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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2847 回例会 令和元年 6月 21 日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      樋口 慎一 会員 

◇ お客様 

東京東江戸川ロータリークラブ 嶋村 文男 様 

第 10 グループガバナー補佐  石川 邦紘 様、補佐幹事 横山 英樹 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 大木 裕信 様  

成田国際空港株式会社執行役員管理部門  関 恒明 様 

◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：こんにちは、後半生、人生の「黄金時代」

でロータリー都道府県訪問の旅を楽しんでいる喜久川です。こ

の旅も 9 年目、後少しになりました。胸突き八丁道半ば、小生

の名刺に書いている目標に向かって！  

 今年度は以下５件の他県例会に参加して来ました。バナーを回

覧します。我が人生の”大志”宇宙まで、健康をコントロールし

て頑張ります。  

 

・2018 年９月 熊本県  玉名中央ロータリークラブ  

 学生寮の後輩に 47 年ぶりに会って来ました。少林寺拳法をして

いた長身の黒帯、今は車椅子生活なのに玉名地区の民生委員を受

けて活躍中、頭が下がりました。例会は会員の方の私立高校の空

いている教室でのんびりゆったり、外では学生が体育の授業、そ

の時代にタイムスリップして勉強しているようでした。  

 

・2018 年 11 月 岩手県  大船渡ロータリークラブ  

 大震災津波の復興著しい町、当日は市長選の中日、小生の友人

が立候補中、市を二分しての戦い。RC 会員である商工会会長さ

んの案内で陣中見舞い、皆さん凄く盛り上がっていました。例会

はメンバーの「まるしちザ*プレイス」と云う結婚式場の会場で、
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とても厳粛でした。  

 

・2019 年 3 月 新潟県  新発田ロータリークラブ  

 前日は学生時代の友人と話が盛り上がり寝不足で参加、新発田城

の近く、歴史ある割烹「志まや」での例会、会員 78 名、成田の

先を行く 2850 回目の例会で沢山の会員の出席、和気あいあいの

素晴らしい理想的な例会でした。  

 

・2019 年 5 月 群馬県  桐生南ロータリークラブ  

 旅友の女教育長に案内されて一日１組の客しか取らない古民家

食堂「和ぐるみ」で 10 時から夕方まで、いろんな話が聞けまし

た。妻と笑い転げたり感心したり素晴らしい時を過ごしました。

例会は前年に桐生中央ロータリークラブと合併し生まれ変わった

新生クラブ、少人数、当日は次世代の「いきいきとした桐生」に

ついての桐生市民活動推進センター代表の卓話、少子化時代の話で、これからの地方の現

実です。  

 

・19 年 6 月 神奈川県  寒川ロータリークラブ  

 例会場は寒川神社、初めての通常夜間例会。始めは昼間の例会

だったそうですが皆の総意で少しでも出席を増やす為に夜に変

えたとか。次年度からは月初めは 3,000 円追加で多くの会員が参

加する可能性の高い、駅近で飲酒付きの例会を始めるとか！朱塗

りの御盆で丁度いい食事、皆の覇気、例会の雰囲気素晴らしかっ

たです。次の日、旅友で世界最高峰のエベレストに登頂した友の親の相続の話で相談に乗

り、後は異次元の話、面白い話が聞けました。 以上５件、来年度で中締め予定です。  

  

松本 大樹 会員：先週もニコニコさせていただきましたが、来

週の 25 日に退任させていただきます。二年間本当にありがとうご

ざいました。暫くはのんびりさせていただこうと思っています。

空港で働いている二年間で、数千万人の方をお見送りしましたが、

私個人としては、飛行機を利用したのは国内を含め、海外に出張

で行った一回だけです。会社に貢献しない

人間でした。今後、埋め合わせで出かけてみようかと思っておりま

す。本日は後任の関を連れてまいりました。25 日付けで取締役管

理部門長に就任する予定です。その後、お認めいただければロータ

リーに加入させていただき、私同様可愛いがっていただければと思

います。本当にありがとうございました。 

 

設楽 正行 会員：二十数年務めておりました花崎町の商店会長

ですが、今週の火曜日、無事退任いたしました。後任は次年度成

田ロータリークラブ会長の小泉会員です。 

 

小泉 英夫 会員：最近、会長職に恵まれております。花崎町の

活性化の為に、身を粉にして働きたいと思います。 
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菊地 貴 会員：先だって挨拶に伺わせていただきました全日本プロレスさんですが、あ

