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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2652 回例会 平成 27 年 4 月 17 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      大澤 浩一 会員 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：雨つづきの日が多かった４月のお天気でしたが

ようやく春らしくなってまいりました。明日からは<成田太鼓祭>

が始まります。この時季には、参道の賑わいを盛り上げるために

12日（日）より土、日曜日毎に 29日（祭）まで、成田市観光協会

主催で<不動の大井戸茶会＞が行われます。このほか成田羊羹資料

館では<和菓子の掛け紙・包装紙展>が始まりました。また、東京日

本橋三越では、１５日（水）から２１日（火）まで<第６９回全国銘菓展>が開催されてい

ます。今年の銘菓展は三越のシンボル、１階中央ホールの<天女（まごころ）像＞が出来て

５５周年になることを記念して、１階中央ホール天女像前で記念のお菓子を各社競作で展

示即売いたします。春を楽しむ催し物が目白押しです。春をお楽しみください！ 

 

小池 正昭 会員：4月 3日千葉県議会議員一般選挙が告示されま

した。41 の道府県で一斉の議員の改選の選挙となりましたが、成

田市選挙区では、定数 2のところ私と林県議の二人の立候補で同日

無投票での当選が決まりました。おかげさまで二期目の議席を頂戴

することができました。ここにお礼を申し上げますとともに、引き

続き頑張っていきたいと思います。そしてもう一つ、先日ニュースで森田知事がガッツポ

ーズをされておりました。それは、2020年に行われる東京オリンピック・パラリンピック

の競技会場の一部を千葉の幕張メッセで開催出来ないかと、東京オリンピック組織委員会

の森会長からお話をいただいたからです。しかし、まだ正式に決まったものではありませ

ん。おおよそ決まるだろうと歓迎をしているところです。ただ心配なのが財政負担をどう

するか。幕張メッセも新しい施設ではありませんので、色々なことをやっていかなければ

いけません。個人的には古い施設ですがこういった時でもないと投資ができないので、こ

れを機にしっかり次の時代に備えて投資をし、いろんな方のご協力を得て素晴らしいオリ

ンピックになればという思いです。 

 

喜久川 登 会員：2、3、4 月は花粉の時期。私はひどい花粉症な

のですが、4 年前から一切薬を飲まず、花粉のないところへ行くこ

とにしています。飛行機も 16 回使用しました。珍しいところでは

19歳の時に行ったアンドラ公国へ（ピレネー山中にあり、フランス
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とスペインに挟まれた国）。当時、ユーレイルパスを使用したのですが、これだと行った証

拠が残りません。194 カ国間違いなく行ったという証拠を残したいという気持ちもあり行

ってきました。あとは LCC の活用です。沖縄 3 泊 4 日、LCC 航空券と宿泊がセットになっ

て 28,800円というプランを作っていただいたことに感謝しながら、提案したいことがござ

います。私の自宅は成田空港第 7 ゲート脇にございます。4000M 滑走路の真ん中です。行

く時は誰かに空港まで送ってもらい、帰りは大体タクシーを使います。第 1 ターミナルか

らだと 2,300 円、第 2 ターミナルからだと 2,200 円。LCC ターミナルからだと、タクシー

待ちするところがないので、一旦タクシー乗り場で電話をかけないといけません。家に帰

ると 3,200 円です。折角安い旅行をして嬉しく家に帰るのですが、タクシー代にがっかり

してしまいます。開かれた空港にするためには、早急に解決して欲しいと思います。ニコ

ニコをしながら提案させていただきました。 

 

