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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2845 回例会 令和元年 6月 7 日（金） 
・出席奨励 村嶋 隆美 

前月の出席率は 66.42%でした。引き続きご協力お願いいたします 

・S.A.A. 永井 秀和 

今月は、今年度最終月です。1 年を締めくくりますので、少し
でも多くの参加をよろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      菊地 貴 会員 

◇ お客様 

オールジャパン・プロレスリング（株） 

 髙次 広将 様 

ジェイク・リー様 

◇ お誕生日 

橘 昌孝会員(s14.6.15)、土井豊彦会員(s32.6.28) 

諸岡市郎左衛門会員(s34.6.12) 

平山秀樹会員(s41.6.8)、樋口慎一会員(s41.6.1) 

【2 月】 

喜久川登会員(s26.2.20) 

【3 月】 

滝澤尚司会員(s15.3.30) 

 

◇ 結婚記念日 

小川賢会員(s43.6.10)、設楽正行会員(s50.6.1) 

石田洋平会員(h8.6.22)、石井一成会員(h20.6.15) 

【欠席】 

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 

永井 秀和 会員：先日、小宮山会員の激励コンペがございまして、

ハンディに恵まれ見事優勝させていただきました。最終例会では、実

力で優勝をもぎ取りたいと思います。 

 

堀口 路加 会員：ハンブルク国際大会に諸岡ガバナーエレクトご夫

妻と参加し、水曜日に帰って参りました。国際大会がどんなものかを

肌で感じ千葉ナイトも盛況で、次年度のイメージを思い描くことがで
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きました。いずれかの機会で諸岡ガバナーエレクトよりご報告があるかと思いますが、一

足早く帰って参りましたのでニコニコさせていただきます。 

 

角田 幸弘 会員：脊柱管狭窄症の手術をうけ、１ヶ月半振りに例会

に出席しました。以前なら月初め例会の君が代は直立して歌えました

が、ロータリーソングで椅子の背もたれに手をかけて耐え、4 つのテ

ストの時には腰が痺れて体重を支えました。今日は、実に久しぶりに

背を伸ばして歌うことが出来たのと、術後も良く、こうして例会に出

席出来ましたのでニコニコします。  

 

◇ 会長挨拶    神﨑 誠 会長 

皆さんこんにちは。ニュースを見ていますと、自動車が高速道

路で逆走したとか、一般道路で反対車線を走行したり、猛スピ

ードで交差点や歩道に突っ込み交通事故を起こし死亡者まで

出るという惨しい事件を耳にする回数が増えたように感じま

す。急に交通事故が多発しているとも思えませんが、皆さん交

通安全に努めましょう。また、無人の電車が逆走しけが人が多

数発生したというニュースを聞いたとき、大変便利なシステムがこのようなことになり、

安全運転が再開されるのはいつになるのだろうと心配しておりますし、自動車の自動運転

は大丈夫だろうかと思いました。いろいろ思ったことを言いましたが、皆さんはどうお考

えでしょうか。 

 全日本プロレス髙次広将様、ジェイク・リー様、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。 

 先週は新会員歓迎会と研修会でした。諸岡ガバナーの考え方を理解されたと思います。

また、新会員のカラオケはなかなか年季が入っていると感じました。大変お上手でした。 

 本日理事会がありますが、新旧合同でありまして、引き継ぎも兼ねて行います。私の年

度で出来なかったこと、足らなかったことなど多々ありますが、参考にして頂ければと思

います。 

また、本日は成田ロータリークラブの歴史をお話し頂くこととなっております。甲田奉

仕プロジェクト委員長が発表予定でしたが、近藤先生にお願いすることになりました。 

いよいよラスト一か月となりました。長い間お世話になりました。そしてあと一か月宜し

くお願いします。 

 

◇ 表彰 

米山記念奨学  

第 6 回目 神崎 誠 会長 
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◇ ご挨拶 

菊地 貴 会員 

7 月 15 日、成田ビューホテルにおいて全日本プロレスさんがチャリティー興行を行うこ

とが決まっておりました。その際にフロントの方からご相談があり、チャリティーをやり

たいがそのお金をどちらに寄せたら良いか、成田の方で心当たりはないかと言われ、神﨑

会長に相談したところ快く受けて下さいましたので、今日はそのご挨拶も兼ねて 2 人お見

えになっております。 

 

