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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2707 回例会 平成 28 年 6 月 17 日（金） 
◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      小岩井 学 会員 

◇ お客様 

第 9 分区ガバナー補佐 伊藤 仁 様（白井ロータリークラブ） 

印西ロータリークラブ 石井 勝雄 様、伊藤 政彦 様 

多古ロータリークラブ 飯田 武之 様 

 

◇ ニコニコボックス 

石井 勝雄 会員（印西ロータリークラブ）：ガバナー補佐で成田を
訪問した時に、これぞ正にロータリークラブの例会だなと感動いた
しました。今日は、是非格調高い成田ロータリークラブの例会を次
年度幹事の伊藤さんと一緒に勉強させていただきたいと思い参りま
した。 
 

喜久川 登 会員：楽しくなければロータリではない！を実践して

いる小生、今年度の 47都道府県交流の旅の報告です。月日順に宮城
の村田ＲＣ、ビジター費 1,000 円で、町立物産交流センターで行わ
れておりました。点鐘前に会長さんと一緒に食堂で食事をしたので
すが、メニュー表を見せられ、この中からお好きな物をどうぞと言
われたのですが、ちょっと遠慮して注文いたしました。秋田はじゅ
んさいの里、三種町。山本ロータリークラブ近くには石油産業遺産

の採油井がありました。夜は女性会員さん経営のスナックに呼ばれ、地元の町議会議長さ

んと同席になり、大いに話が盛り上がりました。長崎では会員旅行の居残り延長で長崎北
ロータリークラブへ。成田クラブより 4 年早い 1961 年創立、現在 84 名、横に付いたＳ.
Ａ.会員さんは、世界遺産に指定される前に軍艦島で劣化コンクリート建物の破壊実験を実
施していたとか。全部壊されなくてよかったとおしゃっていました。滋賀は長浜北ＲＣ、
後援の盆梅展を歴史ある慶雲館で楽しませていただきました。沖縄は宜野湾ＲＣ、素晴ら
しい湾が見える例会場、花粉症の春はサイコーでした。島根は松江しんじ湖ロータリーク
ラブ、しじみと城で有名です。56 名中 10 名が女性、高橋夫妻と 4 人で参加、翌日は酒々

井から邑南町へ田舎暮らしで移住した黒川夫妻と第 2 の人生について、色々な話を聞かせ
ていただきました。以上 26県目、刺激ある一年でした。合計 6点バナー回覧よろしくお願
いいたします。 
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小川 賢 会員：結婚記念日に素晴らしい花瓶をいただきました。
ありがとうございました。 
  

 

 

◇ 伊藤 仁 第 9 分区ガバナー補佐より 

先週、最後の会長幹事会が終わりました。思い返してみれば、
一昨年の 9月のガバナー補佐研修から始まり今日まで。この
分区で私に何ができたかわかりませんが、ガバナー補佐の仕
事はガバナーによって随分違うんだなと感じております。次
期ガバナーはこの 9分区から出ます。是非９分区一丸となっ
て青木年度を盛り上げて行っていただけたらと思います。1
年間、大変お世話になりました。 

 
◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

活動計画書に掲げた委員会構成、私の選抜した委員長、リ
ーダー、サブリーダー、委員の選考は正確でした。その活躍
の見事さは、期待以上でした。むしろ、私が指導を受けつつ
任期を全うして来ました。感謝 
 
『新モンゴル高専支援』 

生徒たちは、日本に大変大きな期待を寄せています。 
日本の戦後間もない時代、荒廃して日本においては粗悪な製品しか作れなかった頃に生ま
れた私たちは、外国製品が羨望の的でした。それと同じような思いが彼らの中にあるよう
に感じます。確かに日本の製品は素晴らしいです。しかし、彼らと同じ年代の日本人の心
はどうでしょうか、モンゴルの若者から学びとってもらいたい気持ちになります。 
モンゴルの青年たちに、失望を与えない日本であり続けたい気持ちでいっぱいです。 

 

『55周年記念コンサート』 

私の年度に、「華」を添えてくださった行事でした。感謝です。 
多くの観客と、多くの拍手と歌声、あんなに素晴らしい場面に立ち会える事が、この先あ

宮城県 村田ＲＣ 秋田県 山本ＲＣ 長崎県 長崎北ＲＣ 

滋賀県 長浜北ＲＣ 沖縄県 宜野湾ＲＣ 島根県 松江しんじ湖ＲＣ 
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るでしょうか、生涯の素晴らしい想い出の時間でした。 

