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国際ロータリー2014～15年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2615 回例会 平成 26 年 7 月 11 日（金） 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 佐久間 高直 会員より 

1 年間Ｓ．Ａ．Ａ．のメンバーで頑張りますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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      歌唱 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様 

◇ 誕生日 

石橋 菊太郎 会員、松田 泰長 会長 

成田 温 会員、小寺 真澄 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

長原 正夫 会員：先週の金曜日、丁度最終例会の最中ですが、次女

に第一子が誕生いたしました。男の子でした。また委員会報告ではあ

りますが、今年ロータリー財団・米山記念奨学委員会の委員長を務め

させて頂きます。早速ですが、本日一括、分割寄付の希望者を募る回

覧を回しております。是非多くのご協力、よろしくお願いいたします。 

 

諸岡 靖彦 会員：毎年祇園祭の頃に恒例となりました、成田国際高

校の姉妹校でありますオーストラリアのビューバンク・カレッジの生

徒２０人が和菓子づくりの体験をしました。この記事が、７月４日の

読売新聞、５日の毎日新聞に掲載されました。また、成田羊羹資料館

で９月中まで提示公開しています『成田市制６０周年記念「広報なり

た」と米屋で見る６０年』の紹介記事が７月１０日の千葉日報の県東

版と１面の「きょうの紙面」欄に掲載されました。 

 

石橋 菊太郎 会員：松田会長第 1回例会おめでとうございます。そ

して、先週の「祭りを見よう会」、大変盛況でした。あまりにも盛会

だったものですから、どなたか傘を間違われたようです。お心当たり
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の方は事務局までご連絡ください。 

 

松田 泰長 会長：今年 1 年よろしくお願いいたします。1 週間前、

「祭りを見ようかい」盛大にお集まりいただきありがとうございま

した。その勢いで、若い方達に声をかけていただき、２次会へ繰り

出し元気なパワーをいただきました。その時の費用は私が出したの

ですが、本日、２次会メンバーからその時の会費として頂きました

ので、そのままニコニコさせて頂きます。 

 

大澤 浩一 会員：台風もそれ、暑い夏がやってきました。高校野

球、今日が開幕でした。高野連の配慮で開会式は３時に延期されま

した。監督とちょっと話をしたのですが、本校の野球部はひょっと

すると大化けするかもしれないと申しておりました。第１試合は１

４日（月）大谷津球場で８時４５分開始です。併せて今日夕方から

本校の中学生、高校生２３名がカナダのビクトリアに２週間ほど短期語学研修に出かけま

す。台風もそれ、私もほっとしております。短期語学研修から無事に帰って来ることを祈

念し、また野球部への皆さんの応援を期待しニコニコいたします。 

 

佐藤 英雄 会員：ロータリーの友の 50ページに気仙沼サッカーチ

ームとの交流試合という事でこんなに大きな記事で掲載していただ

きました。是非皆さんお読みください。前年度の会長、幹事、矢島

奉仕委員長はじめ委員の方がたの努力の結晶が記事になっておりま

す。 

 

◇ 新旧バッチ交換 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、心配された台風８号も無事通り過ぎてくれた

ようで安心しました。この台風のため九州の幾つかのクラブが例会

を取り止めにしたとの情報が聞こえてきました。成田コスモポリタ

ンロータリークラブ、越川様ようこそおこし下さいました、ごゆっ

くりお楽しみください。 

さて、７月からの１年間、成田ロータリークラブの会長を務めさ

せていただきます松田です、神崎幹事共々よろしくお願いします。先週７月４日、恒例の

「祭りを見よう会」には、多くの会員、家族の皆さんの参加を戴き盛大な家族例会で今年

度のスタートをきる事が出来ました。 

遠藤直前会長が欠席の

為、成田温前年度幹事か

ら松田泰長会長、神﨑誠

幹事へ 
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今年度・国際ロータリーのゲイリーＣ．Ｋ．ホァン会長は「Light Up Rotary」を掲げ、

何も出来ないと思っているのではなく全ロータリアンが小さなローソクを灯せば世界を輝

かせることが出来るのですと述べられました。 

２７９０地区・宇佐見透ガバナーは、「和して同ぜず」自分の信念で行動し「原点復帰」

をと述べられています。 

お二人のテーマとご挨拶は、クラブ活動計画書とガバナー月信に掲載されていますので、

どうかじっくり読み込んでください。 

本日はこの後、「クラブ活動計画書」の内容及び予算に関するクラブ協議会があります

ので、クラブテーマにつきましては協議会でお話ししたいと思います。 

 

◇ 委嘱状授与 

２０１４－２０１５年度  際ロータリー第２７９０地区  

地区ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ） 

 サブリーダー 諸岡 靖彦 会員 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   平野 省二 リーダー 