・オールジャパン・プロレスリング（株） 

 髙次 広将 様 

全国で大会をやっておりますが、この度チャリティー大会を考えていましたところ、成田

ロータリークラブさんのご協力もありまして、このような大会を開催する運びとなりまし

た。本当にありがとうございます。7 月 15 日、成田ビューホテルで開催予定です。ぜひこ

の大会を成功できるように頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

ジェイク・リー 様 

成田でチャリティー大会できることを大変うれしく思います。皆様のご声援が僕らの力に

なりますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

奥山 信行 会員 

チケットはビューホテルと稲垣テントさんで取り扱いますので、皆様ご協力よろしくお願

いします。 
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◇ 委員会報告 

・釣り同好会   矢島 紀昭 会員 

6 月 1 日、クラブを代表しまして小泉会員、成田会員、石川会員、私

の 4 名で行ってきました。成田を朝 5 時に出発し浦安まで。船に乗り

1 時間、横浜沖まで行きました。釣果はアジ。皆様に味わっていただ

くほど釣れなかったものですから、家庭でしみじみといただきました。

食べ方は刺身、たたき、焼き、骨せんべい。釣りは釣れると楽しいし、

帰ってくると家族にも喜ばれます。次回は是非皆様もご一緒に！ 

 

・米山記念奨学  浅野 正博 サブリーダー 

小寺眞澄会員から今年度 2 回目の 10 万円の寄付を米山にいただきま

した。ありがとうございます。 

 

・次年度会員増強・維持拡大委員会  小寺 眞澄 委員長 

先週、会員の満足度を高めるためと言うことでアンケートをご案内し

ております。こちらのアンケートは無記名で非公開となっております

ので、好きなことを書いていただいて結構です。成田ロータリークラ

ブがより良くなる改善の一歩になると思いますので、ご協力よろしく

お願いします。締め切りまであと 1 週間です。 

 

・次年度地区大会記念ゴルフ大会実行委員会 永井 秀和 会員 

会員の皆様に記念品のご協力をお願いしておりますが、ポール・ツジ

さんより福岡と札幌の宿泊券をいただきました。これは御協力頂いて

いるＪＡＬさん、ＡＮＡさんの航空券とセットで使わせていただきた

いと思います。引き続き皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原香取ロータリークラブ 

・週報  多古、成田コスモポリタンロータリークラブ 

・出欠表・出欠表（ゴルフ同好会） 

・MY ROTARY 登録状況リスト 

・公益財団法人交通遺児育英会より「君とつばさ」第 339 号 

【連絡】 

・6 月のロータリーレート 1 ドル＝110 円 

・本日例会終了後に理事会を開催致します。 

 

・諸岡ガバナー公式訪問随行計画アンケートについて 

甲田直弘次年度幹事より 

前回の理事会で、次年度堀口地区幹事長の方から、ガバナーのご意向
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と言うことで、ガバナー公式訪問に成田クラブから随行者を出したいということでした。

せっかくの機会なのでなるべく多くの会員の方に他のクラブの例会を見ていただきたいと

言う発案です。1 人 1 回と言うことで全員の名前を割り振らせていただきました。交通手

段は諸岡ガバナーの公用車を使わせていただく予定です。提出は事務局へお願いします。 

 

◇ 異動のご挨拶 

ポール・ツジ会員 

先週もお話ししましたが、12 月にオープンするインディゴ箱根強羅

へ異動になることが決まりました。今日が最後の例会となります。次

の総支配人は決まっておりません。7 月か 8 月になるかと思います。

最終例会は ANA ホテルになっておりますが、私がいなくても担当の

ものがしっかりやりますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 卓話 

～～ 成田ロータリークラブの奉仕活動の概要 ～～ 

近藤 博貴 会員 

今日は、創立から今までの成田ロータリークラブの奉仕活動についてお

話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◎ 職 業 奉 仕 

 昭３８．１１．２５． 成田商工会主催 優良店員合同表彰に協賛 現
在も継続          

 平 ７．１０．２７． ＴＦＫ(東京フライトキッチン)機内食工場見
学 

 〃 ８．１０．１１． 日本航空成田貨物支店見学   

 〃１１．１１．１９． 野毛平米屋第 2 工場見学 

 〃１９． ６． ８． 全日本空輸㈱成田航空機整備工場見学 

 〃３０． ３．１６． 成田空港見学（管制塔、消防車） 

 〃３０．１１．３０． 「がすってなーに ガスの科学館」、豊洲市場見学 

 

