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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 2650 回例会 平成 27 年 4 月 3 日（金） 
 
◇ 出席奨励・退会防止委員会 平山 秀樹 リーダー 

先月の出席率は７２．８％でした。移動例会中でも是非メーキャップをお願いいたします。 

◇Ｓ．Ａ．Ａ．   鈴木 敏道 会員 

抽選のご協力ありがとうございます。４月から多くの会社が新事業年度です。私たちも満

開の桜と同じように頑張って行きますのでよろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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 

◇ 誕生日 

近藤博貴会員Ｓ9.4.8 

佐久間高直会員Ｓ23.4.29 

堀口路加会員Ｓ34.4.7 

◇ 結婚記念日 

近藤博貴会員Ｓ35.4.30 

石橋菊太郎会員Ｓ47.4.18 

佐瀬和年会員Ｓ47.4.26 

音花昭二会員Ｈ6.4.23 

後藤敦会員Ｈ19.4.14 

 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 
青木 貞雄 様、藤﨑 政弘 様、小堀 陽史 様 

 

◇ ニコニコボックス 

堀口 路加 会員：私が理事長を務めている社会福祉法人愛の園福

祉会のマリヤ保育園（八千代市米本）の増改築工事が無事完成し 3

月 21 日（土）に竣工式を行いました。昨年６月に平山会員の平山

建設株式会社様と契約を締結させていただいた工事ですが、その際

に平山金吾会員がニコニコして下さったことを懐かしく思い起こ

します。米本団地のシンボルになるような立派な園舎を建てていた

だきました。報告を兼ねてニコニコさせていただきます。 

 

音花 昭二 会員：この度、長女が無事に大学受験を終え、姪っ子
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が通っていたのと入れ替わりでお茶ノ水女子大学文教育学部に進学することとなりました。

明日が入学式で、月曜日には長男が中学校入学と嬉しいことが続きます。親として、感謝

を込めてニコニコさせて頂きます。 

 

諸岡 靖彦 会員：本日（４月３日）より３日間なごみの米屋各

直営店では『創業感謝祭』を実施いたします。明治３２年４月に

当社は上町の現在地に開店して、＜名物栗やうかん＞を販売開始

しました。４月２１日、總本店では記念商品の販売を行いますが、

今回は、各店で抹茶を使ったお菓子（ロールケーキ、バウムクー

ヘン、大福、シフォンケーキ、モンブランなど）を期間限定販売

いたします。 

 

平山 秀樹 会員：先ほど、堀口先生からマリヤ保育園増築改築

工事竣工のニコニコがございました。おかげさまで元気いっぱい

の園児さんたちのいらっしゃる中、無事竣工を迎えられました。

現場でできうるかぎりの対策をとってはいても、最後まで安全に

施工できたのは岸辺園長先生を始め職員のみなさまの並々なら

ぬお気づかいのおかげです。ありがとうございます。 

 安全ばかりか、園児さんたちは現場の進行を見るのを楽しみにしていただいたと聞きま

した。現場を担当させていただいた鈴木、浅間は、最後の日に園児さんたちから「お兄ち

ゃんたち、明日から他の保育園にいっちゃうの？」とま

で別れを惜しんでいただけたそうです。建築担当者とし

て冥利につきます。 

 ３月２１日土曜日に竣工のお祝いが開かれました。席

上、心のこもった感謝状をいただきました。「平山金吾

会長への感謝の思いとともに」という一節に、堀口路加

理事長からの熱い想いを感じました。 

 

