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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2751回例会 平成 29年 6月 2日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励   角田 幸弘 リーダー 

いよいよ今年度、最後の月となりました、中々低迷しておりますが、これを次年度に申し

送りとして対策を考えていきたいと思っております。先月の出席率は 76.95％でした。前

の月が 70 を切っておりましたので、少しは良くなっております。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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 

◇ 誕生祝い 

橘昌孝会員 s14.6.15、香取竜也会員 s44.6.24 

土井豊彦会員 s32.6.28、石橋正二郎会員 s33.6.8 

諸岡市郎左衛門会員 s34.6.12 

【欠席】平山秀樹会員 s41.6.8 

◇ 結婚祝い 

小川賢会員 s43.6.10、設楽正行会員 s50.6.1 

遠藤英一会員 s60.6.14、諸岡正徳会員 h1.6.7 

矢野理恵会員 h11.6.29 

 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：5 月 28 日、成田で慶応対明治のラグビーの試

合が行われました。母校の慶応が勝ちまして嬉しく思っておりま

す。前日、壮行会が行われました時に、その日の朝、一番護摩で

必勝祈願をし、お札をベンチに置いておきました。諸願成就の神

様仏様、霊験あらたかな成田山が証明されたのではないかと思い

ます。33 対 28 で慶応大学の勝利。明治の卒業生の皆様には大変申し訳ありませんでした。 

 

宮﨑 修一 会員：6 月 3 日の土曜日から 6 月 25 日の日曜日まで

スカイタウン文化ホールで御料牧場の写真展が開催されます。主

催者は新島新吾先生です。私が小学校の頃に教わった恩師です。

それに伴い 6 月 24 日土曜日、駅前広場で牧場にちなんだジンギス

カンをぜひやってくれと市から要請があり、予算も取れまして開
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催することになりました。皆さんお時間があればぜひ写真展を見ながらジンギスカンを味

わってください。こちらは無料となっております。 

 

長原 正夫 会員：本日、次年度の役員理事構成表をレターボッ

クスに入れておりますのでご確認をよろしくお願いします。それ

と、茨城県土浦市の力士、高安が大関となりました。茨城県とし

ては怪我で稀勢の里が途中休場となり、ちょっとがっかりしてお

りましたが、高安の大関昇進に茨城県も沸いております。 

 

石橋 正二郎 会員：月曜日に発表になりましたが、9 月に成田

－豪メルボルン線とハワイ島・コナ線を開設する事になりました。 

リゾート的な所になりますので皆さんご利用していただければと

思います。 

 

諸岡 靖彦 会員：設楽先輩のニコニコに続きます。スポーツイ

ベントの観客動員力の大きさを実感しました。宮﨑さんのジンギ

スカン試食会にもエールを送ります。６月２４日にはスカイタウ

ンホールの三里塚写真展と、JR 駅前のジンギスカンにお立ち寄り

ください。成田商工会議所も応援しています。さて、６月１１日

より米国アトランタにてロータリー国際大会が開催されます。大

会に参加するため、７日からシカゴ経由で渡米します。八街クラブの樋渡さん、ガバナー

補佐の高橋さん、原さん、槍木さんや、千葉南、港クラブの方々との８名のグループ・ツ

アーです。シカゴでは 国際ロータリー本部があるエバンストン RC を Make-Up 訪問し

ます。  

小川 賢 会員：設楽さんが慶応の支部長で私が明治の支部長で

す。慶応は必勝祈願されたそうですが、明治は前日、Ｕ―シティ

ホテルで支部の総会でした。40 人程集まっているところへ監督と

選手代表 3 名が挨拶に来られました。選手はすぐ帰ったのですが

監督はその後 1 時間位とても気分よく飲んでおられました。それ

が敗因では無いと思いますが親睦は十分深めることができました。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

各経済団体総会の時節となりました。この時期会員の皆様

におかれましては、今日はこちら、明日はあちら、午前は

こちら、午後はあちらと多忙な事と思います。さて成田市

役所の生涯学習課では「下総御料牧場の記憶」という事で、

成田市文化芸術センター５階スカイタウンギャラリーに

て６月３日(土）～６月２５日(日）午前１０時より午後１

７時までの開催という事で商工会議所に協力依頼の話が

ありました。長い間多くの人々に親しまれてきた宮内庁下

総御料牧場が、新東京国際空港の建設に伴い昭和４４年に栃木県高根沢町に移転しました。
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明治の初めから三里塚の地にあり、我が国の畜産振興において多くの足跡を残してきたの

