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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

 

第 2801 回例会 平成 30 年 6 月 22 日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 
◇ ロータリーソング    奉仕の理想 
◇ 四つのテスト      ローソンかおり 会員 
◇ お客様紹介 
地区青少年委員会  
委員長 三神 秀樹 様（千葉南ＲＣ） 

諸佐 博 様（小見川ＲＣ） 
 
◇ ニコニコボックス 

三神 秀樹 様（千葉南ロータリークラブ）：地区青少年交換委員

会委員長と言うことで参りました。千葉南ロータリークラブに所属

しております。5 月の全国大会では日本青少年交換研究会千葉会議

が幕張メッセであり、その実行委員をする機会に恵まれました。そ

の際成田ピクニックが企画され、地区の会員を中心に成田ロータリ

ークラブの方々、インターアクト、ローターアクト、地域の方々などたくさんの方々にお

支え頂き無事に成功させることができました。大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。 
 

田渕 公敏 会員：お手元に鹿島アントラーズの“フレンドリータ

ウンページ成田の日”と言うチラシを配らせていただきました。鹿

島アントラーズホームゲームの中で毎年 1 試合フレンドリータウン

といたしまして成田の日というのが設けられており、このチラシは

当社のみならず成田市でも配布しており、今年は成田空港でも配布

されていると聞いております。年に一度は鹿島のホームゲームに足をお運びいただきたい

と思います。先日のワールドカップで活躍した大迫選手、昌子選手も鹿島です。20 日、こ

のチラシをお持ちいただくと 1,000 円で入場することができます。なお高校生以下は無料、

65 歳以上の方も無料です。レターボックスに何枚か入れてありますので、成田市にお住ま

いの方でなくても結構です。成田ロータリー関係者、ご家族、ご友人、全てこのチラシを

お持ちいただいたらこの条件でご覧になれます。皆様、お誘い合わせの上ご参加いただき

足を運んでいただけたらと思います。 
 
小宮山 四郎 会員：大変ご無沙汰いたしました。2 ヶ月ほどお休

みいたしました。皆さんにはスリムになったと言われましたが、な

りすぎてこういう格好で復帰してまいりました。4 月 13 日、2 ク
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ラブ合同例会の親睦ゴルフに参加しましたが、その時少し調子が悪く、ゴルフを終えて夜

の例会は途中で抜けました。あいにく週末だったので月曜日に病院へ行きましたら、即入

院。結局 49 日入院することになりました。退院できるのかと心配になる時期もありました

が何とか戻ってまいりました。 
入院の際には、会員の皆様に声をかけていただいたりお見舞いをいただいたり大変ご迷惑

をおかけしました。また、ロータリーからお見舞いをいただきましたが、ロータリーに貢

献もしないのにお見舞いをいただくわけにはいかないのでニコニコに入れさせていただき

たいと思います。それから、先月誕生月でお祝いをいただいておりましたので併せてニコ

ニコさせていただきます。まだ足元がふらついております。退院すればすぐゴルフができ

るかと思いましたが、6 月は全部キャンセルいたしました。これからまた皆さんの仲間に

入れていただき、ロータリー活動に参加させていただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

成田 温 会長：今日の例会を含めて、いよいよ残り２回となりました。ビューホテルで

の会長挨拶は、本日が最後となります。 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 
地区青少年委員会の三神様、諸佐様、ようこそお出で下さ

いました。 
５月１２日の成田山ピクニックはご苦労様でした。成田ク

ラブもホストクラブを頼まれましたが、当初お聞きしてい

たのが、学生４０人でバス１台でした。それが学生１００

人、バス２台となり、当日はおまけのバスがもう２台とな

り、振り回された一日でした。１００人を超える学生が全

員無事に乗ったバスを見送り安堵したものでした。とにかく、学生皆さんが喜んでいたと

お聞きしましてホストクラブとしての面目は保てたかなと思った次第でした。 
先週の会長挨拶にて総括をいたしましたが、追加が少々ございます。 

各委員会活動に関してですが、委員会は活発に活動していただきましたが、委員会終了後

の次の例会においての委員会報告がなされていない委員会が見受けられました。他の会員

にとって、委員会で何を話し合っているのかを知る事も大事な事ですし、週報に載せ記録

として残す事も必要な事だと思いますので、次年度は宜しくお願いいたします。 
また、地区への出向者も多くなりましたが、地区委員会の報告もしていただけると宜し

かったかと思います。毎回は必要ないとは思いますが、今地区ではどの様な動きがあると

会員にお知らせいただければ幸いです。 
諸岡ガバナー年度を控えて、様々な情報の共有は必要となると思いますので、よろしくお

願いいたします。 
 この後、入会式、クラブ協議会の続きとなります。成田ビューホテルでの会長挨拶は今

日で最後となります。ありがとうございました。 
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◇ 入会式 
・小坂 明宮己（こさか めぐみ）会員 株式会社小坂建設工業 代表取締役 