の後、再度成田においでになり、市長への表敬訪問という形を取らせていただきました。

その際の様子を各メディアさんに取材に来ていただき、寄付の話

もメディアさんに報告させていただきました。その節はご協力お

願いします。 

 

嶋村 文男 会員：2580 地区東京東江戸川クラブの嶋村です。 

7 月 28、29 日に 2580 地区第 56 回インターアクトの年次大会を

小見川少年の家で開催する事を決めまして、その中で成田クラブ

がスポンサークラブとなられております成田高校インターアクト

クラブから 2 名、参加して頂くことになりました。当日は、東京

5 クラブ、沖縄 5 クラブ参加するのですが、東京 5 クラブが 10

時半ごろ成田に着き、成田山を見学、その後、沖縄 5 クラブと合同で式に入るという流れ

になっております。ガバナー年度の始めでお忙しいところ大変申し訳ありませんが、28、

29 日、お時間が宜しければ、ロータリアンの皆様もご参加頂ければと思います。本日はそ

のお願いに参らせていただきました。 

 

石川 邦紘 会員：一年間 10 グループの皆様には大変お世話にな

りました。ガバナー補佐に決まるのが遅く、スタートが少し遅れて

しまいましたが、皆様にはご協力ありがとうございました。 

 

平山 秀樹 会員：先程の石川ガバナー補佐のお話に相乗りさせ

てニコニコさせていただきます。今回、私も木更津にご一緒させて

いただきました。「木更津甚句」を初めて生で拝見する機会をいた

だきました。木更津芸者さんの鼓（つづみ）、大鼓（おおかわ）を

一人で演奏する芸には感服しました。芸は文化だなと実感しました。 

 

諸岡 靖彦 会員：「ロータリーの友」6 月号の横組み 16

ｐに「２０１９規定審議会報告」の記事が掲載されていま

す。ご承知の通り、規定審議会は 3年に一度、ロータリー

の組織規定を見直し、決議されればクラブの定款と細則に

反映されることになっています。この会議には、ＲＩを構

成する全地区の代表者や提案を持つクラブの代表者が集ま

り、今年は 4月 14日～18日、米国シカゴで開催されまし

た。この記事の執筆者は日本人代表議員世話人代表の曽我

隆一氏（第 2840地区パストガバナー）で、この曽我さんからの CCメールが、地区事務所

経由で私宛に送られてきました。宛先は、当クラブの松田泰長会員宛てのものでした。メ

ールには 次のようなメッセージが記されていました。 

――成田ロータリークラブ松田泰長様はじめまして。2019 年規定審議会代表議員の世話人

代表を務めました 2840地区 PDG 曽我隆一と申します。貴兄の地区ホームページからご尽

力の賜物の暫定改訂版を拝見いたしました。昨日、RIから全世界の代表議員に新組織規定、

但し英文のみですが、アップデートされました。My Rotaryから見られますので、ご覧く

ださい。今回、採択されたうち 19-116 の簡素化・現代化の改定もあり、日本語版作業が

少し困難な面があるかもしれません。なお。19-35（メーキャップ）について、同一年度

内となりましたが、日本のロータリーは出席義務を大事にしていますので、RIの法務担当
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者と協議した結果、クラブ細則で独自に決めても OK との返事をもらいました。小生が投

稿した「友」6月号には私の判断で OKと書いて、内心冷や冷やでしたが。これで一安心で

す。――  

とありました。ロータリーの明日を決める動きの舞台裏と、そこに関わる動きが我々のク

ラブのうちにもあること、そしてロータリーの草の根の民主主義を垣間見る思いですが、

何といっても我がクラブの松田さんの Rotary Literacy の深さと、影響力に感動して

おります。  

 

渡辺 孝 会員：ゴメンボックスをさせていただきます。長らく例会

を欠席しておりました。次年度は出席免除という立場でクラブに参加

させていただきます。しかし、できる範囲で出席し、皆さんのお顔を

拝見しながら楽しいロータリーライフをしたいと思っておりますの

で宜しくお願い致します。 

 

◇ 会長挨拶    神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは 通常例会での会長挨拶はこれが最後となり