佐瀬 和年 会員：諸岡さんのお話に続きニコニコいたします。と

ても素晴らしいギャラリーが米屋さんの二階にあります。行ったこ

とない方もいらっしゃるかもしれないので、私達の写真チームの作

品が 2週続けて展示されます。是非この機会に行っていただけたら

と思います。 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。 

先週は、春の嵐で桜の花が飛ばされそうな中、成田コスモポリ

タンロータリークラブとの合同花見例会が開催されました。 

2790地区において2クラブでこれほど盛大に実行し親睦を深め

合うことのできるところは他にありません。そしてその模様が

ケーブルテレビで地域に放映発信できる環境も恵まれていま

す。 

今週は今年度 4回目の「メディア協議会」でした、2009年に始まったこの協議会は通算で

12回目となっています。このところ記者クラブの皆さんも本当に打ち解けた様子での参加

となっており、日本中探してもロータリークラブと記者クラブのこの様な接触は無いでし

ょう、是非続けてほしいとの発言も飛び出してきました。その都度において大きな進展が

なくても様々なテーマで回数を重ねたものは、大きな底力となっています。本日はこのあ

とクラブ協議会が開催されますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 表彰 

第 1回米山功労者 

長原 正夫 会員 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 

14日のメディア協議会には沢山の方にご出席いただきありがとうご
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ざいました。大変有意義な時間が過ごせたのではないかと思います。4 回のメディア協議

会を終わり、今年度の総括を 24日、月桂樹例会後、米屋観光センターで行います。 

 

◇ 幹事報告   深堀伸之  副幹事 

＜回覧＞ 

・週報 旭、多古、印西、佐原、富里各ロータリークラブ 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・RLIパート 3の開催のご案内 

・第 4回会員増強ウェビナー会員の積極的参加と会員維持 

4月 28日（火）午前 9時から 10時 

・地区研修.協議会開催のご案内 29日 

※先日の二クラブ合同花見例会でコートの忘れ物がございました。お心当たりの方は、米

屋観光センター、又は事務局までご連絡ください。 

 

◇ ミニ卓話 

近藤 博貴 会員 
 ロータリークラブ以外の社会奉仕団体について 
 
○ 「ライオンズクラブ」 ＬＩＯＮＳ club 

Liberty(自由) Intelligence(知性）Our Nations（愛国） 
  １９１７年「国際ライオンズ協会」がシカゴで創立された。ロータリーク
ラブより 
 １２年遅れて結成されたが、世界最大の社会奉仕ボランティア団体。 
メルビル・ジョーンズ（保険業）が創立した。「We Serve」がターゲット。 

○ 「キワニス」  ＫＷＡＮＩＳ 
  １９１５年ミシガン州デトロイトで創立された。 
キワニスはインディアンの言葉で「自らを快く受入れてもらうに足るものにする」という意味。 

○ 「セルトマ」 ＳＥＲＴＯＭＡ  Service  to  Mankind 
  １９１２年ミズーリー州カンザスシティでジョージ・スミス（医師）により創立。 
 スミスは、カンザスシティロータリークラブに入会を希望したが、１業種１人制の条 
件により入会できなかったので、知人の医師や新聞人を語らって結成した。  
「人類への奉仕」が標語 

○ 「エクスチェンジ  クラブ」 EXCHANGE  club 
   １９１１年ミシガン州デトロイトで創立。実業家グループにより出発した。 
 「奉仕のための結合」、国際組織でなくアメリカ国内の組織を標榜している。 
○ 「シビタン」 CVITAN 
  １９２０年創立。創始者はコートニー・シュロブシャ（医師） 
 綱領は聖書の「黄金律」を行動で示すこと。モットーは「汝の欲するところを施せ」 
○ 「ジャイロ」 GYRO 
   オハイオ州クリーブランドの３人が、大学で築き上げた友情を永久のものとする目 
的から組織を作った。 

○ 「オプチミスト」 OPTIMIST 
    青少年奉仕活動に重点をおくクラブ。主としてアメリカ国内が対象。 
○ 「ルーリタン」 RURITAN 
    １９２８年バージニア州ホーランドで設立。特徴は都会と農村を結ぶこと。 
○ 「ラウンド テーブル」 ROUND  TABLE 
    １９２２年カリフォルニア州オークランドで作られた。 
 英国のアーサー王と有名な剣士クリスカリバーの物語から出発した。「他人に奉仕を 
 求める人は、まず自分自身最上の奉仕をすべきだ」がモットー。 
○ ツウェンティー サーティー  TWENTY  THIRTY 
  ロータリークラブの例会に数度出席した２０歳の青年パウルの経験から創立した。 
 ２０歳から３０歳までが会員。 
○ コスモポリタン COSMOPORITAN 
  オクラホマ州 オクラホマシティーの弁護士 P・J・Hodgins の主唱により作られた。詳細は不明 
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深堀伸之副幹事が司会となり、定足数の確認（出席会員 ３４、会員総数６３の１／３
を超える）があり、クラブ協議会が成立することの報告があり、開会が宣言され、松田泰
長会長が議長席に着き、議案が審議されました。 

