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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 雑誌月間 ～～ 

第 2556 回例会 平成 25 年 4 月 12 日（金） 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 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 

 株式会社 アイティプラッツ 松井雄二 様、成田ケーブルテレビ 山田和弘 様 

 千葉興業銀行成田支店支店長 小柳政和 様 

四街道ロータリークラブ 森本次郎 様、西宮甲子園ロータリークラブ 朝野恒男様 

 

◇ 誕生祝い 

近藤 博貴 会員 

仲村 盛政 会員 

佐久間 高直 会員 

堀口 路加 会員 

 

◇ 結婚祝い 

近藤 博貴 会員、石橋 菊太郎 会員 

佐瀬 和年 会員、深山 一郎 会員 

池内 富男 会員、小寺 真澄 会員 

 

 

◇ ニコニコボックス 

高橋 かしわ 会員：3 月 31 日から夏ダイヤとなり、空港の容量が

２５万回から２７万回へ拡大いたしました。それと共に、オープンス

カイが適用になり、やむを得ない理由で遅延した場合の夜間の運用時

間延長が、地域周辺の皆様のご理解とご協力により決定いたしました。

これから成田空港もさらに発展したいと考えておりますので今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

安川 篤志 会員：4月 1日、人事異動で本店に転勤が決まりました。

成田には 2 年半お世話になりました。平成 22 年 10 月成田支店長と

して赴任、長い間退会しておりました成田ロータリークラブへ入会さ

せていただき、ありがとうございました。その直後クラブ創立 50 周

年となり、会員でいられたことに有りがたく思いました。栗山公園の
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記念碑には名前が刻まれ、大変いい思い出になりました。新年例会、忘年例会などでは上

も下も関係なく、親しくお付き合いさせていただきありがとうございます。私が着任した

時は計画さえ無かった成田支店の建て替え。それが昨年 11 月末に新築した途端、異動とな

り、私にとっては非常に思い出深い成田支店となりました。長い間面倒を見ていただきあ

りがとうございました。 

 

秋葉 博行 会員：来週 19 日に酒々井のアウトレットがオープン

いたしますが、フードコートの目の前にお店を構えることが出来ま

した。ブランドの中でうちのお店は珍しいということで、取材が結

構きております。今日は“ワールドビジネスサテライト”、明日は

“はなまるマーケット”、密着で“スーパーニュース”。これは一

度ニコニコしておかなければと思いました。 

 

森本 次郎 会員（四街道ＲＣ）：4 月 8 日、成田高校の入学式に

家族で行ってきました。先月伺ったとき、ぜひインターアクトクラ

ブへということでしたが、現在 説得中です。これからもいろいろ

縁があると思いますのでよろしくお願いいたします 

 

喜久川 登 会員：3 月は花粉症がひどいものですから、花粉のない

ところへ行っておりました。前半は同級生の滝田栄、一昨日までパ

キスタンでした。フンザというアプリコットの花が世界一の場所で

す。そこへ旅行客 8 人に 5 人の兵隊、3 日かかります。過激派の活

動が激しく、ビンラディンが殺されたところも見てきました。20

年前に南の方へ行きましたが、

昔と変わったのは車社会になっ

たことです。ペルシャ湾に抜ける道路が出来ていました

が、時速 5 キロから 10 キロでしか走れないような道路

環境です。しかし、３大山脈（ヒマラヤ、カラコルム、

ヒンドゥークシュ）を抜けた道路が完成しておりました。

日本では考えられないことですが、崖崩れが頻繁で、崩

れた所が湖になっていました。皆さんも機会があれば、

是非一度行ってみてください。 

 

設楽 正行 会員：3 人の孫がおりますが、一番上の孫が幼稚園に

入園いたしました。 

 

角田 幸弘 会員：二番目の娘が私の母校である日本歯科大学へ入

学いたしました。診療所を構えた時は、跡取りはいらないと思った

のですが、これで足かせができたような感じで嬉しい反面、大変か

なと思っております。 

 

朝野 恒男 会員（西宮甲子園ロータリークラブ） 
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◇ 会長挨拶     小宮山 四郎 会長 

