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国際ロータリー2011～12年度会長 カルヤン・バネルジー 

  

～～ ロータリー親 睦 月 間 ～～ 

第 2516回例会 平成 24 年 6 月 15 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     加瀬 仁 会員 

◇ ニコニコボックス 

神﨑 誠 会員：昨日、第９分区親睦ゴルフコンペが千葉バーディーゴルフクラブで行われ
ました。同班競技者、ハンディに恵まれ、優勝することが出来ました。団体も上位入賞いた
しました。 

石川 憲弘 会員：スコアはそんなに良くなかったのですが、ちょっと前に企業別対抗ゴル
フ大会のお誘いを受け、１週間ほど体力をつけるために歩きました。そうしましたら前半５
３、後半４５。この調子でもっと体力をつければまだまだゴルフもやれそうだと昨日も喜ん
で参加いたしました。前半５３、後半も４０台を出すことができ、団体戦３位入賞し果物を
沢山頂いて帰ってきました。 

小宮山 四郎 会員：スコアは良かったのですが、総合１５位。神﨑さんが群を抜いてロー
スコアを叩きだし、その神﨑さんと石川さんに引っ張られて１５位の私まで団体３位に入賞

することができました。ありがとうございました。 

平山 金吾 会員：全体の順位はたいしたことないのですが、私もグランドシニアの部で２
位になりました。ただグランドシニアの対象者は３,４人だったと思いますが。 

松田 泰長 会員：お得情報提供と会社のＰＲをさせていただきます 

事業展開として、照明設備のＬＥＤ化を行っております。たくさんの現場を見せていただ

き、間違った認識をされているところが非常に多いので皆さんの事業所でもチェックをし

てみてください。 

１．４０Ｗの蛍光灯をお使いのところが多いと思います。４０Ｗ２本ですから８０Ｗだと

思っている方が圧倒的に多いこと、器具の中の安定器でも電気を消費しています。特に、

１０年を越えた設備の場合はチェックが必要です。８０Ｗと思っていたものが倍の１６０

Ｗ以上のものがたくさんあることです。 

２．節電のために間引き点灯をしているケースが多くありますが、間違った方法を多く見

うけます。特に蛍光管を外して間引いている場合に器具によっては器具内部の電気バラン

スの乱れから外す前より余計な電力を消費する器具がありますので、専門職にチェックを

受けて下さい。 

何れの場合も、ＬＥＤに改造すれば今の器具のままで解決できますので、ご相談下さい。 
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深山 一郎 会員：４月に病を患いまして、先月当クラブからお見舞いを
いただきありがとうございます。肺に水がたまりそれを抜くのですが、私

は以前、心臓も患っておりますので、点滴と薬での治療になり１ヵ月半ほ
どの入院となりました。やっと元の体に戻りつつありますが、これから１
ヵ月は様子をみるために１週間に一度の通院となります。これからも宜し
くお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 皆さんこんにちは、いよいよ関東地方も梅雨に入りました、木々の

みどりも一段と深くなり、いま成田の街は 7 月はじめの成田祇園祭の

準備で、若者を初め各町なんとなくそわそわしています。昨年、私は

地元花崎町の祭典委員長とロータリー会長の両方掛け持ちで大変な

夏でした。当初、私は少し無駄な力を抜いてクラブ活動をして行こう

と考えておりました。夏が終わり 9 月頃から会長職も少しずつ慣れ、

クラブの皆さんのご支援を頂きクラブ活動遂行に始終しました。しか

し 10 月ごろから「エクレールお菓子放浪記」映画上映に係るプロジェクト委員会の活動が

盛んになり、シンプルなロータリーを目指すどころか大変ヘビーなクラブ活動となってし

まいました。今となっては皆様に大きな負担をお掛けしましたこと申し訳なく思っており

ます。しかし、皆様のご協力で無事会長職を終えることが出来ます。ありがとうございま

した。毎週、何度も同じ挨拶で申し訳ありませんが、心からクラブの皆様に感謝いたしま

す。 

 この後、先週の次年度活動計画発表の残りと、今日と来週のクラブフォーラムでは今年

度の活動報告があります。挨拶はこれくらいで終ります。 

 

◇ 委員会報告 

・小宮山 四郎 次年度会長  

昨日、分区ゴルフ終了後に第２回会長・幹事会がラディソンホテル成田で行われました。
決定事項が２つありますのでご報告いたします。 

○情報研究会（全員登録） 

日時：１０月１８日（木） 

場所：ラディソンホテル成田 

登録：1 時 30 分 

点鐘：2 時 

○８分区９分区クラブ職業奉仕委員長セミナー 

日時：９月７日 

場所：成田ビューホテル 

 

◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、週報の回覧 

   成田コスモポリタンロータリークラブ 

富里ロータリークラブ 
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◇ 次年度委員長 活動方針発表 
司会／石川 憲弘 次年度幹事  

 

・次年度クラブ管理運営委員会 秋葉 博行 委員長 

 クラブ管理運営委員長を仰せつかりました秋葉です。宜しくお

願いします。 

管理運営委員会として、基本的な考えを述べますと、出来るだけ

リーダー、サブリーダーで活動処理するのでなく、担当委員会の

全員での活動で委員会を盛り上げ、指導者育成にも繋げたい思い

が非常にあります。幸い入会３年未満の新入会員の方も当委員会

には多く含まれていますし、大いにロータリーを学ぶ機会、楽し

む場にして頂ければと考えます。それには年間の担当者を決め、活動計画書に記載し、責

任を果たしてもらうのが一番必要と思っています。 

それと、必要なのが会長、幹事、理事役員と管理運営委員会の情報の共有化です。コミ

ュニケーションを最大限取り、委員会が機能できるよう頑張るつもりです。会員各位のご

協力をお願いします。各小委員会の運営法は下記の通りとなります。 

なお、本年度は各種同好会が親睦の下に置かれますので、進んでご参加頂ければ幸いで

す。 

プログラム 

・ 会長の希望として例年通りプログラムが司会を担当する 

・ お客様紹介はプログラムが担当する 

・ 年間の卓話予定者と日程を早めに決定する 

・ 新入会員卓話など内部卓話を充実する 

・ 例会時間が余った場合どうするか事前準備をしておく 

・ 行事予定表への記載を担当する 

親睦 

・ 次年度の親睦旅行は北海道に決定です 

・ 会員同士の交友、趣味の情報交換等親睦を図る 

・ 家族例会を充実させる 

・ 同好会活動を新設する 

ゴルフ担当 

・ ゴルフ同好会コンペ・成田主催９分区親睦ゴルフ企画する 

・ 地区記念大会ゴルフ参加者を勧誘する 

会報 

・ 会員参加の手作り会報の作成を会長は希望しています 

・ ＤＶＤの録画を止め、ＩＣレコーダーを導入する 

・ デジカメによる写真撮影は今まで通り行う 

・ できるだけ負担が減るように、可能な限り原稿はワードで頂きたい旨を卓話者にお

願いし、会員にもテープ起こしをお願いする 

・ ニコニコのスピーチも趣旨説明だけでも文書で頂く 
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・次年度奉仕プロジェクト委員会 神﨑 誠 委員長 

ロータリークラブの五大奉仕のうち４つの奉仕部門（クラブ奉仕を

除く）の委員長として責任の重さを痛感しております。ＣＬＰの導入

で各委員会はスムーズな運営ができています。所帯の大きい奉仕プロ

ジェクト委員会の運営は大変だと感じていますが、各リーダー委員の

協力のもと、勉強して活動していく所存です。 

また今年度、ガバナーは「職業奉仕に軸足を置き新世代奉仕に力を

入れる」とのこと、クラブ研修やクラブ広報各委員会とも情報を共有

し、会長の方針に従って継続事業は勿論のこと、新規事業についても検討して進めていき

たいと思います。 

各奉仕の具体的な事業等については、各リーダーの活動計画のとおりですが、時間の都

合上、私が要約させて頂きます。 

 

○職業奉仕     小川 賢 リーダー 

「職業奉仕」の理念は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて

尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想を活かし

ていくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自

身を律し、業務を行うことが含まれる。と記されています。 

 得居カバナーは、今年度「職業奉仕」を重点目標に掲げ、小宮山会長も例会でのディス

カッションや職業奉仕理念の理解を深めることを提起しています。 

2011年 9月のＲＩ理事会は、地域のリーダー、定年退職者、一時的に事業または専門職か

ら退いている方々がクラブに所属していることを考慮し、「ロータリアンの職業宣言」を

「ロータリーの行動規範」としました。この内容について考えるのも手段の一つと思いま

す。 

 今年度は、職業奉仕理解月間にとらわれずクラブ研修委員会と協力して、職業奉仕理念

の理解を深められるように研修を進めてまいります。 

 