この場面でも、成田ロータリークラブ会員の「力」を、まざまざと見せ付けられました。 
「地位と名誉力」の結集軍団が成田ロータリークラブです。 
捧げられる全てを、捧げ尽くしたとき、想いもつかぬ程の恵みの中に取り入れられる事を
実感いたしました。感謝 
 
◇ 委員会報告 

・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

現在、チャリティコンサートの収支決算途中ではありますが、
収入はチケット、広告で 300万円強、支出は 200万強という事
で、100 万円ほどの剰余金となりましたので、高田松原の義援
金として 70万円、熊本地震に 30万円の寄付を行いたいと思い
ます。成田高校インタークアクトクラブの皆さんには、陸前高
田市へ行ってもらい、現地の方と交流をし、義援金を渡して来
てもらう予定です。最後に、本日、米屋観光センターで夕方 6
時から打ち上げを行います。多くの皆様の参加をお待ちいたし

ております。 
 

・次年度会員増強・退会防止委員会  高橋 晋 委員長 
今日、例会終了後、１階蘭の間で出席奨励委員会を開催いたし
ます。私は平成 4年 10月に 51歳で入会し、喜久川会員と同じ
24年目になります。その間、紆余曲折ありましたが、今日まで
会員として継続できたことは会員の皆様の暖かい友情のおか

げだと感謝しております。 
ところでなぜ私のような高齢者に会員増強委員長の声をかけ
られたのか不思議で、私より 10 歳若い喜久川会員の下で働く
のでしたらとお伝えしましたが結果的に委員長に任命されま
したので 1年間頑張りたいと思います。 
ついては、石川次年度会長が 10名の増強を希望しておりロータリアンとしてふさわしい推
薦者がおりましたら活動計画書の会員推薦用紙をコピーしてご記入の上、窓口である次年
度幹事の吉田会員に FAX もしくは手渡しでお願いします。尚、特に 8 月が会員増強月間の

ため、下記の提出期限でお願いします。 
 
日時、平成 28年 7月 29日金曜日まで 
提出先は必ず幹事経由でお願いします。FAX0476-35-8134もしくは手渡し。 
順序として幹事-会長-会員増強委員会-理事会-候補者内定となります。 
 
◇ 幹事報告   深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 佐原ロータリークラブ 
・週報  佐原、成田空港南ロータリークラブ 
・平成 28年成田交通安全協会定期総会資料 
・千葉北ロータリークラブアドレス変更 
・ハイライト米山 195 
・第 5回日台親善会議の報告 
・行事出欠表（打ち上げ、最終ゴルフ、霊界、祭り、親睦旅行、9分区ゴルフ） 

≪連絡≫ 

・55周年記念集合写真をボックスに入れてあります。 
・最新の委員会構成表をメールボックスに入れてあります。 
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・7月 1日、第 1回理事・役員会は例会前 10時から行いますので、お間違いのないように

お願い致します。 
・先週、マグカップと手紙がフロントに届いておりまして、カナダのアラスカ、ランデブ
ーロータリークラブのフランシーヌさんと言う方（ガバナー補佐）からでした。ソウル大
会に参加し、その途中、日本に立ち寄ったという事だそうです。当クラブは金曜日の例会
ですが、木曜日には発たなければいけないということでプレゼントを置いていかれました。 
 

◇ 第３回クラブ研修委員会 

  設楽 正行 内規規定委員長 
 本日は３回目の研修委員会担当の例会ということで、本日は
私の番と言うことで、なにを話そうかなと思い悩みましたが、
本年２５８０地区（東京）の地区大会においてＲＩ会長代理と
して講演されたタイのビチャイ・ラタクルさんの言葉で、―私
たちは、ロータリーはこれからどこへ行くの―がありました。
これを受け歴史を少しさかのぼってロータリーの変遷をお話
することといたします。そしてこの話は現在の活動にあまり関

係が無く、皆様にとってあまり興味深いとは思えませんが、ロ
ータリーの根幹の話として聞き流し、そんな話聞いたことがある程度に思って聞いてくだ
さい。さらに資料としてロータリーの目的とロータリーの行動規範を用意いたしました。
後ほどご覧いただきロータリーの根幹を確認いただければと考えます。 
さて２００４年に創立１００年を迎えたロータリーはそのお祝いの傍ら、繁栄してきた