 実は、いま次女温子の聖路加国際大学看護学部の入学式から直接参りました。まだ興奮

冷めやみません。次女は、成田高校でインターアクトの活動に参加させていただき、献身

の大切さを学び、看護師への道を歩み始めました。入学式、正確にはその後の感謝の礼拝

のさらに後、聖路加国際病院の名誉理事長でいらっしゃる１０３才の日野原重明先生が

朗々と激励のごあいさつをしてくださいました。 

 日野原先生いわく、聖路加国際大学はミッションスクールであると。ミッションとは使

命、献身、そして、キリスト教では伝道を意味するのだそうです。１９００年にトイスラ

ー先生が伝道を目的に来日されたことに、聖路加病院は端を発しています。アメリカ人宣

教師で医師のトイスラー先生は、日本で医術の限りを尽くしてもなかなか患者が治らない

ことに気づきました。これは、ケアが足りないからだと考え、米国から同じキリスト教の

宗派で公衆衛生学と看護学を修めたアリス・セントジョンさんを招き看護師の学校を作り

ました。ここから、聖路加国際大学の基本ができ、日本で医者の補助ではなく患者を中心

に献身的に介護をする看護師さんの伝統ができたと日野原先生は明言されていました。 
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 日野原先生は、病院の創立者であるトイスラー先生に光があたりがちであるが、セント

ジョンさんの功績を決して忘れてはならないと繰り返しおっしゃいました。だから、入学

式の行われたホールは、「アリス・セントジョン・メモリアルホール」という名前なのだそ

うです。これから看護の道に進む新入生達になによりもはなむけの言葉となったのではな

いでしょうか？ 

 ちなみに、関係のみなさんすべてが聖路加国際大学を「ルカ」と読んでいらっしゃいま

した。堀口先生のお名前と同じ発音ですね。以上、堀口先生と日野原先生に感謝をこめて

ニコニコさせていただきます。 

 

石橋 菊太郎 会員：BS12ch TwellV の人気番組「アジア HOT プ

レス！」の名物コーナー「高田純次のアジアぷらぷら」アジア一の

テキトー男、高田純次が気の赴くままにアジアの街をぷらぷら散歩

する番組で成田が取材されました。カメラが回っていようがいまい

がずっとあの調子でした。息子が案内をしておりましたが、空港、

イオン、駅から参道を歩いている時も、あんパンに甘太郎。ビール

を飲んで、うなぎを食べて。本当に自由な方でした。 

 

角田 憲司 会員：先々週、先週と２週連続でフルマラソンを完走

できましたのでニコニコいたします。６０を迎えできるかどうか不

安でしたが、記録を狙わなければできるという手応えを実感いたし

ました。 

 

神崎 誠 会員：私の住む新久米野地区（旧小菅地区）では、毎年

４月３日に『神武天皇祭』（初代天皇である神武天皇の崩御日にあ

たる 4 月 3 日に毎年行なわれ、神武天皇の天皇霊を祭る）がござい

まして、側鷹神社にて宮崎宮司さんのもと神事が滞りなく終了いた

しました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。今日は成田コスモポリタンロータリーク

ラブから小堀さん、青木ガバナー補佐、藤崎幹事にお越しいた

だいております。 

桜満開と共に多くの機関、事業所で新年度を迎えております。

実体のある景気上昇を期待したいところです。 

さて、ロータリーの 4月は「雑誌月間」です。ロータリアン

の三大義務の一つとしてＲＩの機関雑誌の購読義務があります。日本では「ロータリーの

友」にあたります。この「雑誌月間」は元々「雑誌週間」として１月２６日を含む一週間

でした。これは古く１９１１年に遡ります。当時シカゴクラブはポールハリスの奉仕派と

楽しいだけでよいとする親睦派の対立が起きていました。ポールハリスは自説を通し続け

クラブ分裂の危機に見舞われました。後にポールハリスが会長に就任したとき「私はあの

時に独裁者のように振る舞い迷惑をお掛けしました」と反省し、この気持ちを全米に伝え

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B4%A9%E5%BE%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%883%E6%97%A5
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ようと論文を書き発信したのが「The National Rotarian」ロータリーの公的機関雑誌創刊

号、１９１１年１月２６日でした。これを記念して今に至っています。 

 