◎ 社 会 奉 仕   

 昭３６．１２．１８． 成田学園、蛍雪学園、不二学園への歳末慰問 

            昭和４４年１２月末まで続いた。 

 〃３７． １．    成田山信徒会館などへ「くずかご」を寄贈 

            昭３９年３月、５８年１０月、平４年８月にも寄贈 

 〃３７． ７．    水難防止標識４０本を成田警察に寄付 

 〃３７．１０．    成田学園にパイプ椅子を寄贈 

 〃３９． １．１５． 成田市成人式に４つのテストを印刷した手拭を配布 

 〃３９． ６．    成田警察に交通安全標識を寄贈 

 〃３９． ９． ４． オリンピック聖火歓迎に賛助して手拭を配布 

 〃４０． ４．    成田小学校新入児童へ黄色三角巾を寄贈 

 〃４３． １．１０． 成田市消防署を慰問のため訪問 

 〃４３．１１．    使用済切手の収集を始める。 
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 〃４５．１１． ６． 成田市へパトロールカー１台を寄贈（１０周年記念） 

 〃４５．１２．２８． 成田警察署へ警官人形１５体を寄贈 

 〃４７． ３． ７． 成田市衛生センター職員を慰問、金一封を贈呈 

５３年１２月２０日にも慰問を行う。 

 〃５０． ３．    成田国際文化会館開館に際し、彫像「青春」を寄贈 

            作者滝川毘堂（購入代金２００万円） 

 〃５０． ９．２６． 成田交通安全協会へ金一封と手拭３,０００本を寄贈 

 平１７. ５． ４． 成田山公園に梅２０本を植樹 （ＲＩ創立 100 周年記念）               

 〃２０．１０．１７． 社会福祉法人豊立会玲光苑に車椅子２０台を贈呈 

平２０．１２．１０． 成田市花咲町にＡＥＤを設置（鷹匠商店横） 

 〃２１． ９．２９． 映画会「明日への遺言」を上映 於成田ヒューマックス 

            入場料無料 入場者数 ２２３名 

 〃２３． ３．３０． 成田市体育館に避難した東日本大震災被災者の支援活動をして
いるボランティアに３０万円を寄付 

 〃２３． ４．２２． 成田ＲＣ５０周年記念事業、３５０万円をガバナー会に 

            寄付、のちに「希望の風」奨学金が創設された。 

 〃２４. ２．２５． 映画会「エクレール・お菓子放浪記」を上映 於 成田 

国際文化会館 チケット売上 ２,２２７枚 １枚 2 千円 

 〃２４. ４．１９． 佐原ＲＣへ東日本大震災義捐金７０万円を贈る。（香取市 

           小野川周辺地液状化の復興支援）           

 〃２５.１１．２９. スペシャルオリンピックスに協賛金贈呈 

 〃２７.  ９．１６. 大成会かしの木学園にプロジェクター、ＤＶＤプレヤー、 

液晶テレビなどを寄贈 Ｒ財団新地区補助金を受領 

 〃２８． ６． ５．  東日本大震災復興支援／熊本地震復興支援「世代をつない 

で 甦れ高田松原」チャリティコンサート 於 成田国際 

文化会館、日本大学リズム・ソサエティオーケストラ、 

チケット収入 3,412,838 円 高田松原へ７０万円 熊本 

へ３０万円寄付 

 〃３０. ３．３０． 成田山開基１０８０年祭に協賛して、成田山公園に石楠花 

           ７４本を植樹した。 

 〃３０.１１. １７. ボーイスカウト成田第 1 団の支援として、成田市津富浦の 

広場に衛生設備を寄贈し奉仕作業を行なう。(簡易水洗トイ 

レ 965,520 円、付属水道設備 356,400 円) 

 〃３１. ３.  ８.  大成会不二学園にシングルベッド、シングルマットレス各４台、
プロジェクター、ルンバ掃除機を寄贈 

 