先日まで咲きほこっていた桜も、早、葉桜となり新緑の季節

になってまいりました。 

先週 4月 3日の 2クラブ合同花見例会の振替で金曜日は休会

となりましたが、ホームミーティングが始まり、4 月 5 日Ｆ班

（Ｕ―シティホテル）、４月 8 日Ｅ班（国乃家）、4 月 10 日

Ｄ班（Ｕーシティホテル）、4 月 12 日Ｂ班（ビューホテル）、

4 月 15 日Ａ班（鰻福亭）予定、 4 月 17 日Ｃ班（菊屋）予定

と順調に進んでいます。本来、ホームミーティングは、ファイ

ヤーサイドミーティング（炉辺会談）として、少人数で家族ぐるみで食材を持ち寄り、親

睦を図ることを目的として始まったということですが、近年の当クラブはテーマを設けて

行われてきましたので、本年度もミーティングテーマとして『成田ロータリークラブに思

うこと、そして我が職業奉仕』で、それぞれのグループで話し合っていただいております。

それぞれのグループが、和やかなうちにも積極的に本音で語っていただきロータリーライ

フを謳歌されているように私の目には映り、これが例会に反映されれば間違いなく成田ロ

ータリークラブは活性化すると確信いたしました。本日のＢ班を含めて、あと 3 班が残っ

ていますが、それぞれのグループが同様に楽しい親睦が図れることを期待しています。現

在までのミーティングの内容については、発表者がそれぞれ報告すると思われますのでこ

こでは控えたいと思います。 

「ロータリーの友」4 月号の縦組み 19 ㌻に、私が考えるアイ・サーブと題して出雲中央

朝山裕氏の記事が載っていますので紹介をしたいと思います。 

＜私は職業奉仕とは何かという演題で卓話をしました。その準備のためロータリーの本

を読み勉強を始めましたが、困ったことに肝心要の定義がどこにも見当たりません。職業

奉仕の概念の記載はあっても、具体的にどういったものかについての記述はありませんで

した。ここに至って私は初めて、ロータリーの考え方に気づくことが出来ました。それは、

「自助努力によって道なき道を歩め」ということです。中略 その卓話の経験を通して分

ったことは、アイ・サーブの意味と、その功罪についてです。あくまでも私見ですが、ア

イ・サーブとは「自分の目でものを見、自分の頭で考える」ということ。つまりは独立心

を意味します。「自学自習し、自得する」といったプロセスを最高の善と位置づけること

であろうと思います。したがってアイ・サーブから得られる果実は、人によってさまざま

なものとなります。50 人のロータリアンがいれば、50 通りの解釈や解答の違いが生じて

も不思議ではありません。言うまでもなく、ロータリーはアイ・サーブを身上としていま

す。ロータリーの長所とされる「多様性」「独創性」は、このアイ・サーブを母体として

生れでたものと考えられます。他方「ロータリーは難しい」、「ロータリーは理解できな

い」といった原因もまたアイ・サーブにあります。先に述べたように、公式な模範解答が

明示されていないからです。私はロータリーの掲げる概念に対し、自分独自の解答を用意

しました。このことは私にとって大変勉強になりました。学んだことをただ、学んだだけ

で終わらせるのではなく、自分の力や能力にまで昇華させることが肝心であると知りまし

た。＞ 

以上、今週の挨拶と致します。 
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◇ 表 彰 

 米山功労者第 5 回マルチプル 

滝澤 尚二 会員 

 

◇ 委員会報告 

・ＰＥＴ報告   遠藤 英一 会長エレクト 

3 月 31 日、ホテルニューオータニ幕張に於いて 2790 地区

2013~14 年度会長エレクトのセミナーがありました。次期地区

新世代奉仕委員長の石橋菊太郎会員、第 9 分区ガバナー補佐設

楽正行会員の 3 人で行ってきました。次年度のＲＩの会長は、

アメリカ オクラホマのロン・バートンさんです。テーマは「ロ

ータリーを実践し みんなに豊かな人生を」。そして 2790 地区

の関口徳雄（浦安ＲＣ）次年度ガバナーは 

１． ＲＣの存在と活動の公共広報を徹底しよう 

（新たに広報公共イメージ委員会を作り、ロータリーを

普及させる） 

２．クラブの親睦活動の活発化 

※4 月 29 日（月）次年度地区協議会で次年度ガバナーから具体的な方針が発表されます。 

午後は分科会がありますので各委員長の皆様は現地集合でお願いいたします。 

 

・クラブ広報委員会  長原 正夫 委員長 

今年度、ホームページのリニューアルをいろいろ考えており
ましたが、本日やっと皆様にお見せすることが出来ます。 

 