◇ 第 9分区青木 貞雄ガバナー補佐（ガバナー・ノミニー挨拶） 

皆様、こんにちは。成田ロータリークラブの皆様には、日頃よりガバナー補佐業務に多

大のご協力・ご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

 本年度は、スケジュールが前倒しとなり、最初の半年に IM、ガバナー公式訪問等が終了

したため、その後は大した任務がありませんが、成田ロータリークラブにおいては、残り

３ヶ月弱の中で、 

1) 国際ロータリーが今年度力をいれているロータリー・デーの開催、及び 

2) 地区が求めている各クラブ会員 1名純増 

に取組んでいただくよう、お願いします。 

さて、本日お邪魔したのは、ガバナー補佐としてではなく、私が 2016-2017 年度のガバナ

ー候補として、この度ガバナー・ノミニーに指名されたことに伴う、ご挨拶及び協力の 

お願いをするためです。 

地区からガバナー就任要請が約１年前よりありましたが、私のようにロータリーの知識

も不十分な人間には無理だと再三に亘りお断りしてきました。しかし、地区にも色々と事

情がある中、会員数が地区最大の成田コスモポリタンロータリークラブからガバナーを出

せないのはいかがなものかとの話も出て、3 回目となったこの度の要請は個人的に断り切

れず、クラブに対応を委ねた結果、ガバナー・ノミニーの指名を受けることとなりました。 

先日亡くなられた成田ロータリークラブの平山パストガバナーには、以前よりガバナーの

話をいただきながら、当時は雲の上の話として聞き流してきましたが、このような状況に

なって、ご存命中にお受けしておけば喜んでいただけたのではないかと思うと同時に、色々

とご指導いただけたのではないかと、今になって残念に思っています。 

 ガバナーは大役ですが、それ以上に大変なのは事務局の仕事だと思います。当然、私ど

も成田コスモポリタンロータリークラブが中心となって地区の運営にあたりますが、分区

内各クラブにも幹事団を含め協力をお願いすることとなります。慣例によると、ガバナー

になる人のガバナー補佐時代の分区内クラブ幹事に加え、各クラブから１～2 名の会員に

地区幹事団に入っていただくこととなります。 

中心となる成田コスモポリタンロータリークラブは、本日一緒にお邪魔している地区委

員の経験が長く、60歳と未だ動きが軽快な藤崎政弘を幹事長に、クラブ会長経験者で中堅

幹部の林康博及び宮田明俊を副幹事長に選出し、私を含めた 4 人で、現在、地区運営の勉

強、幹事団の構成とメンバー選出等を検討しており、分区内各クラブよりお手伝いをいた

だく方を含め、4月末までには幹事団を確定したいと考えています。 

ガバナーとしての大きな仕事は、地区の運営方針を決めることですが、幹事団の皆様に

は、来年 3 月から始まる 3 大セミナー、即ち、次年度地区委

員を対象として 3月初めに開催する地区チーム研修セミナー、

次年度各クラブ会長を対象として 3 月下旬に開催する PETS

（会長エレクト研修セミナー）、及び次年度のクラブ会長・幹

事・委員会委員長等を対象に毎年 4月 29日に開催する地区研

修・協議セミナー、並びに、地区大会及び地区大会記念ゴル
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フ大会の 5 つのイベントの企画・設営・運営をお願いすることとなります。尚、ガバナー

月信の編纂も主要な仕事となります。 

成田ロータリークラブには、故平山パストガバナーのガバナー時代を支えた方も未だお

られるので、今後とも、絶大なるご支援、ご協力を宜しくお願いします。最後に、本日お

邪魔している地区幹事長の藤崎よりご挨拶させていただきます。 

 

