開始／１５：３０ ラディソンホテル成田  

会長・幹事出席予定  承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

角田 幸弘 会員 3月 20日 高知南ロータリークラブ 

平山 金吾、松田 泰長 各会員 4 月 4 日 
千葉南ロータリークラブ 

50 周年 

平山 金吾 会員 4月 15日 
米山記念奨学会 

第 3 回学務・学友委員会 

豊田 磐、平山 金吾、滝澤 尚二、橘 昌孝、遠藤 英一 

松田 泰長、石川 憲弘、成田 温、諸岡 靖彦 

矢島 紀昭、神﨑 誠、大澤 浩一、池内 富男 

深堀 伸之、佐藤 英雄、堀口 路加、逆井 哲也 

小柳 政和、石指 雅啓 各会員 

4月 15日 第 4 回メディア協議会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ４６ １５ ７５．４１％ 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 

 