○社会奉仕      諸岡 靖彦 リーダー 

大震災は我々ロータリアンに対しても差し迫った、具体的な行動を促す契機となりまし

た。３月１１日を境にして社会奉仕とクラブ奉仕をより高い次元で習合させる動きが始ま

りました。 

今年度も奉仕プロジェクトの社会奉仕部門は、震災の記憶を薄れさせないための事業を

企画し、＜我が身と同じように、他者の痛みが感じられる感性＞に揺さぶりをかけてまい

ります。事業の進め方は奉仕プロジェクト委員会全体の議を経て、出来ればクラブ広報委

員会と連動した事業を構想し、実現させたいと考えます。被災地との連帯と、震災の記憶

を薄れさせないことを切り口にして被災地支援を継続して、更に＜未来につながる社会奉

仕のあり方＞を、会員の皆様と共に考えて参りたいと念願しています。 

 

○国際奉仕（青少年交換）    池内 富男 リーダー 

 当委員会は国際奉仕（ＷＣＳ）と青少年交換を担当いたします。 

 どの程度 2012-2013小宮山年度にて取り組むことができるか、検討いたします。 
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 昨今、日本の青少年の語学力（特に英語）が問われておりますが、インターアクトクラ

ブの会員に留学の機会を与え、青少年に見聞を広めてもらい将来の日本の役に立つよう育

ってほしいと願うとともに、その一助となればと願っている次第です。また、その為にも、

日本伝統文化の青少年への理解促進の機会を設けるべく努力致します。 

 

○新世代奉仕      大澤 浩一 リーダー 

得居ガバナーは奉仕プロジェクト、またその中の新世代奉仕に力点を置いておられるとの

ことで、本ＲＣでも小宮山会長の意思を受け、精一杯努力していきたいと思います。 

具体的には、平野年度からの剣道大会及びサッカー大会は青少年育成のために継続して行

いたいと思います。また、成田ボーイスカウト活動も支援してローターアクト復活の方向を

探りたいと考えます。 

更に成田高校のインターアクトクラブを支援して活発化させ、校内のミーティングに会員

が参加する、また東日本災害支援募金にも連携して関わる、また地区の国際交流にも可能な

らば協力したいと考えています。  

 

以上ですが、今後の国際奉仕のあり方、進め方については、会長や特別委員会とも協議し

ていきたいと思います。 

 

・次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 山田 真幸 会員（代読 小宮山 四郎 次年度会長） 

S.A.A.は、例会の会場監督が使命です。例会の秩序維持など厳格の中にも、例会場を楽

しいものにする舞台装置役が S.A.A.の仕事だと思っております。 

例会中において遅刻、早退、私語の禁止等、効果的で秩序のある例会になるよう努めま

す。ロータリアンが週に一度の例会に出席することが楽しいと思えるような雰囲気作りを

心がけ、他クラブ等から来る方を心から歓迎できるような明るいムードが作れたら素晴ら

しいと考えます。 

今期７名の S.A.A.委員は一致団結して、質の高い活動を目指します。ご指導ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 

・次年度ロータリー財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 

成田ロータリークラブは財団・米山記念奨学共に地区内累積寄付額

１位を毎年続けています。これはとりもなおさず、諸先輩から連綿と

その目的を十分に理解してきた結果といえます。その輝かしい結果を

本年も引き続き達成するよう委員会として精一杯の活動をする所存

です。会員各位のご協力を切にお願いいたします。 

 さて、ロータリー財団が創設されてから２０１７年で１００年を迎

えます。この間、殆ど活動プログラムの内容が変更されることなく推

移してきました。その結果、時代に合わない、あるいは決定された交換学生などが辞退さ

れることが多くなるなど事業が陳腐化し、魅力がなくなるなどの弊害もみられるようにな

りました。さらにマッチング・グラントの一件あたりの事業規模が小さく、また、単発に

終わる事で費用対効果の少ない事業が主流となってしまいました。 

 そこでＲＩは“未来のゆめ計画”なる財団プログラムを発表し、２０１３～１４年に世

界の全クラブで実施することとしました。本日は時間の関係上詳しくは説明できませんが、

８月の地区委員会での講習の後、クラブで時間を取りたいと考えています。 
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 この中で特に注意を要するのは、地区基金が実施年度の前年の申請が必要であり、事業

が２年間にわたることであります。 

更に寄付金の行方についても従来と異なる部分がありますので、後日に説明の機会を設

けたいと思います。しかし、世界平和のため、そして米山留学生のために浄財を集めるこ

とは変わらない委員会の大きな仕事と受け止め活動してまいります。どうぞよろしく願い

いたします。 

 