◎ 国 際 奉 仕 

 昭５７.４．２３.  サンブルーノＲＣと姉妹クラブを締結した。成田ＲＣ会員８名が渡

米した。 

〃６０.１．１９.  サンブルーノＲＣへカレンダー５０本を送る。     

           平成初年度のころまで毎年行なっていた。 

 平 元．１０．   米国西海岸地震に際し、サンブルーノＲＣに見舞電報と 

           見舞金１,０００ドルを送った。               

 平元.１１．１６.  宮野光雄会長ほか２９名の会員、夫人が親睦旅行を兼ねて 

スリランカを訪問した。コロンボセントラルＲＣと交流す 

ると共に、はぼたん幼稚園が設立した幼稚園を訪問した。 

 〃 ２.  ６. ８．  成田ＲＣにコロンボセントラルＲＣ会員１５名が来会した。 

 〃 ２.１０．６.  成田市とサンブルーノ市との間で姉妹都市の締結調印式が 
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           行なわれ、サンブルーノＲＣのロータリアンが来日したの 

           で、成田ＲＣの有志が菊屋で歓迎会を開催した。 

 〃 ３.１１．８.  成田ＲＣ・サンブルーノＲＣ姉妹クラブ締結１０周年を記念して、
平山金吾会長ほか１５名がサンブルーノＲＣを訪問した。 

 〃 ４年から    サンブルーノＲＣの週報が送られてきたので、成田ＲＣの週報を
送っていたが、平成１０年１０月以降は途絶えた。 

 〃 ９.２．２４.  サンブルーノＲＣからクロアチア小児医療援助の要請があり、１,

０００ドル(１２万５千円)を送金した。 

 〃１２.６．１６.  台北東海扶輪社（ＲＣ）と交流、会員、夫人１３名が参加  

 〃１２.１０.１３.   成田市との姉妹都市１０周年を記念して、サンブルーノ市長、サ
ンブルーノＲＣ会員が来成した。成田国際交流協会の晩餐会に成
田ＲＣ会員 6 名が出席したが交流はなかった。 

平２７．１１．６． 佐瀬和年会長ほか２名、モンゴルウランバートルの「新モン 

ゴル高等専門学校」視察に出発した。 

〃２８．２．１１． シルネン・ブルネンジャルガル氏に教材工具 97,726 円を支援 

 

◎ 青 少 年 奉 仕 

昭３８．３．２０．  千葉大学留学生を招待し交流した。３９年、４１年、４２年 

           の４年間で終っている。 

〃３８.１１．２８.  成田高等学校インターアクトクラブ創立 日本で５番目 

〃３９．２．     ボーイスカウトを支援した。４４～４７年度に委員会が設け 

          られたが、平成２４～２５年度まで活動はしていない。 

〃３９.１２．２５.  新聞配達少年を招待し慰労している。この事業は４０、４２、 

          ４３、４４、４５、５３、５４年の１２月に行なわれている。 

昭４２．６．    高校生に対する奨学金支給制度を新設した。最初は成田高校 

          のみであったが、市内の３校の生徒にも対象を拡げた。 

 １２名の生徒に年額６万円を支給していたが、平成１６年６月制度
を廃止した。        

昭４２.１１.１７． インターアクトクラブ千葉大会を成田高校で開催する。 

          昭５８年８月、平成１０年８月、平成２５年８月にも年次大会が開
催されている。 

〃５０．９．    長期交換留学生を派遣し、受入れた。平成２２年７月まで 

          高校生の派遣２６名、受入２５名 1 名は来日しなかった。 

〃５７．６．１３． 成田ローターアクトクラブを創設した。当初会員２７名 

          平成１７年５月、浅野(平山)和子さんが退会し、クラブは休止状態
となっている。 

〃５９．１．２０．  オーストラリアのローターアクトクラブ員６名が例会に来会 

した。昭和６０年から平成１０年まで１０回来会した。 

平１９．８．３１． 第１回中学校剣道大会を開催 

〃２０．３．２３． 第１回成田ロータリークラブ杯争奪サッカー大会開催 

〃２４.１１．１１.  ボーイスカウト成田第１団に収納庫を寄贈した。毎年１２月に 

          ボーイスカウトとの交流を行なっている。 

〃２６.  ３． ８． 第７回サッカー大会は、気仙沼鹿折地区の少年たちを招待して実施
した。前夜は宿泊して親睦会を開き交歓した。 

〃２７．３． ８． 第８回サッカー大会を以ってこの大会への支援を終了した。 

〃３０.１２.２３． ボーイスカウト成田第１団等広場（成田市津富浦）利用者への衛生設

備（簡易トイレ）を設置した。また、この広場で交流会を 行なう。 
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＊ ロータリー米山記念奨学生受入 １３名（男性１０名 女性３名）  