ですが、早くも牧場閉場後約半世紀が経過しました。田中二郎御料牧場第９代目場長（昭

和１７年～３９年まで勤務）の次女・山本順子さんのもとに、当時の牧場を訪れた皇室の

方々をはじめ各国大使、芸能人、牧場の恒例行事、在りし日の牧場の懐かしい写真、また

牧場と皇室を結びつけるゆかりの品々も残されています。下総御料牧場が高根沢御料牧場

に移転してから間もなく半世紀が経過します。最近では牧場の存在も知らない人が少なく

ありません。昭和、平成そして次の時代へと移り行く中で、かつて三里塚の地は皇室を初

めとする様々な方々が訪れた場所であったという事を、多くの人々に知ってもらうこと、

成田の歴史の一資料として後世にその記憶・記録を残すことを目的に開催するとのことで

す。開催日６月３日はセレモニーが施工されます。６月２４日は全三里塚商和会、有志団

体会議所三里塚ジンギスカン研究会（両団体会長宮崎修一会員）が商工会議所青年部と一

緒にＪＲ駅前にて、ジンギスカン料理を成田に訪れたお客様への試食イベントとして開催

するそうです。また今般成田市からは、この企画展に合わせてスカイタウン周辺で御料牧

場に関係のある「ジンギスカン」等を成田会議所でＰＲし、地域振興に資することができ

ないものかとの相談がありましたので、皆様お時間がありましたら、展示、イベントに立

ち寄ってみられてはいかがでしょうか。そしてご存知の方もいるかと思いますが長年成田

空港の敷地内に三里塚・芝山連合空港反対同盟が１９８２年に建て、８３年の同盟分裂後

に熱田派（柳川秀夫代表）空港反対闘争の拠点とした団結小屋「横堀現地闘争本部」が３

１日未明強制撤去されました。みなさんにお知らせしておきます。 

 

◇ 表彰 

・米山記念奨学会 

第４回マルチプル 石橋 菊太郎 会員、第１回マルチプル 浅野 正博 会員 

・ロータリー財団 

第８回マルチプルポールハリスフェロー 神﨑 誠 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 委員会報告 

・公共イメージ委員会  菊地 貴 リーダー 

今年度最後の“ロータリーの友”のご紹介です。25 ページ、よう

こそロータリーのコーナーに、ロータリーの友の編集長の寄稿がご

ざいまして、そのタイトルが「10 年後のロータリーは」となって

おります。内容を大まかに言いますと、ロータリーは脈々と続いて

いくと言うお話です。私はこれで広報の職は離れますが、これから

先、どんなふうになっていくのかなと漠然と思っておりましたが、この記事を読み、私も
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これから成田ロータリークラブと歩んでいきたいと思っております。来年はまた新しい役

職を頂戴するようですので、今後ともよろしくお願いします。 

 

・親睦    諸岡 正徳 リーダー 

石川年度最後のイベントのご紹介です。6 月 30 日大栄カントリー

でゴルフを企画しております。8 時半集合です。同日、全日空ホテ

ルで 6 時集合、6 時半点鐘で最終例会を行う予定です。イベント内

容は音楽鑑賞していただきいつもの通りカラオケとなっておりま

す。 

 

◇ 幹事報告   吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報 白井、成田空港南ロータリークラブ 

・例会変更 多古、佐原ロータリークラブ 

・交通遺児育英会 「君とつばさ」 

・例会場変更のお知らせ 成田空港南ＲＣ 

2017年 7月 1日より 

   例会場 横芝光町文化会館 

   住 所 〒289-1732 

         山武郡横芝光町横芝 922-1  

 T E L     0479-82-1351 

   備  考 第 3例会のみ夜間移動例会 18：30～19：30 

・ロータリー情報研究会からハンドブック、冊子のご案内 

・国際ロータリー日本事務局より「ロータリー親睦活動月間」のリソース 

・日本事務局から「財団室 NEWS 6月号」 

・映画監督の Yuki Saito から「古都」が、６月２日から DVD/ブルーレイが発売・レンタ

ルされることのご報告 

・青少年交換留学生募集のリーフレット 

≪連絡≫ 

・各種出欠表 

・例会終了後、理事会をくじゃくの間で行います。 

・6 月のレート 110 円 

・会員数 71 名 

・６月１７日 クラブ協議会です。委員長さんは発表の準備をお願い致します。 
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◇ 卓話 