今年も８月から５月までの分割寄付、そして一括寄付へのご協力、

よろしくお願いいたします。早速、石橋会員よりロータリー財団

マルチプルポールハリスフェローへ１，０００ドルの寄付をいた

だきました。 

・青少年奉仕    近藤 博貴 リーダー 

７月８日（火）千葉市市民会館において、第１回インターアクト

クラブ顧問教師とロータリアンとの合同会議が行なわれました。

議題は年間スケジュールについてでした。以下主な協議事項につ

いて報告します。 

 

 １．年次大会について 

   第４８回年次大会 

  ・開催日  平成２６年８月２０日（水） 

  ・会 場  四街道文化センター 

  ・担当校  愛国学園大学附属四街道高校 

  ・登録料  クラブ員、顧問教師 1,000円 

        ロータリアン 2,000円 

  ・参加者  インターアクトクラブ員、顧問教師、ロータリアン 

        ７月２０日までに参加者数を報告のこと 

 

２．国外研修について 

  第２７回国外研修 

  ・実施日  平成２６年１１月８日（土）～１１日（火） 

  ・研修先  台湾 台北市 
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   ・参加費  ８９,６００円／人 生徒負担４２,０００円／人 

   ・その他  成田高校の参加予定数  ２～３名 

         成田 RCからは餞別として１０，０００円／人 

 

 ３．指導者講習会について 

   第４８回指導者講習会 

   ・開催日  平成２７年５月の予定 

   ・担当校  千葉商業高校 

 

・雑誌・広報・ホームページ   矢島 紀昭 リーダー 

「ロータリーの友」７月号の記事を紹介いたします。７ページに

ゲイリー C.K.ホァン国際ロータリー２０１４－２０１５年度会

長のメッセージが掲載されております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

２０１４－２０１５年度、私は皆さん一人ひとりに、皆さん自

身のロータリーのろうそくに明かりをともすようお願いします。

一緒に「ロータリーに輝きを」与えましょう。 

「ロータリーに輝きを」もたらす方法は、たくさんあります。私は多くの皆さんが、「ロ

ータリーデー」を開催して、それぞれの地域で、ロータリーのことを、そして私たちが行

っていることを示して下さることを期待しています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

とあります。また２５ページ「ガバナーの横顔」に第２７９０地区宇佐見透ガバナーの

記事が掲載されております。是非ご覧ください。 

そして、先ほどお話にもありましたが、前年度行いました気仙沼のサッカーチームとの

交流試合の写真、記事。素晴らしい文章になっております。是非ゆっくりお読みください。 

 

◇ 幹事報告  神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・７月例会変更 成田 CRC、白井 RC、八街 RC、冨里 RC 

・2014-15 八街 RC活動計画書 

・週報 八街 RC、成田空港南 RC、冨里 RC、多古 RC 

・直前ガバナー関口徳雄氏より直前会長幹事あてご挨拶状 

・成田商工会議所専務理事交代のご挨拶状 

・囲護台三和会祭典委員長矢島紀昭様他役員より成田祇園祭お礼状 

・千葉銀行成田支店移転のご案内 

・日本空港ビルディング㈱役員就任ご挨拶状 

・㈱グリーンポートエージェンシー役員就任ご挨拶状 

・2013-14インターアクトレポート 

・2013-14第３７回 RYLAレポート 

・成田市国際交流協会、日本語スピーチ大会（結果） 

・成田交通安全協会平成２６年総会資料 
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・ちば里山新聞第４０号特定非営利活動法人ちば里山センター 

 

＜連絡＞ 

・会員の写真撮影の件 

・米山記念奨学会、ロータリー財団各寄付受付の件 

 

幹事として一年間頑張りますので、よろしくご指導ご協力の程、お願いいたします。 
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クラブ協議会 

司会進行    神﨑 誠 幹事 

 

・会長挨拶  松田 泰長 会長 

本日のクラブ協議会は「クラブ活動計画書」そのものをご承認

いただく協議会です。 

その中で、今年度に私が掲げたテーマ「クラブ・メンテナンス」

と各常任委員会と特別委員会については６月１３日の協議会で

発表済みとなっておりますので、重複しないように進めさせてい

ただきます。 

先ず、 

１． 本年度、成田ロータリークラブの名誉会員には、成田山新勝寺橋本照稔貫首に就任い

ただきました。 

２． 活動計画書の裏表紙をごらんください。ロータリーマークとロゴです。左上の大きい

のが「誇りのマーク」右側の小さいのが「ロータリーロゴ」です。「ロータリーロゴ」

は単独で使用できますが「誇りのマーク」単独での使用は出来ません、この様に組み

合わせでの使用となります。 

３． １ページ・クラブ概要です。会員数６６名となっていますが、企業移動に絡み３名と

１人の退会により６２名です。 

４． ２０、２１ページ、今現在決定している行事予定です。特に地区開催の行事がたくさ

ん追加になります。 

５． ２４ページからは、幹事はじめ委員長、リーダーの挨拶です。 

６． ７６ページからは、定款、細則、各内規です。既に１２月の年次総会と３月の臨時ク

ラブ協議会で承認を戴いております。 

７．予算について、小柳会計より説明いただきます。 

 