推薦者 諸岡 正徳 会員、神﨑 誠 会員 

顧問  諸岡 正徳 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

    奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕 

職業分類 総合建築 

成田出身ですが、会社は酒々井です。成田で過ごした関係上、成田に知り合いが多くこの

たび仲間に入れていただくことになりました。インターアクト、ローターアクトを経験し

ております。これからよろしくお願いいたします。 
 

・加瀬 敏雄（かせ としお）会員 株式会社ナリコー （代）副社長 

推薦者 諸岡 靖彦 会員、大橋 創一 会員 

顧問  諸岡 靖彦 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム 

    奉仕プロジェクト委員会 青少年奉仕 

職業分類 総合建築 

成田生まれの成田育ちで、家はＡ滑走路とＢ滑走の谷間にありそこで生まれ育ち、今も生

活しております。会社に入りまして約 30 年。副社長として働いております。よく社長の息

子さんですかと言われますが、コスモポリタンに入会している加瀬の方が社長の息子です。

共々宜しくお願い致します。 
 
◇ 委員会報告 
・青少年奉仕  矢野 理恵 リーダー 
2 つご連絡があります。青少年の新旧メンバーで引き継ぎの会を設

けたいと思います。7 月 17 日（火）夕方からの予定です。後程、個

別にご連絡させていただきます。もう一つは、

今日お見えになりました地区の青少年奉仕実

行委員長の三神様から先日の成田山ピクニッ

クの御礼と言うことで当日お手伝いいただいた会員、インターアクト

の皆さんに記念品をいただきました。 
 
 
◇ 幹事報告  長原 正夫 幹事 
≪回覧≫ 
・週報    成田空港南ロータリークラブ 
・出欠表  最終家族例会、祭りを見よう会 
＊最終家族例会は本日が締切です。 
・日本赤十字社より「赤十字活動資金ご協力のお礼」と「赤十字国際ニュース」 
「平成２８年度日本赤十字社千葉県支部活動報告」 
・第 10 グループ親睦ゴルフコンペ組み合わせ表とご案内 
・笹子会員より退任のご挨拶 
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≪臨時理事会報告≫ 
１．退会届 ６月末 
豊田 磐会員：奥様の看病に専念するため 
宮崎 修一会員：体調不良のため 

２．小泉一成市長の母（故トシ様・行年９４歳）花輪及び香典の件 
  花輪一基、香典１万円 
３．出席免除申請の件 

2018 年 7 月から 2019 年 6 月まで出席免除会員 
  山崎 義人会員、藤崎 壽路会員 
４．ポロシャツと帽子購入予算 
  ポロシャツ 124,000 円、帽子    200,000 円 
 
【豊田 磐 会員 退会のご挨拶】 
思い起こしてみますと、入会しましたのは 1971（昭和 46 年）

11 月です。46 年 10 ヵ月。温かい気持ちで楽しませていた

だきました。私が入会して 500 人前後の方が入会しておりま

す。そういう人たちと出会いの機会を与えていただいたとい

うことに感謝しています。また、ロータリークラブに入会し

た事により“奉仕”という事に興味を持つようになったとい

うことも、ここまで来たときに感謝するところです。ありが

とうございました。 
1971 年に入会し翌年にあたりには青年会議所（JC）に入会し、二足の草鞋となりました。

JC の理事長になった時、ロータリークラブで二度目の幹事を務めることになりました。そ

れぐらいから外へ出ることが増え、商工会議所役員になったり観光協会の理事など成田市

の様々な役を経験することになりました。ケーブルテレビの創立にも関わらせていただき

ました。すべて仕事をやりながらだったので、とても大変でした。妻には仕事でも家庭で

も大変協力をしてもらいました。その妻が 11 月末大動脈瘤と胆管癌と言うことで入院いた

しました。大動脈瘤の手術を最初にやって、その後胆管癌の手術を行う予定でしたが、最

初の手術で体力ががた落ちしてしまい、すぐ手術はできないと言う状況になりました。ロ

ータリーも欠席が続いてしまいました。今までの経験で初めてのことです。今まで苦労を

かけてきた妻に手術を受ける体力を作ってあげるには私が協力しなければいけないと思い

ます。しかし、私も年齢が年齢です。そこで思い切って退会の届けを出させていただきま

した。諸岡ガバナーの就任を再来年に控えて、地区大会の大会会長をやると言うことにな

っておりましたが、お受けしたままこういう形で退会し、大変クラブにご迷惑をおかけし

申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ、このような事情でやめていくと言うことをご理

解いただきたいと思います。これからは、皆さんのお力でクラブがますます発展し、会員

の皆様が素晴らしい活動をされると言うことを祈念して退会のご挨拶とさせていただきた

いと思います。長い間どうもありがとうございました。 
 
※豊田会員より、クラブ基金に 100,000 円の寄付をいただきました。 
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◆ クラブ協議会 ◆ 
≪今年度総括≫ 