◇ 2016-2017 年度地区幹事長挨拶 藤崎政弘 会員 

貴重な時間をいただきありがとうございます。青木ガバナー年

度の幹事長ということで大変緊張しております。すでに３月から

いろいろ動き始めております。来年の７月から本番ですが親クラ

ブの成田ロータリークラブさんに喜んでもらえるような、良くや

ったなと平山パストガバナーに微笑んでいただけるような事務局

の運営、ガバナー年度を遂行していきたいと思っております。皆

様のご協力、改めてお願いいたしまして幹事長としてご挨拶させていただきます。 

 
◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  矢島 紀昭 リーダー 

ロータリーの友、横読み３８、３９ページをご覧ください。 

地区大会の略報の中に、2790地区の宇佐見透ガバナーーの写真と、

記事も掲載されております。開催日は 2月 22日。成田クラブから

は 18名の参加でした。記念ゴルフ大会では「ロータリー希望の風

奨学会」へ 100万円の寄付ができたという事です。 

 

・親睦    吉田 稔 リーダー 

5 月 18 日（月）明治座で歌舞伎公演の移動例会です。ご家族お誘

い合わせの上、ご参加お願いいたします。 

 

・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 

14日（火）、メディア協議会を開催いたします。今回はメディア協

議会の本来の目的は何だったのか？ということで準備を進めてお

ります。 

 
・次年度会長   佐瀬 和年 会員 

3 月 31 日、次年度委員長会議を行いました。今月 29 日（水）、ア

パホテルで地区研修協議会が行われますので、次年度委員長は全

員出席でお願い致します。委員長が出られない場合は、代理をお

願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・船橋西ＲＣ 例会場の変更 なべ三 

（船橋市本町 2-25-25,TEL047-431-9125）5/13（金）～ 

 印西ＲＣ ４月例会変更 
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 八街ＲＣ 週報 1/28-3/18 

・月桂樹の石碑 文面などについて 

・出欠 4/14（火）メディア協議会、5/18（月）観劇 

・ちば里山新聞 3/25号 

 成田市国際交流情報誌 ４月号 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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  

３日 (金) 月初例会 第 10 回理事・役員会  

８日 (水) 二クラブ合同花見例会 成田ＣＲＣ幹事 

１０日 (金) 振替休会  

１７日 (金) 通常例会 クラブ協議会 ロータリー財団ポイント寄付、内規他について 

第 10 回長期計画（ＣＬＰ）委員会 

２４日 (金) 月桂樹例会 11：00栗山公園集合、例会場 米屋観光センター 

雨天の場合、直接米屋観光センター集合 

例会終了後、クラブ広報委員会 

５月の予定  

１日 (金) 休会 定款第 6 条第 1 節（ｃ）により休会 

８日 (金) 月初例会 第 11回理事・役員会 

１５日 (金) 通常例会 卓話 大澤会員、第９回長期計画（CLP）委員会 

１８日 (月) 移動家族例会（観劇） 12時半成田発、18時から 20時明治座で歌舞伎 

２２日 (金) 振替休会  

２９日 (金) 通常例会 卓話予定 

４月１４日（火）メディア協議会 Ｕ-シティホテル 18:30 

４月２９日（水）地区研修協議会 

５月２８日（木）会長幹事会（富里） 

２．成田市国際交流協会理事の推薦について 

   年会費５，０００ 

平成２８年５月まで小宮山会員 

承認 

３．新入会員について 

   明治安田生命保険相互会社 成田支社長 杉浦健氏 

承認 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、橘 昌孝、設楽 正行 

小川 賢、喜久川 登、諸岡 靖彦、遠藤 英一、成田 温 

佐瀬 和年、深堀 伸之、石川 憲弘、小宮山 四郎  各会員 

3月 20日 長期計画（ＣＬＰ）委員会 

小川 賢 会員 4 月 1日 成田コスモポリタンロータリークラブ 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、神﨑 誠、小柳 政和 

佐久間 高直、石橋 菊太郎、堀口 路加、深堀 伸之、吉田 稔

設楽 正行、長原 正夫、小宮山 四郎、角田 憲司  

佐藤 英雄 各会員 

4 月 3日 第 10回理事・役員会 

  

 

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％ ８０．６３％ 

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 

 