・石橋 菊太郎 ホームページリーダー 

今までは、書き込み、アップデートがやりづらかったのです
が、これからは会長挨拶やホットな話題を提供できると思い
ます。更に価格は低料金、容量は今までの 100 倍、ネット
利用料は 3 分の１。実際にご覧になれるのはもうちょっとか
かりますが、本日紹介させていただきます。 

 

 

◇ ホームページの紹介 

株式会社 アイティプラッツ 松井雄二 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルのトッ

プページ 

全体のイメージはあ

まり変えず、タグを変

更 
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一番変わった点といたしまして、文字がは
っきり見やすくなっています。 

週報は、最新のものを一番上に持ってくる
ようにしました。 

また推薦用紙のダウンロードなどもできる
ようになっています。 

会長のページは、会長の挨拶のさわりの部
分を掲載してみました。 

 

各ページ、左側を統一し右側にコンテンツ
として色々な内容を表示するように変更い
たしました。 

 

 

 

タグは（ボタン）
は追加も変更も自
由にできますの
で、どんどん充実
していけばページ
を追加することも
可能です、 

どのページに行っ

て左側にタグがく

るようにしてあり

ます。 
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・奉仕プロジェクト委員会  神﨑 誠 委員長 

主に社会奉仕活動についての委員会となった。また第４７回インタ

ーアクト年次大会【8/9（金）開催】について、成田高校大澤校長、

早川先生、近藤先生に参加いただき、顔合わせと活発な意見が交わ

され、最終的には「成田ＲＣが全面バックアップするから成功させ

よう」ということになりました。 

 

以下は、諸岡社会奉仕リーダーの報告です。 

 

２０１２～１３年度 奉仕PJ委員会／社会奉仕チーム（報告） 

リーダー 諸岡靖彦／４日1日 

◎ 今年度の社会奉仕チームとしての活動方針 

１．（小宮山会長の構想） ‥‥3･11大震災時の支援を風化させない活動を持続する。 

２．（得居ガバナーの方針）‥‥委員会クロス・プロモーション活動の実施。 

３．（クラブ活動計画書記載） ① 震災の記憶を薄れさせない事業を行う。 

               ② ＜未来につながる社会奉仕のあり方＞を考える。 

◎ 活動プログラム／９月２１日計画 

１．新世代チーム（大澤浩一リーダー）と連動して、成田高校インターアクト・クラブの

活動（被災地支援の募金活動）をロータリーとして協力、拡充する。 

２．クラブ広報委員会（長原正夫委員長）と連動して、被災地から成田近辺に転居してき

た方々からその後の状況を聞き、ロータリアンの継続的支援のあり方を考え、会員及び近

隣クラブに発信する。発信の方法としては、クラブで活用実績のある媒体（エリア電波メ

ディア「成田ケーブルテレビ」、エリア・ローカル紙「エリート情報」）と連動し、更に

マスコミへのリリースを行う。 

３．上記１．２．の活動をクラブ・ホームページに掲載して、ロータリーの公共イメージ

と認知度の向上に資する。（ホームページ・チーム石橋菊太郎リーダー） 

４．橘会員が成田市健康増進課と進めている「笑医（わらい）で元気な市・成田市笑医プ

ロジェクト」を支援して、＜家庭や地域、職場で笑いのある健康的な生活を実現できるま

ちづくり＞にロータリアンとして参加することを推奨する。 

５．近藤会員提唱の＜成田クラブが過去に遺したﾓﾆｭﾒﾝﾄのﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業＞を考える。 

(下半期スタートの時点で、会長指示にて事業担当を仰せつかる) 

６．ロータリークラブ杯争奪サッカー大会（３月１７日、於栄町レインボーＦＣグラウン

ド）の運営支援を担当する。 

◎ 活動結果と処置 

 １．３月１０日成田高校ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰが中心となって、生徒会や運動部有志が参道３箇所に

て募金活動。ﾛｰﾀﾘｰとしての連動はなし。次年度は連帯すべきと考える。 

２．３月１日浪江町から成田市に避難している、元双葉広域消防本部消防長柴繁氏とそ

の支援者赤海守氏を講師に迎えて卓話例会を実施。会員に感銘を与えた。この様子は成

田ｹｰﾌﾞﾙTVで紹介された。更に週報～HPを通じて、ロータリーの公共イメージの向上に

つながるものと思われる。 

 ３．笑医ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ高柳和江先生を卓話講師として検討中。 
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４．文化会館の塑像、赤坂公園の周年記念碑などの設置物の状況を調査する。 