組織もいつか衰退に向かう、ロータリーの次なる１００年は衰退の１００年かもしれない
と危機感を強く持ちました。それは会員数の減少に表れているとされ、そこで時代に応じ

る様々な改革に取り組んでいきました。 
まずはＣＬＰ（推奨クラブ細則）を推奨いたしました。成田ロータリークラブは橘年度

でしたが私と６人の仲間でこの研究をいたしました。理由は、当時のさらに１０年前に９
０名弱いた会員が当時は５０名足らずに減少していました。つまり６割の会員で同じ組織
を維持することは様々な弊害があったわけです。１９の委員会を維持するために委員長一
人委員一人の委員会が多くあり、奉仕活動は開店休業状態でありました。そこで１９の委
員会がたった５委員会で良いということで様々研究の結果採用したわけです。1 委員会の
人数が多いことで活性化がなされました。本年度の定款変更による、最低あるべき５委員

会はまさにＣＬＰの委員会構成であり、先駆けた感があるわけです。 
さてよくＣＬＰを一言で言うと、と問われます。その時私は―何事も皆でやろう。皆で

やる雰囲気を作っていくことです。それがクラブの活性化につながります。―と答えます。
現在成田ロータリークラブがそのように行動しているか明白ではありませんが先般のコン
サ－トには大変多くの会員の参加をいただき、まあまあじゃないかなと思っています。し
かしＣＬＰのこのころから日本のロータリーからＲⅠに対する不信感が出てきました。そ
れは職業奉仕が奉仕プロジェクトの中にくくられ、あたかもロータリーの本質が否定され

たかのような話が沸き起こりました。永遠の原則、ロータリーを導く北極星ともいう職業
奉仕をないがしろにし、会員を増やすことばかりだ等の批判でありました。後に誤解であ
ることが分かりましたが、どうも新しいことをやりたがらない方が多かったことが原因か
と当時考えていました。 
しかしその後新興国の会員の増加や先進国の会員の減少などを受け、職業奉仕よりも普通
のボランティア団体として奉仕を重点にしたほうが分かりやすいと職業奉仕がなおざりに
されて行きました。しかしこれは日本始め多くの国が危機意識を深めたことから是正はさ
れつつありますが、未だ状況ははかばかしくはないように思えます。さらに公共イメージ

の向上の名のもとに、会員が団体で目立つ奉仕、いわゆるウィ サ－ブが目立つようにな
り、職業を通じて個人が奉仕するロータリーの本質であり、他の奉仕団体と区別されるア
イ サ－ブが崩れつつあります。本当に憂慮すべきことであります。 
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こういった潮流から私たちはどこへゆくの、何か変だな、を列記して見ますと 

1．一業種一人の原則が一業種 5人になった。 
この同業者排除の原則が無くなる事により業種の選ばれた代表ではなくなり、同業の多く
とともに行動するため異業種間の眞の親睦に差しさわりが出る。 
2．道徳律の変更－資料② 
定年退職や一時的要因で職業から休んでいる方がいることを考慮し、名称をロータリーの
行動規範とし、これにより職業人で無くとも入会できるようになった。 
3．２０1４年道徳律の第五項目の削除によりロータリアンが利益を得られることとなる。 

ロータリアンは与えることを主眼とするのであって会員だから利益を得られるのは誤って
いるのではないか。Ｒリワ－ドによりロータリアンは様々な特典が得られるようになった
が、それで良いのだろうか。 
4．公共イメ－ジ向上に向けて１４０万ドルをかけ、ロータリーマ－クの変更を行った。 
この金を奉仕に回せばさらに多くの事が出来た。それが公共イメ－ジアップだね。 
5．例会が週に最低二回で良くなった。ネット上の例会もありとなった。 
新の意味の友情をはぐくむ例会が２回ではね。ましてＮｅｔ等ではね 
6．会員身分の規定が無くなり、誰でもが入会できるようになった。 

これでロータリーも終わりと感じた方もいる。 
7．入会金の廃止 
入会しやすくすることとなるが、各ロータリークラブは予算上の様々な弊害が出るだろう。 
ＲⅠは会員が入りやすく増えれば人頭分担金が増えることとなり、勘ぐりたくなる。しか
も今後、年 4ドルずつの値上げがある。 
このような規定の変更に沿って、ロータリークラブ細則を変更するだけでなく、自分たち
のクラブのあり方や将来を見据え、使い勝手の良い、活性化したクラブとなるよう、また