ます。 

一年間の行事、奉仕活動を振り返りますといろいろなことが皆

様のご協力を得てできたと嬉しく思っております。ありがとう

ございました。 

石川ガバナー補佐 横山補佐幹事、一年間大変お世話になりま

した。 

また東京東江戸川 RC 嶋村文男様、成田 CRC 大木裕信様、NAA 執行役員管理部門 関恒

明様、皆様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお過ごし下さい。 

今日はロータリーの話をいたします。RI 理事会（17 人の理事、RI 会長、会長エレクト

の 19 人で構成）は 2017 年 1 月、新しいゾーン構成を採択しました。これは RI 会長指名

委員や RI 理事を選出するための選挙区のようなものです。RI 細則では世界のロータリー

地区を 34 のゾーンに分割し、1 つのゾーンのロータリアンの数をほぼ等しくなるようにし

ています。このための見直しが少なくとも 8 年に 1 度行われることとなっており、それが

今回の見直しでした。 

日本は 34 地区で 3 つのゾーンを編成していましたが、ゾーン 1 が 1A と 1B に分かれゾ

ーン 1A が日本（9 地区）、ゾーン 1B がバングラデッシュ、インドネシア、パキスタン（6

地区）の構成になりました。ゾーン 2 と 3 は現状と若干異なるものの、日本国内の地区で

構成されています。 

千葉県の第 2790 地区は以前第 1 ゾーンでしたが、今回の見直しで茨城、埼玉、群馬と

ともに第 2 ゾーンの編成となります。（ロータリーの友 6 月号より） 

なぜ日本が第 1 ゾーンかというと日の出が世界で一番早いからだと聞いております。以上

がゾーン編成の話でした。 

クラブ運営、奉仕活動、会員皆様には大変お世話様になりました。 

ありがとうございました。感謝を申し上げ挨拶とします。 

 

◇ 委員会報告 

・地区大会委員会   設楽 正行 委員長 

先週、例会終了後に委員会を開催しました。地区大会まで 7 ヶ月。 

これから仕事量がどんどん増えていきますので、自分の所属委員会
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をしっかり把握し、委員長とともにそれぞれの役割を頑張っていただきたいと思います。 

 

・誕生日写真撮影   担当 佐瀬 和年 会員 

今年度も、残すところ最終例会のみとなりました。先週もお話しし

ましたが、誕生記念の写真撮影を 4 時半から開始いたします。腕の

良い息子が撮りますので、是非皆様撮影にご参加ください。  

 

◇ 幹事報告    平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・週報   成田コスモポリタン、旭、富里、八街、白井ロータ

リークラブ 

・出欠表（最終例会、祭りを見よう会、第１０グループ親睦ゴル

フコンペ） 

・成田ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ 組合せ表 

 

◇ クラブ協議会  

司会進行 平山 秀樹 幹事 

・会員増強・維持拡大委員会   村嶋 隆美 委員長 

会員増強・維持拡大委員会の報告を申し上げます。 

 まず、会員数の動きについては、今年度当初の会員数が 72

名でしたが、現在の会員数は 69 名で、残念ながら 3 名の減

となっております。 

 会員増強については、本年度は、昨年 7 月 27 日の例会に地

区の会員増強・維持拡大委員会の櫻井委員長をお招きして、

会員増強に関する卓話をいただきました。その中では、会員

増強の 3 つの要素は、新会員の勧誘、現会員の維持、新クラ

ブの結成であるとのことで、新会員の入会促進も大事だが、会員の維持がそれ以上に重

要で、会員を維持するためにはクラブの充実、活性化が不可欠であるとのことでした。 

 次に、退会防止、会員維持のための取り組みとして入会 3 年未満の会員と当委員会の委

員による「退会防止のための意見交換会」を本年の 2 月 15 日と 22 日、3 月 4 日の 3 回

にわたり開催をいたしました。3 回合わせて述べ 33 名の会員の参加をいただき、活発か

つ率直な質疑応答、意見交換、提言などが行われ、大変有意義な意見交換会になりまし

た。 

 出席奨励では、出席率の向上対策として、例会において出席義務やメーキャップについ

て、周知を図って参りましたが、普段、例会に出席されていない会員への具体的なアプ

ローチを行うことができず、出席率の改善には至りませんでした。 

 会員数の増加や女性会員の割合の増加など未達成事項につきましては、次年度の委員会

の皆様への引き継ぎ事項とさせていただきます。 

 本年度の活動については、当委員会の委員の皆様をはじめ、大変多くの会員の皆様にご

協力をいただきました。1 年間ありがとうございました。 

 

・広報、公共イメージ向上委員会 菊地 貴 委員長 

大きく二つの活動があります。 
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１、ホームページの改正 

今より一層良いものにし、尚且つ SNS 等を活用して活動を世の中には発信していくことは

できないかと考えておりましたが、若干の進展しかなく、次年度へ申し送りを確認しまし

たので、更によいものになるのではないかと思います。 

２、メディア協議会の開催 

いつもと時期が少しずれ先月行いました。記者の方の参加が少なく 3 社でした。年度開始

とともにリーダーが退会し、中々活動を活発に出来なかったと反省しております。 

 