～～～ 自 己 紹 介 ～～～ 
土井 豊彦 会員 

有限会社土井商事 代表取締役） 

まずは、自己紹介をさせていただきます。成田の本

町で生まれまして、もうすぐ還暦です。成田のつのぶ

え保育園から成田幼稚園、成田小学校、成田附属中学、

そこで神﨑誠会員と出会いました。神﨑会員とは、中

学から大学まで一緒です。長くお付き合いをさせてい

ただいております。仕事は有限会社土井商事と言う土

産物、進物関係の卸をしております。始まりは、第二

次世界大戦でシベリアに捕虜となっておりました父が

帰国し、太陽の下で働きたいと言うことで種鶏場と言う鶏の品種改良の仕事をしておりま

した。しかしそれでは中々生活が苦しくなり、また母の実家がやっておりました銚子の富

士正という醤油屋も同じく大変な状態になってきたものですから、一緒にピーナツ味噌を

作り食品会社の卸をやることになりました。銚子の会社とうちの父と錦糸町に宮崎商事と

言う会社があるのですが、そこと連携し千葉県下は土井商事が卸し、東京に関しては宮崎

商事が卸すと言うことで始めました。成田山新勝寺の表参道に落花生関係を卸すことから

始まり今に至っております。時代の流れでピーナツだけでは成り立たないので漬物やお菓

子、海産物などを扱っております。当初千葉県下だけでおさめておきたかったのですが、

いろんな要望があり都内、神奈川、埼玉などと増えていき、必要とされれば皆さんの要望

に応え小売店や問屋さんの要望の形態に作り替えた商品を提供させていただいております。

ロータリーと関わったのは大学を出る前です。成田高校ではインターアクトに所属してい

たのですが、そこでロータリーの交換留学生ということで、成田高校からの交換留学生と

して私が第一期生です。交換留学から帰ってきまして、千葉県には return exchange student

という 1年間日本に来ている交換留学生をお世話したり、アドバイスする制度があるので

すが、それを何年かやっていました。その後、三橋薬局のおじいちゃん三橋吉兵衛さん（成

田ロータリークラブチャーターメンバー）から成田にローターアクトを作ってくれと命令

を受け、人を集めました。当時千葉県下でチャーターメンバーの人数が一番多いローター

アクトだったと記憶しております。そのローターアクトで女房と出会い 29歳の時に結婚し

ました。ロータリークラブでお世話になるとは思っておりませんでした。最初からプロフ

ェッショナルはいないと思っております。私はいろんな先輩方から教わってきましたので、

そのいろんな先輩方から聞いたことを次の世代に伝えていくのが私の使命ではないかと思

っております。今いらっしゃる先輩方は師匠的な先輩で、強引な先輩方もいらっしゃいま

す。ただそういう先輩方に色んな面で協力していただいていることも事実です。私はロー

タリークラブに入会しましたが成田商工会議所、成田市観光みやげ商組合、成田商工会議

所観光部会、成田商工会議所青年部ＯＢ会、成田市観光協会、成田市観光協会祭礼委員会、

成田空港対策協議会、ＮＡＡ航空博物館歴史伝承委員会などでいろんな役をやっておりま

して、なかなか出席できません。次の世代にバトンタッチする人材が不足しておりますの

で、そこへ行くまでもう少し頑張っていかなければならないかなと思っております。人と
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してどうあるべきかというのは、私はまだ修行の身でこれからだと思っております。ただ

人間好き嫌いがあるので、私はすぐ顔に出てしまうと先輩方から注意を受けることがあり

ますが、なるべく好き嫌いなく努力しているつもりです。人と繋がることによりいろんな

意味で嫌な思いをしたりさせたりすることもあるかもしれませんが、60歳になったら落ち

着いた感覚で皆様方の教えをいただけたらと思っております。先輩方から教わった事は、

できる事は実行し、後輩たちには教わったことを伝えていきたいと思っております。私の

中で大切にしているのは五感です、見たり聞いたり触ったりという感覚。そういうことを

受けて皆様のお役に立てればと思っております。 

あまり人前でこういう風に話す機会がないのでうまく話せたか自信はありませんが、御

清聴、ありがとうございました。 

 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 

 
第 13 回役員・理事会 

１．6 月、7 月の例会及び事業、行事計画の確認 

6 月の予定  

２日 (金) 月初例会 新旧合同理事会 

９日 (水) 通常例会  

 １６日 (金) 通常例会 クラブ協議会―7 

２３日 (金) 通常例会 高橋ガバナー補佐訪問 

 ３０日 (金) 夜間例会 最終例会（ANA ホテル）・ゴルフコンペ 

7 月の予定  

７日 (金) 祭りを見よう会 菊屋 

１４日 (金) 月初例会 クラブ協議会 第 1 回理事会 

 ２１日 (金) 通常例会 ガバナー補佐訪問 

 ２８日 (金) 通常例会 財団卓話 

                                                 承認 

２．日本赤十字社寄付の件（例年１５，０００円） 

  ２０，０００円 （日本赤十字社の要望）                             承認 

３．最終例会ゴルフコンペの件 

  パーティー代、商品代はクラブ負担とする                             承認 

４．次年度誕生日、結婚祝いの品の件 

  誕生日―宮﨑会員（肉）、結婚記念日―佐久間会員（花）                      承認 
  
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

池内 富男、仲村 盛政、堀口 路加、小寺 真澄 各会員 5月 30日 囲碁の会 
石川 憲弘、吉田 稔、成田 温、神﨑 誠、齊藤 三智夫、佐瀬 和年 
矢島 紀昭、高橋 正、長原 正夫、設楽 正行、渡辺 孝、松田 泰長 
高橋 晋、小岩井 学、諸岡 靖彦、諸岡 正徳、深堀 伸之、角田 幸弘 
堀口 路加、遠藤 英一、小寺 真澄 各会員 

6月 2日 第 13回役員・理事会 

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 6月 3日 
寺嶋ガバナー年度  
ガバナー補佐、委員長合同 
会議 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６９ ５４ １５ ７８．２６％ ７０．０５％ 

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 

 