冒頭のラタクルさんの心配無きよう成田ロータリークラブの行き先を明確にしつつ変更し
ていかなければと考えます。 
 次にこの度改正されました定款に付き説明するようにと次年度から要請されましたので
松田会員より報告いたします。 
 
 

クラブ研修委員会松田 泰長 委員長 
 

2016 年 7 月 1 日施行される定款で改定された要点 
 
１． 6条「クラブの目的」Purpose が新設 
   既存の 4条ロータリーの目的（旧綱領）Object は国際ロー

タリーの目的であり、今までクラブの目的が示されていな
かった。 

   本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、 

  五大奉仕部門に基づいて 

成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロ
ータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベ
ルを超えたリーダーを育成することである。 
２． 7条「例会と出席に関する規定の例外」が新設 
   （注：今までと同じ定款の項目は残っている） 

毎月最低 2 回の例会を開催する事を条件に、クラブ細則で開催頻度と出席規定を謳
えば、定款の要件より優先する。 

＊ また、例会は顔を合わせての例会以外にこの様な例会に出席出来ない人のためにオ
ンラインでの例会を設定できる。 

＊  
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３．  8条(c)例会の取消 

   その週に国民の一般に認められた祝日を含む国民の祝日があれば例会を休会に出来
る。 

４． 9条「会員身分に関する規定の例外」が新設 
   （注：今までと同じ定款の項目は残っている） 
   クラブ細則で謳えば定款の要件より優先する。 
   個々のクラブに柔軟性を持たせ、より柔軟に又はより厳格にはクラブの選択である。 
５．10条「会員身分」から移籍ロータリアンまたは元ロータリアンを削除 

   RI細則で謳っているのでクラブ定款からは削除 
６．12条「出席規定」 
   3節 出席規定の免除(a)に子供の誕生、養子縁組・里親になる、が加わる 
   同じく(b)に一つまたは複数のクラブで少なくとも 20年の会員歴、が加わる 
７．13条「理事及び役員」に委員会が加わって、「理事及び役員、委員会」となる 
   4節役員に、会計が加わる（成田では細則で既にメンバーである） 
   7節に最低のクラブ委員会の構成が示された 

クラブ管理運営、 会員増強、 公共イメージ、 ロータリー財団、 奉仕プロジェク

ト 
８．14条から入会金が削除 
   この削除と同列で名称を変えての徴収が議論されているが、クラブ自治権による細

則内規で謳うこととは別。 
 
＊ 職業分類がなくなったと云うのは間違い、 

9 条「会員身分に関する規定の例外」で当初、職業分類も含まれていたが、修正によ

り会員身分だけの提案採決となっている、 
＊ 次年度幹事も理事会メンバーは間違い、提案は否決されている（成田では細則で既にオ

ブザーバーメンバーである） 
 
◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐瀬 和年、諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 6 月 10日 
地区フェアウェル 
パーティー 

石川 憲弘、深堀 伸之、成田 温、矢島 紀昭、甲田 直弘、諸岡 靖彦 
堀口 路加、浅野 正博、神﨑 誠、吉田 稔、諸岡 正徳、佐久間 高直 
齊藤 三智夫 各会員 

6 月 10日 クラブ管理運営委員会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 11日 次年度地区委員長会議 

渡辺 孝 会員 6 月 15日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

齊藤 三智夫 会員 6 月 15日 地区第 3 回月信委員会 

仲村 盛政、小川 賢、日暮 俊久 各会員 6 月 17日 囲碁同好会 

矢島 紀昭、佐藤 英雄、堀口 路加、佐瀬 和年、設楽 正行、神﨑 誠 
石橋 菊太郎、伊藤 英徳、小岩井 学諸岡 靖彦、松田 泰長 
小宮山 四郎、遠藤 英一、平山 秀樹、日暮 俊久、菊地 貴 各会員 

6 月 17日 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ打ち上げ 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 6 月 18日 ガバナー補佐・地区委員長連
絡会議 

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 6 月 20日 
次年度地区ロータリー研修
委員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４１ １９ ８０．２１％％ ７０．０８％ 

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 

 