司会／進行 長原 正夫 幹事 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会    

遠藤 英一 委員長（発表 諸岡 市郎左衛門） 

遠藤委員長が、急遽ご都合がつかなくなり、代理に、ロータリー財

団、米山奨学につきまして、ご報告いたします。 
【ロータリー財団寄付金】 
2017－18 年度予算書での寄付目標 180 万円に対して、今日（6 月

22 日）現在で 220 万円、40 万円増です。成田会長のターゲットの

一つのポリオプラスに多くのご寄付を頂戴しました。ご寄付ありが

とうございました。 
【米山記念奨学】 
予算書での寄付目標 100 万円に対して、今日現在で 110 万円、10 万円増です。ご寄付あ

りがとうございました。 
【次年度活動に向けた動き】 
次年度活動に向け、成田クラブから、2018-19 年度の地区補助金を 3 月に申請しておりま

す。市内津富浦の「いこいの広場」への衛生設備－仮設トイレ－の設置補助、ボーイスカ

ウトとの交流会、清掃等の周辺環境整備が主な事業内容です。本補助金申請が採択された

暁には、奉仕プロジェクト委員会はじめ会員の皆さまのご協力の下に事業を実施し、ロー

タリークラブの奉仕活動をアピールし、公共イメージ・認知度向上につなげて参ります。

引き続き宜しくお願いいたします。 
 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）    小寺 真澄 会員 

 成田会長にＳ．Ａ．Ａ．（正）を任命された際「よろこんで」と、

お答えしましたがＳ．Ａ．Ａ．の職務が全く分かりませんでした。 
私の顧問である小川会員と前年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）を務めた齊藤

会員にすぐに相談に行き、小川会員には、例会等において 
１．欠席時には必ず連絡をもらう。 
２．会議等に臨む態度を逐次告げることを助言されました。 
また、齊藤会員には、６／８の週報に搭載された「Ｓ．Ａ．Ａ．とは？」の資料を頂き第

１回目の委員会に於いて（委員会は、計３回開催いたしました。）、 
月初め例会でのＳ．Ａ．Ａ．においては、 
・携帯電話の取り扱い 
・欠席届の提出 
・卓話、委員会報告、ニコニコ等の発表内容を Data での提出をお願いする。 
運営においては、 
・月初め例会の着席場所抽選 → 実行できました。 
・Ｓ．Ａ．Ａ．委員の例会前の食事（例会に集中してほしい。）  
→ 後半一部分だけ実行 

・Ｓ．Ａ．Ａ．委員が各テーブルに１名着席 
 → 実行できませんでした（来期以降に期待）。 
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最後に、佐久間リーダー、矢島会員、小泉会員には、多くのアドバイスならびに接客・運

営等のご協力を頂きました。 
伊藤会員、笠原会員、高根会員、眞々田会員、藤崎会員、成島会員、根本会員には、当日

の急な役目を何の文句一つも無く行って頂きました。心より感謝申し上げます。 
 
・会計  小岩井 学 会員 

今年度会計の小岩井です。 
皆様のご協力を賜りまして、1 年間円滑に会計の職を遂行すること

ができました。感謝申し上げます。ありがとうございました。 
今年度につきましては、会員数の増加によりまして年会費、入会金

等の収入が増加したことで予算比約２００万円増収となりました。

また支出につきましては当初予算の消化に多少ばらつきがあるも

のの、未清算分を勘案しましても全体的には予算内に収まる見込みです。ご協力ありがと

うございました。 
最終的な収支がまとまり次第、改めて皆様に御報告申し上げます。 
最後にお願いです。お手許に未清算の請求書、領収書のある方、立て替え金のある方は今

年度中に処理をしたいので、早めのご提出をお願い致します。 
 
・幹事  長原 正夫 幹事  
今年度はあまり何もしないようにしようと会長と話をして始まったのですが、

次から次へとＦＡＸが入り、上がったり下がったり大変な年でした。成田会

長の幹事として、きちんとできたかどうかわかりませんが好意と友情で許し

ていただけたらと思います。また委員会の活動も活発にやっていただき、女

性会員が増え、若い会員が増え、今年のＲＩの目標に近い物が達成できたの

ではないかと思います。皆様のお役に立てたかどうかわかりませんが、無事

に 1 年間終えることが出来ました。ありがとうございました。感謝申し上げます。 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

橘 昌孝 会員 6月 20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 21日 2018－19 月信委員会  

成田 温、神﨑 誠、長原 正夫、小岩井 学、小寺 真澄、諸岡 正徳 

佐瀬 和年、土井 英二 各会員 
6月 22日 臨時理事会 

諸岡 靖彦 会員 6月 24日 トロント国際会議 

諸岡 靖彦 会員 6月 27日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７５ ７２ ５４ １８ ７５％ ７１．４３％ 

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 

 