 

第 1 号議案：成田ロータリークラブ基金の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員、及び松田泰長会長よりの説明に対し、会員よ
りの提案で「基金にいくら入金したかを決算書に明記する」を追加して承認
されました。 

第 2 号議案：副会長職の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員より説明があり、承認されました。 

第 3 号議案：慶弔などの内規規定変更の件 

会長エレクトの佐瀬和年会員よりの説明に対し、会員よりの提案で「香料の 
ほか生花もしくは花輪１基の金額欄に実費と表記」を追加して承認されまし

た。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 

 

第４回 メディア協議会 

 
 司会進行  近藤 博貴 会員 
 開会の挨拶  松田 泰長 会長 
 協議内容 
ロータリークラブの活動が外から見てどう見えているか、クラブが行う社会奉仕活動プロジ
ェクトの取り組みをメディアに紹介し、宣伝してもらう 

 乾杯   豊田 磐 会員 
 参加メディア 
千葉日報 高橋律孝 様、毎日新聞 早川健人 様、朝日新聞 小松重則 様 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ク ラ ブ 協 議 会 

早川健人様 小松重則様 

高橋律孝様 
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「災害の風化といかに向き合うか」 

設楽正行 クラブ奉仕委員長 

ロータリークラブには、5 大の奉仕活動があります。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

青少年奉仕。4 年前の 4 月 22 日は当クラブの 50 周年創立記念式典を予定しておりましたが、3 月

11 日の東日本大震災が発生したため、開催するかしないかクラブの中でも問題になりましたが、

こういう時こそ経済人である我々が率先して活動を活発にし、盛り上げることが大事ではないかと

いうことで、開催を決定。その時に皆さんから頂いた会費の 350 万円はそのまま震災へ寄付。その

翌年、石巻の方がエキストラで大勢出演して作られた映画『お菓子放浪記』を成田市民にたいして

上映、収益の 60 万は県内被災地である佐原ロータリークラブへ寄付。3 年目、気仙沼の鹿折 FC15

名と監督、保護者など総勢 20 数名の方を成田に招待し、地元の子供達とサッカー大会、成田山参

拝、空港の管制塔を見学。4 年目の企画としまして、歌のリレーを考えておりました。これは

YouTube で流れ話題になったものですが、人口減少で苦労するアメリカのある街が地元のおスス

メの場所で行った歌のリレーにヒントを得たもので、成田の主要な観光地、場所から歌をリレーし、

最後は東北の方にも歌っていただくというものでした。その企画が東北の方に受け入れてもらえる

のかという事で下見もかねて関係者 4 人で陸前高田まで行ってまいりました。現状としては、4 年

も経っているのに何もなく土を運ぶベルトコンベアーだけが縦横無尽に走っている、そんな状態で

した。ロータリーの例会場へ行き話を聞いてみましたが、ほとんどの方が自宅・事業もなく身内を

亡くされていました。まだまだ時間がかかるのでは・・・という印象を受けました。そのため、今

回の企画は取りあえず白紙に戻すことにしました。これからも見守りながら息を長く付き合ってい

くことが大事ではないかと考えております。 

≪東日本大震災に関して報道規制はあったのか？≫ 

・規制はない。全てのメディアが黙ることはあり得ない。 

・政府の圧力でペンをねじ曲げることはない。それほどの利益がない。メリットがないし 

信念としてない。 

・東日本大震災で一つ思ったのは、補助電源が地下にあったということ。高台にあればあそこまで

被害は大きくならなかったのではないか。 

・3 月、福島の原発のある町から避難され、以前取材をした方から電話がかかってきて、千葉日報

を取りたいというお話でした。これまで福島の地方紙を郵送で送り届けてもらっていたが、4 年が

経過しふるさとに戻ることはできないと感じ、諦めて千葉で新たな人生をスタートしようと決断す

る時期になったのだなと個人的に実感。 

・漫画の「美味しんぼ」が連載の一時休止となり、原作者は謝罪し連載休止にも応じましたが最近