・内規規定委員会  設楽 正行 委員長 

先週お話をいたしました「ロータリーの行動規範」についてご了承を頂きたいと思います。

異議がなければ次年度の活動計画書に掲載させていただきます。 

 

§クラブフォーラム（今年度総括）§   Ｐａｒｔ１ 

司会／進行 矢島 紀昭 幹事 

・平野 省二 会長 

 今年度皆様の前でご挨拶をするのも本日を含めてあと３回とな

りました。皆さまのご支援に心からお礼申し上げます。本日と次

週の二回に分けてクラブフォーラムで２０１１～１２年度クラブ

活動実績をまず私から全体の活動の流れを申し上げ、そのあと各

担当委員長から報告を申し上げます。 

 お手元の今年度活動実績をご覧ください。今年度は昨年の成田

ロータリークラブ創立５０周年記念式典事業のあとの次なる６０

年に向かう一年であり、東日本大震災後の最初のロータリークラ

ブ会長としてリーダーシップをとり、眼前の出来ることから被災地支援に取り組むことを

誓いました。新たなるクラブライフの取り組みは会員相互の友情と親睦の素晴らしさを理

解いただき、情報を共有し、助け合い、楽しい活力あるクラブに徹しました。クラブ活動

前半の報告に付きましては、先のインターシテイ・ミーティング（Ｉ・Ｍ）時に報告しま

したので今回は省略します。 

年度最大の事業となりました映画上映会は、私は当初の事業計画には考えてもみません

でした。諸岡直前会長年度終了間際の「エクレール・お菓子放浪記」映画を紹介いただき、

震災直後のロータリークラブによる被災者支援活動にこの映画の内容、情景があまりにも

この度の大震災の惨状と重なり合い東北の津波被災地に復興の力を与える映画であると考

えたからです。私はこの映画を一人でも多くの市民に観ていただき、今一度、被災地への

連帯と持続的な支援を頂くため上映を決意致しました。８月下旬、クラブ奉仕委員会石橋

委員長発案による特別プロジェクト委員会を立ち上げ、成田ロータリークラブ単独で映画

上映の準備に取り掛かりました。 

 クラブ会員の行動は皆素晴らしく、度重なるプロジェクト委員会に多くのアイデアをい

ただき、成田市教育委員会をはじめ、関係諸団体には上映による協賛を戴きました。市民

一人でも多くの方に観賞戴き支援をお願いするため、チケット販売２０００枚を目指し、

１１月２９日ビューホテルにて試写会を開催しました。おかげで多くの各界代表の方に観

賞戴き、この映画会の成功を感じ取りました。 

 年が明けて２月２５日（土）成田国際文化会館の会場は雨にも関わらず多くの市民の皆

様に観賞戴き成功裡に上映できましたこと、会員各位の格別なるご協力に厚くお礼申し上
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げます。そのうえ会場にてエクレアの販売も多くの報道機関から賞賛の記事を報道いただ