クラブテーマについてお話ししたいと思いましたが、既に６月の協議会でもお話しして

いますので簡単にしたいと思います。 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン会長は「Light Up Rotary」ロータリーを輝かせるために行動し

てくださいと述べられ、宇佐見透ガバナーは前年踏襲の繰り返しを止めて「原点復帰」と

述べられました。地区研修協議会の挨拶､活動計画書への挨拶には無かったメッセージが月

信１号で追加されています､それは「和して同ぜず」です。ロータリーが１００年以上続い

てきたのは「慈愛の心」と「寛容」であると言われております。「和して同ぜず」・・大

変難しいテーマだと思います､皆さんと１年掛けて探っていきたいと思います。 

クラブテーマは「クラブ・メンテナンス」です。クラブの維持と発展のためには継続性

が必要であることは申すまでもありません。しかしこの継続性が企画・プログラムに適用

されたときに「前年踏襲」といわれてしまいます。我々が継続して持ち続けなければなら

ないのは、ロータリー理念に基づいた「慈愛の心」、「超我の奉仕」です。 

今まで行ってきた多くのものを踏襲しないようにではなく､その意義をもう一度時代に

合わせて確認してください。それによってさらに有意義な形に変化させることが出来ると
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思います。 

どうぞ 1年間よろしくお願いします。 

 

２０１４～１５年度クラブ協議会が開催され、クラブ活動計画書に基づき説明があり活動

計画は承認されました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
第 1 回理事・役員会 

 

１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認 

７月の予定  

４日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０ 

１１日 (金) クラブ協議会 就任式 第 1 回理事・役員会 

 １８日 (金) 通常例会 ガバナー補佐就任挨拶訪問 

＜来訪ロータリアン、エミリーさん 

  アメリカ ミズリー州より＞ 

 ２５日 (金) 通常例会 卓話 ＮＡＡ夏目誠社長 

8 月の予定  

１日 (金) 月初め例会 第２回理事・役員会 

８日 (金) 通常例会  

１５日 (金) 休会（お盆） 

２２日 (金) 納涼家族例会 屋形船 

２９日 (金) 通常例会  

※7 月 29 日（火）メディア定例協議会 場所 Ｕ－シティホテル １８：００～ 

8 月 24 日（日）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：栄中学校 

9 月 12 日（金）月見家族例会 ゆめ牧場 

公式訪問 ガバナー補佐９月５日（金）、ガバナー訪問９月２６日(金) 

承認 

２．名誉会員の承認 

成田山新勝寺 橋本照稔貫首 

                                      承認 

３．出席免除者の承認 

山崎 義人 会員（定款第 9 条 第 3 節 （ｂ）） 

藤﨑 壽路 会員（定款第 9 条 第 3 節 （ａ）） 

承認 

４．会員の退会の件（6 月末退会） 

田村 幸宏 会員（日本空港ビルデング） 

福原 孝一 会員（ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ成田） 

吉田 嘉浩 会員（千葉銀行） 

逆井 哲也 会員（京葉銀行）                        承認 
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５．会員入会の件 

後藤 敦 氏（ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ成田）入会式７月１８日予定 

承認 

６．誕生日、結婚記念品の件 

誕生日記念 菊屋 石橋 菊太郎 会員 

結婚記念  フラワーショップサクマ 佐久間 高直 会員 

                        承認 

７．成田市福祉協議会への会費支払いの件 

特別会員会費 10,000 円の支出 

承認 

８．ボーイスカウトの寄付金の件  

活動資金 5 万円の助成 

                    承認 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 ７月９日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

堀口 路加、平山 金吾 各会員 ７月１１日 
地区米山記念奨学委員

会 

松田 泰長、神﨑 誠、佐瀬 和年、石川 憲弘 

小柳 政和、佐久間 高直、小寺 真澄 

石橋 菊太郎、設楽 正行、長原 正夫 

深堀 伸之、甲田 直弘、小宮山 四郎 各会員 

７月１１日 第１回理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６６ ６５ ４４ ２１ ６７．６９％ １００％ 

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 

 