反論。あれはお医者さんが放射能の影響であると認めないし医学的な証拠がない。疑いは残るかも

しれないが、確実ではないということで騒ぎになっている。人体の中の放射性物質が高いわけでも

なく、外傷があるわけでもなく、ただ鼻血が地震前より出る。しかし、子供は鼻血が出やすいもの

です。千葉県柏市を中心とした千葉県内のホットスポットと言われた統括地域でも心配する親は沢

山いますが、サンプル数が少ないこともあり、証拠もない。もしかしたら 10 年後、20 年後、サン

プル数が増え、その世代の平均寿命が低くなった時に原因とされるかもしれないが、今は、科学的、

医学的に証拠がない。数字的な裏付けがないのに書いたので休止になったのではないか。 

≪外から見て、成田ロータリークラブの活動は？≫ 

・メディアとロータリークラブの協議会は、他のどこでもやっていないと思います。成田は先進地

です。もっと素晴らしいのは、きちんと意見を聞く、耳を傾ける土地柄であるということ。やはり

国際空港を抱えて外国の方をおもてなししてきた歴史があるからではないか。最先端のおもてなし

をしている成田の風土。 

・新聞記事は初めてのものと長く続けているのが取り上げられる傾向にある。震災の支援は4年目。

来年は 5 年の節目ですが 10 年後、20 年後も続けて行けば、すぐに記事にはならなくても 5 年後

10 年後に記事になることもあるので、是非活動を続けて欲しい。 

【ロータリー会員の色々な意見・感想】 

・当病院へ千葉交通さんが乗り入れて下さることになりましたので、時刻表といくつかの資料をお

持ちしました。徳洲会が 25 億円の申告漏れ。成田市の大学誘致で住民訴訟など。成田市の大学誘
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致の問題では、是非メディアの方に調査いただきたいと思います。 

4 月 12 日、朝日新聞の記事に『人手不足 虐待の温床』という記事がありました。介護では 30 万

人の人材不足です。そのため、労働時間も長くなり、気持ちに余裕が無くなり一線を踏み越えた言

動、行動へ繋がっていきます。かといって 24 時間監視カメラの中で介護されたくはありません。

この地域は、高齢者プラスそれ以降 20 年くらい介護の需要が必要。色んな所から人材を集めて、

生活レベルを向上させなければならない。 

・妻がお店をやっておりまして、東北の方が一番やって欲しいと思っているのは、東北で作った物

を売って欲しいということだそうです。今後何か検討していただけることがあればよろしくお願い

します。 

・普通に新聞を読むという自分の世界とは違い、メディアの方の視点は大変勉強になります。 

・私も広報の仕事をしたことがあるので思うのですが、本当の事をどう伝えるかというのは大変難

しい。隠すとそれに対してまた隠すことになる。想い・心が非常に大事。心が伝わるような関係作

りが一番大事なのではないか。 

・震災は陸前高田だけではない。震災は東北全体に問題が起きている。復興の格差がかなりある、

今年度だけではなく、これからもずっと東北の人たちと親密な関係を作ってこそ我々の活動ではな

いか。 

・米山記念奨学生だったシルネン君が母国の経済発展のために頑張っている事に対して、地区の補

助金が出なくても、成田ロータリークラブとして何かやってあげられること・応援できる事を考え

たい。 

・メディアの方々との垣根が低くなった。大きな成果。 
 

♪つり同好会 ＩＮ 飯岡 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

成田 温、角田 憲司、矢島 紀昭 各会員 4月 18日 つり同好会 

成田 温、角田 憲司、矢島 紀昭、小宮山 四郎、遠藤 英一 

石川 憲弘、小泉 英夫、小寺 真澄 各会員 
4月 20日 つり同好会懇親会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ３７ ２５ ６７．３３％ ５８％ 

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 

 

グサッ！ 

釣りメンバーの 3 倍集まっていただい

た懇親会！若干一名、大物狙いで自分

を釣ってしまうという多少のハプニン

グもありましたが、楽しんできました。 

第 1 号のホウボウ！成田会員 

優勝、ベテラン角田会員 