・奉仕プロジェクト委員会   甲田 直弘 委員長 

奉仕プロジェクト委員長を担当させて頂きます甲田直弘です。 

神﨑年度が始まる前に各リーダー、サブリーダーに集まってい

ただきその場で神﨑会長より、思いを述べてもらい今年度奉仕

に関する共通認識を確認いたしました。 

まず、青少年委員会では田渕リーダーを中心に８月にインター

アクト年次大会への参加から始まり毎年実施しております中

学剣道大会も無事に成功致しました。 

９月にはそのインターアクト年次大会に参加された成田高等学校の早川先生、及び生徒さ

んを例会にお招きし、当日の様子や感想など発表していただきまたした。 

１2 月にはボーイスカウトへの支援として仮設トイレの寄贈を行いその後に子供たちと一

緒に周辺のゴミ拾いを実施いたしました。 

そして毎年参加しています、クリスマス会にも参加をして生憎の雨でしたが童心にかえり

子供達と交流を深めることができました。 

仮設トイレにつきましては次年度も引き続き手洗い場の設置も計画しており地域社会へ貢

献できるクラブをアピールできたのではないでしょうか？ 

次に職業奉仕委委員会では長原リーダーを中心にクラブ会員の職場見学を基本とし、桜井

元会員の東京ガス“がすてなーに”を見学させていただきその後、豊洲市場を見てまいり

ました。 

次に社会奉仕委員会ですが矢島リーダーを中心に、以前石川年度で実施致しました障がい

者施設『大成会』への再支援を行いました。 

当日は不二学園内食堂で普段子供達が食べている食事をいただき、贈呈式には代表として

子供達も数名参加していただきました。そして神﨑会長より目録を受け取り感謝のコメン

トを頂いたときは本当に嬉しく思いました。 

次に国際奉仕委員会ですが、年度は継続して参りましたモンゴル支援の総括ということで、

佐瀬リーダーを中心として活動をおこなっております。 

これにつきましては平山幹事が率先して対応していただいており次年度も少なからず支援

をしていこうと委員会で決まりました。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員長 諸岡 市郎左衛門 委員長 

１．ロータリー財団 

本宮リーダー、山田サブリーダーの下で委員会活動を実施し

ました。 

（地区補助金の活用） 

2018-19 年度の地区補助金を申請し、2,727 米ドル（約 30 万

円）の配分を受け、「日本ボーイスカウト成田第１団等広場利

用者への衛生設備支援」（注）を、奉仕プロジェクト委員会を
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始めとする会員の皆さまのご参加による清掃活動等を含め実施し、地区ロータリー財団委

員会に所定の報告書を提出しました。 

 

（注） 事業内容：市内大栄地区の「いこいの広場」への衛生設備（仮設トイレ等）の設

置、ボーイスカウトとの交流会、掃除等の周辺環境整備。 

 

（ロータリー財団への寄付のご案内、寄付の実績） 

（１） 神﨑年度開始早々から、ロータリー財団（TRF）の活動を会員の皆さまにご認

識頂き、寄付のご案内をしました。 

・具体的には、8 月 10 日の例会で、地区ロータリー財団委員会の財団資金・推進管理委

員長による特別卓話をお願いし、8 月 3 日、10 日の例会で寄付のご案内を回覧しました

（一括の寄付に加え分割方式も取り入れ）。 

・9 月 7 日の例会で「地区ロータリー財団セミナー」（9/1 開催）の概要を報告しました。 

・11 月がロータリー財団月間であり、11 月 16 日の例会で認証ポイント利用による寄付

について紹介し、退会会員の 500 ポイントを活用し、残り 500 ドルによる寄付も実施し

ました。 

（２）2018-19 年度の寄付実績は、延べ 13 名、12.5 口（一括寄付 10 名（うち 1 名移譲

500 ポイントを活用）、分割寄付 3 名）。予算書での寄付目標 18 人、18 口、昨年度（2017-18

年度）の実績延べ 19 人、18.5 口には達しませんでしたが、一昨年度（2016-17 年度）の

実績延べ 11 人、11 口を上回る結果でした。ご協力に改めて感謝いたします。 

 