き、広報委員会のおかげで成田ロータリークラブの存在をアピールすることができました。 

 クラブ全員で集めたお金と映画上映時に市民の皆様より頂きました浄財、これを合わせ

て県内被災地に復興の一助として香取市佐原ロータリークラブへ義援金としてお渡ししま

した。 

成田ロータリークラブ今年一番の事業を成功できましたこと、重ねてクラブの皆様にお

礼申し上げます。 

 会員の増強と現会員の維持につきましては今年度山田ガバナーの意向を受け各クラブ１

０％の増強目標に成田ロータリークラブは５名の増強を掲げました。神崎増強委員長のお

かげで５名の入会者一人の業務転出退会者で会員維持拡大が出来ましたことお礼申し上げ

ます。昨秋のクラブ親睦旅行には普段めったに行けない温泉地を計画しましたが、旅行社

の手違いでやむなく中止し、今年春、桜の季節に山陽・山陰方面に桜と城を愛でる旅を再

度計画し、多くの奥様共々楽しい親睦旅行を実施しました。成田ロータリークラブ親睦の

家族を含めた絆を深めた旅でした。 

成田ロータリークラブが継続して行っている青少年健全育成事業に夏の中学校剣道大会

に続き春の成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会。昨年は震災のため中止となりまし

た四十雀サッカー大会が、今年は少年サッカー大会と同時に開催できましたことは、関係

者の厚い協力に感謝申し上げます。そして成田ロータリークラブが毎年推進しています青

少年交換留学生に今年も成田高校生徒１名を短期交換留学生として、この夏休みに送る準

備をしているところです。その他、国外研修生にやはり成田高校生徒 多部瑞菜さんは９

月１５日から１８日まで韓国・馬山高校の学生と交流され、換わりに今年、正月馬山より

韓国高校生が成田高校へ研修交流にこられ、インターアクト国外交流に成田高校は４月の

地区協議会にて感謝状を戴きました。 

 この５月クラブホームミーティングを２年ぶりに５グループで開催しました。「私がロ

ータリーに望むこと」をテーマにグループ討論をしていただき、経験の多い会員から入会

間もない会員まで活発な意見が出され、皆にロータリーの素晴らしさを語っていただきま

した。職種や経歴、年齢に関係なく友人になれ、対等に扱ってもらえ自分の職業生活の中

では合理性や効率性が優先されるがロータリーは職業を通じて社会に奉仕する心が素晴ら

しいと語った会員がおられました。また、他のクラブと比較して雰囲気がやや重い感じが

する、それが会員増強のウィークポイントとなっているが、逆にＣＬＰも含めて基礎がし

っかりしている。など、まだまだ多くの意見をいただき、私は成田ロータリークラブの５

０年の歴史だと感じられました。皆様のご意見を次年度クラブ研修活動に参考とさせてい

ただきます。 

最後にロータリー財団ならびに米山記念奨学会には成田ロータリークラブは毎年２７９

０地区において高額の寄付をしているところですが、２０１２年地区協議会でロータリー

財団に対する一人当たりの寄付上位クラブとしてガバナーより表彰を受けました。  

米山記念奨学生受け入れに昨年５月よりミャンマー出身、ボボ・チョー君を秋葉カウン

セラーの支援のもと１年間お預かりし、みごと東京情報大学から日本のパナソニックに就

職しました。将来日本とミャンマーとの交流の架け橋となるでしょう。 

２０１２年小宮山会長年度クラブ計画書にて財団・米山記念奨学会寄付実績が提示され

ますので一読ください。 
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以上今年度の活動報告を申し上げますが、理事役員の方々、会員の皆様一年間この 

浅学菲才の会長を盛り立てて頂き心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

・奉仕プロジェクト委員会 石橋 菊太郎 委員長 

今年度は、「エクレール・お菓子放浪記」映画上映会を全員参加プロジェクトで出来た

ことを皆さんに感謝いたします。ありがとうございました。それ以外にも、毎年恒例のサ

ッカー大会、剣道大会、インターアクト国外交流（韓国との交流）短期留学など。 

ただ反省点も色々見受けられました。 

映画上映会では地区のＤＤＦ（補助金）を使っておりません。エクレールは企画が遅か

ったために締め切りに間に合いませんでした。なので、私達は≪被災地支援金≫を使用い

たしました。千葉県は、東日本大震災の被害県ですので、日本ガバナー会から１，５００

万ほどきており、その中の一部をエクレールの上映に使わせていただきました。私が非常

に残念だったのは、早めに地区で受け付ける資金 ＤＤＦ（地区経由の補助金）、並びに

ＷＦ（ＲＩからの直接補助金）が使用できなかったことです。この締め切りを忘れないよ

うにすることが大切です。 

・皆さんはロータリー財団に多額の寄付をされております。この寄付の中には３年後にこ

ちらから申請するとそれを使えるというＤＤＦ（地区経由の補助金）、 並びにＷＦ（Ｒ

Ｉからの直接補助金）を奉仕プロジェクトに使えるということ、締め切りを守れば、同じ

金額で奉仕活動が出来るということを覚えておいていただきたいと

思います。 

サッカー大会、剣道大会、インターアクトクラブ等、色んな形で

支援しております。しかし、サッカー大会にしろ剣道大会にしろ終

わった後に何もしておりません。お金をあげる、トロフィーをあげ

る、それで終わりにするのではなく、出来れば終わった後に学生さ

んやこれに関わった方を例会にお招きし、今後の事や反省などをお

話していただければと思いました。この事は、是非次年度への引き

継ぎ事項として提案いたします。 

 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登、高橋 晋 会員 6月 7日 函館ロータリークラブ 

渡辺 孝 会員 6月 13日 米山理事長会議 

設楽 正行、矢島 紀昭、石川 憲弘、近藤 博貴 

平山 金吾、神﨑 誠、小宮山 四郎、仲村 盛政 
6月 15日 第 9分区親睦ゴルフコンペ 

小宮山 四郎、石川 憲弘 6月 15日 第 2回会長・幹事会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ５８ ３８ ２０ ６１．２９％ 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 

 