５．多くの会員参加のもと、良好な大会の開催が出来た、今後この大会をいかに処置すべ

きか長期の方針を検討する必要があるものと考える。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  設楽正行 委員長 

米山記念奨学  佐藤 英雄 会員 

ロータリー財団 工藤 照淳 会員 

 

・エクレール委員会    石橋 菊太郎 会員 

娼婦役の山崎未花さん出演の舞台公演が 2013/4/20～4/24 開催さ
れます。全席 3,000 円（1 ドリンク付き） 

ＮＹエロヒマドル Reading in progress  

「Looking for a victim」 

 

・釣り同好会   遠藤 英一会員、矢島 紀昭会員 

4 月 20 日（土）8 人で内房へ釣りに行きます。午後 5 時からは
懇親会を開催予定です。懇親会だけの参加も大歓迎です。会費
4,000 円 

 

◇ 幹事報告     石川 憲弘 幹事 

１、ホームミーティング、４月２６日の発表に向けまして各班活発な

意見が出されているようです。この後、本日はＢ班成田ビューホテル、

１５日Ａ班鰻福亭、１７日Ｃ班菊屋で開催予定です。お忙しいとは思

いますがよろしくお願いいたします 

２、５月２４日大相撲５月場所観戦料金ですが、振込でも現金でもど

ちらでも結構です。案内を回してありますのでよろしくお願いいたし

ます。 

３、５月１６日（木）ゴルフ同好会大栄カントリー、皆様の参加よろしくお願いいたしま

す。 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 

第 10 回理事・役員会 

１． 4 月、5 月の例会及び事業、行事計画の確認 

4 月の予定  

5 日 (金) 振替休会  

12 日 (木) 通常例会 卓話 

19 日 (金) 通常例会 卓話 成田山新勝寺 小倉 博 様 

26 日 (金) 通常例会 ホームミーティング各班発表 

5 月の予定   

3 日 (金) 休会 

10 日 (金) 通常例会  

17 日 (金) 通常例会 卓話 ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス創設者 鬼丸昌

也様 
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24 日 (金) 両国国技館 大相撲観戦 

31 日 (金) 成田国際空港株式会社 卓話 夏目社長 

※ＨＭ 4/12Ｂ班成田ビューホテル、4/15Ａ班まんぷく亭、4/17 Ｃ班菊屋 

4/21 勝浦ロータリークラブ 50 周年式典 小宮山会長、遠藤会長エレクト、平野直前会長、石川幹事出

席 

 承認 

２．流山ロータリークラブ 50 周年記念式典及び祝賀会のご案内 

会長、幹事、平野直前会長出席                           承認 

３．細則第 9 条 2 節（１）Ｃ．Ｌ．Ｐ委員会、細則変更の件 

名称は長期計画委員会(Ｃ．Ｌ．Ｐ)とし委員構成は会長一任。尚、これに伴い細則変更が必要となるた

め、事前に議案書を発送し、5 月 10 日にクラブ協議会を開催する。 

承認 

３．米山梅吉記念館賛助会員（1 口年間 3,000 円）の件 また春季例祭の参加依頼の件 

個人の賛助会員の参加を募る                            承認 

 

４．成田空港対策協議会 25 年度分会費振込のお願い 

6,000 円                                     承認 

５．安川篤志会員退会の件について 

安川会員 4月異動による退会                           承認 

６．新入会員の件について 

 岸田照泰君（工藤会員の後任）、小柳政和君（安川会員の後任）、松村里美さん（浅野会員の後任） 

承認 

７．ボーイスカウトの件 

    次年度度も支援を継続する 

承認 

８．千葉興業銀行への口座開設について  

    新規に開設する                                 承認 

                           

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 3月 14日 那須ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 3月 27日 浜松北ロータリークラブ 

遠藤 英一、設楽 正行、石橋 菊太郎 各会員 3月 31日 ＰＥＴ 

小宮山 四郎、諸岡 靖彦、佐久間 高直、大木 健弥 
深堀 伸之、石川 憲弘、逆井 哲也 各位 

4月 10日 ホームミーティング Ｄ班 

石橋 菊太郎 会員 4月 11日 RLI 

小宮 山四郎、石川 憲弘、遠藤 英一、長原 正夫 

阿部 慎一、喜久川 登、神崎 誠、小池 正昭 

仲村 盛政、吉田 稔 各会員 

4月 12日 ホームミーティング Ｂ班 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５９ ４３ １６ ７２．８８％ 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 

 