＊ ロータリー財団奨学生 １名（東京大学大学院出身、ローマ大学、建築史） 

＊ 長期交換留学生 派遣 男子６名 女子２０名 受入 男子８名 女子１７名 

＊ 夏期休暇中に行なった高校生の短期交換留学生（昭和６３年７～８月から）  

   （派遣 男子１名、女子８名  受入 男子２名、女子８名） 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
第 12 回理事会 

１、６，７月の例会及び事業、行事計画の確認 

2.新モンゴル高専支援 
①支援物資準備 
②6月 17日 第 1回卒業式（ウランバートル）                             承認 

3.協議会関係 クラブ細則案 
 内容の確認                                              承認 
5.退会届 日暮俊久会員  
会友へお誘い（平山幹事より確認）                                   承認 

6.出席免除届 渡邉孝会員                                        承認 
7.新会員の件 (株)ボンベルタ 谷直知会員の後任 立石真辞様                        承認 
8.令和元年度 第 1回空港周辺道路美化活動（6/28（金）） 

ゴルフ同好会と日程が重なる為、今回は不参加                             承認 
9.成田市スポーツ協会より会費納入のお願い 10,000円                          承認 

10.日本赤十字社千葉県支部より活動資金へのご協力のお願い 昨年度 10,000円                承認 
11.ボーイスカウト成田第一団助成金について   5万円                         承認 
12.次年度誕生日、結婚記念祝いの品の件  

誕生日お祝い－立石会員（ボンベルタよりカタログ） 
結婚お祝い － 佐久間会員（フラワーショップサクマより花）                      承認 

13.地区補助金（申請中）について現状報告（剣道大会） 
結果待ち（認められなかった時の為に、次年度予算には組み込んでおく）                 承認 

14.親睦旅行及び国際大会について 
 親睦旅行は 10月か 11月に国内旅行を予定。 
国際大会は 6月 6日～10日（出来るだけ多くの参加を募る）                       承認 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

6 月 7日(金) 例会後、理事会 

14日(金) クラブ協議会－６    年度総括 

21日(金) クラブ協議会－７    年度総括 

28日(金) 夜間移動家族例会 会場：ANAクラウンプラザホテル成田 

7 月 5日(金)  祭りを見よう会   会場：菊屋 会費：会員￥6000 家族￥4000 

12日(金) 
クラブ協議会－１ 
第１回理事役員会 

19日(金) クラブ協議会－２ 

26日(金) 特別月間卓話  会員増強・維持拡大委員会 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９名 ６７名 ４０名 ２７名 ５９．７％ ６７．１６％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

土井 豊彦 会員 5 月 15 日 インターアクト指導者講習会 

諸岡 靖彦、神﨑 誠、矢野 理恵 各会員 5 月 27 日 地区 RLI 卒後コース 

諸岡 靖彦 会員 
5 月 24 日～

26 日 
日本青少年交換研究会  
金沢大会 

角田 幸弘、小寺 眞澄、矢野 理恵、笠原 智 各会員 5 月 28 日 地区 管理運営統括委員会 

神﨑 誠、小泉 英夫、堀口 路加、平山 秀樹、成田 温 
村嶋 隆美、菊地 貴、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 市郎左衛門 
長岡 明大、長原 正夫、眞々田 美智子、石橋 菊太郎、角田 幸弘 
齊藤 三智夫、設楽 正行 各会員 

6 月 7 日 第 12 回理事・役員会 

飯田 正雄、喜久川 登、佐瀬 和年、大木 健弥、小泉 英夫 
小寺 眞澄 各会員 

6 月 9 日～
10 日 

旅行同好会 

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 

 