（2019-20 年度に向けた動き） 

ロータリー財団関連の活動については、約半年前から開始します。地区ロータリー財団

委員会主催の「補助金管理セミナー」が 2 月 2 日に開催され、小泉次年度会長他が参加し

ました。セミナー参加は次年度補助金申請の要件の一つで、本セミナーについては 3 月 1

日例会で報告しました。 

 成田クラブから、次年度（2019-20 年度）も地区補助金を申請しております。 

 

２．米山記念奨学金 

ローソンリーダー、浅野サブリーダーの下で委員会活動を実施しました。 

（米山記念奨学への寄付のご案内、寄付の実績） 

（１）神﨑年度開始早々の 8 月 3 日、10 日の例会で寄付のご案内を回覧しました。 

・ 一口 10 万円の一括のご寄付に加え、月々1 万円×10 ヶ月の分割による寄付の方式も

取り入れました。 

・ 10 月が米山月間であり、10 月 28 日の例会でローソンリーダーから委員会報告し、

併せて、『週報』に、新会員向けに分かり易い米山記念奨学事業の解説や「地区米山

委員長セミナー」（8/25 開催）の概要を掲載しました。 

（２）2018-19 年度の寄付実績は、延べ 12 名、12 口（一括寄付 9 名、分割寄付 3 名）。

予算書での寄付目標 10 人、10 口に対し、2 名、2 口の増で、昨年度（2017-18 年度）の実

績延べ 11 名、11 口を上回る結果でした。今年度も成田クラブは「米山功労クラブ」とし

て表彰されました（6 月 14 日例会で表彰状が伝達）。ご協力に改めて感謝いたします。 

 

３．次年度への引き継ぎ 

  本日の例会・協議会終了後、今年度及び次年度の委員長、リーダー、サブリーダーによ

る引継ぎ打合せを実施します。 
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・Ｓ．Ａ．Ａ．  永井 秀和 会員 

香取会員が異動に伴い退会となりましたので代りに私、永井が

報告いたします。 

今年度の例会は「祭りを見よう会」から始まり今回で 45 回と

なります。例会には多くのお客様を迎えその数は会員のご家族

を除き延べ 88 人となります。皆様の協力のもと秩序正しく楽

しい雰囲気で例会が運営できるよう又、気持ち良くお客様を迎

えられるよう努めてまいりました。 

出欠の連絡など課題も残ったと思いますが、その辺は事務局の方に大変ご苦労をかけたと

思います。感謝いたします。 

神﨑年度は残すところ来週の最終例会だけとなりました。最後まで気を引き締め執り行っ

てまいりたいと存じます。引き続き皆様のご協力宜しくお願いいたします。 

 

・会計  土井 英二 会員 

皆様のご協力により、円滑に会計業務を進めることができまし

た。委員会活動を積極的に行って頂き、若干支出が上回る予定

です。収支がまとまり次第、皆様にご報告いたします。なお、

大変恐縮ではございますが、今年度の経費は年度内に処理いた

しますので、お手元に請求書や領収書がございましたら早めに

提出をお願いいたします。 

 

・幹事  平山 秀樹 会員 

「幹事として会長の盾となり、成田 RC のブランド価値を守る

ことが私の仕事です」という旨をクラブ活動計画書に書きまし

た。実際は、逆に神﨑会長の的確な意思決定に守っていただき、

どうやらこうやら幹事としての１年を終えることができたよう

に感じております。諸岡年度のホップ、ステップ、ジャンプの

「ステップ」が無事踏めたことを心からみなさまに感謝させて

いただきます。 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９名 ６７名 ４３名 ２４名 ５９．７％ ７０．１５％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 6 月 14 日 
橋岡年度ガバナー補佐 
地区委員長会議 

成田 温、諸岡 靖彦、神﨑 誠、平山 秀樹、堀口 路加 
齊藤 三智夫、諸岡 市郎左衛門 各会員 

6 月 15 日 
2019-20 年度ガバナー補佐 
地区委員長会議 

諸岡 靖彦、甲田 直弘、齊藤 三智夫、石川 憲弘、小川 賢 
神﨑 誠、本宮 昌則、ローソンかおり、浅野 正博、諸岡 市郎左衛門 
各会員 

6 月 21 日 
財団・米山委員会の次年度引継ぎ
打合せ 

諸岡 市郎左衛門 会員 6 月 21 日 地区ロータリー財団委員会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 22 日 地区ロータリー学友会ランチ会 

諸岡 靖彦 会員 6 月 22 日 地区ローターアクト例会、卒業式 

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 

 


