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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 2757回例会 平成 29年 7月 14日（金） 

◇先月の出席率  香取 竜也 出席奨励リーダー 

先月の出席率は 73.19%でした。前年度皆出席の発表で１名漏れがあり

ました。第８回、佐瀬和年会員。大変申し訳ありませんでした。引き

続き今年も出席奨励、よろしくお願いいたします。 

 

◇例会場の注意  小寺 真澄 会員 Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 

携帯の電源を切るかマナーモードになっているか、今一度確認をお願

いいたします。本年度の S.A.A.の目標といたしまして欠席届の充実と

例会で発表したときのコメントデータの提出を行っていただきたいと

言う事のご協力をお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ 四つのテスト  諸岡 市郎左衛門 会員 

◇ お客様紹介       

成田コスモポリタンロータリークラブ 

        金子 公久 様、越川 和哉 様 

◇ 誕生日 

※時間短縮も含め、今年度はニコニコと記念日のご奉

仕を受付でいただいております。御協力よろしくお願い致します。 

また、先週の祭りを見よう会で扇子の忘れ物がございました。 

お心当たりの方は、事務局まで御連絡をお願い致します。 

 

山﨑義人会員ｓ3.7.27（欠席）、石橋菊太郎会員ｓ22.7.5 

松田泰長会員ｓ23.7.31、成田温会員ｓ24.7.25 

眞々田美智子会員ｓ27.7.8、小寺真澄会員ｓ35.７.31 

小岩井学会員ｓ43.7.16、高根完ｓ51.7.2（欠席） 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：長男の幸太郎が仲町の若者頭をやらせて頂

き無事に終わりました。それと先程の誕生日ですが、私も 70 歳で

古稀となりました。「酒債は尋常行く処に有り 人生七十古来稀な

り」（酒代のつけは私が普通行く所には、どこにでもある。（ しか
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し）七十年生きる人は古くから稀であるのでニコニコさせていただきます。そして今年も

祭りをみよう会で菊屋をご利用いただきありがとうございます。 

 

◇ 新旧バッチ交換 

◇ 会長挨拶   成田 温 会長 

今日が実質的な年度初めの例会となり始めての会長挨拶です

が、やはり緊張いたします。細かいことは活動計画書に記載

いたしました。また、後ほどのクラブ協議会において今年度

方針の概要をお話いたします。 

 

成田コスモポリタン RC の越川様、金子様ようこそお出でく

ださいました。ごゆっくりお過ごしください。 

 

さて、次年度会長の指名をいただいた時点では特別な事はなく、これは何事もなく平穏に

過ごせるかと多寡を括っておりました。しかしながら、諸岡靖彦会員が２０１９－２０２

０のガバナーと決定いたしました。色々話を聞きますと少なくとも２年前から準備を始め

ないと間に合わないとの事でした。 

また、ガバナーに就任する為にガバナー補佐を経験していなくてはいけないと言う事で、

急遽諸岡会員のガバナー補佐就任も今年度に決定したわけです。 

 

また、石川年度に１４名の新会員が入会されましたが、少しでも早くクラブライフになれ

ていただき、退会の防止と諸岡ガバナー年度の戦力となっていただく様にクラブとして力

を注いでいかねば成りません。 

 

大変ですがこれにより、今年度クラブとしてやらねばならない事が明確になったわけです

ので、次年度、次次年度へ繋げる様にどこまで出来るかわかりませんが、出来る限りの事

は実行していく所存でございます、 

 

その他色々とございますが、私などロータリークラブの会長の器ではないと重々分かって

おりますが、何とか１年間クラブ運営を無事に努めようと思っておりますので、何とぞ会

員皆様のご協力の程をお願いして、最初の会長挨拶といたします。ありがとうございまし

た。 

石川直前会長、吉田前年度幹事からそれぞれ

成田温会長、長原正夫幹事へ 
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◇ 委嘱状授与 

・2017-18 年度第 2790 地区第 9 分区ガバナー補佐 

地区戦略計画委員会委員、地区立法案討委員会委員  

諸岡 靖彦 会員 

・研究・研修統括委員理念研究委員会委員長  

松田 泰長 会員 

・研究・研修統括委員会理念研究委員会委員 

深堀 伸之 会員 

・研究・研修統括委員会 RLI 推進委員会委員 

   齊藤 三智夫 会員 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団 第３回マルチプルホールハリスフェロー 

小寺真澄 会員 

◇ 委員会報告 

・公共イメージ委員会  甲田 直弘 リーダー 

ロータリーの友記事紹介です。減塩と健康寿命という記事を紹介

いたします。 

塩分は私たち人間には無くてはならないものですが必要以上に

摂取してしまうと健康を害することになります。個人でやるので

はなく、家族全員で取組み、その輪を隣家そして地域へと発展さ

せてゆき健康意識を広めることも地域社会への貢献ではないで

しょうか。 

  

・米山記念奨学  浅野 正博 リーダー 

毎年、皆様に寄付をお願いしているところですが今年度もお願い

します。来週、リストを作成し回覧したいと思っておりますので

ご希望の方は記入をお願いします。早速、本日諸岡靖彦会員より

100,000 円の寄付をいただきました 

 

・ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 リーダー 

成田会長の重点目標の一つとしてポリオプラスへの寄付があり

ます。皆様、ご協力お願い致します。 

早速、本日石橋菊太郎会員 2 口、齊藤三智夫会員、諸岡靖彦会員

より 1,000 ドルいただきました。 

 

・職業奉仕 石橋 菊太郎 リーダー 

来週例会終了後、職業奉仕委員会を行います。年間の活動予定等

の打ち合わせです。 
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・プログラム    久米 剛 リーダー 

プログラム委員会よりお知らせとお願いです。まず、本年度の司

会は、プログラム委員だけに留めず、入会 2 年未満の会員の方の

輪番制で行うこととさせていただきました。司会を担当しますと、

会の進行が把握でき、他の会員の方との接点も増え、新会員には

よい経験の場となる、との狙いによります。 

また、本年度の卓話は、新会員、外部講師に加え、各委員会による卓話という企画も盛り

込みました。月間テーマに沿って該当する委員会を割り当てましたので、各委員会にて事

前に内容を十分に協議・準備のうえ当日進行いただくよう、宜しくお願いします。 

 

・青少年奉仕   飯田 正雄 サブリーダー 

8 月の剣道大会ですが、8 月 26 日の土曜日となっております。 

会場が中台体育館とかなり広いので皆様、応援よろしくお願いいた

します。 

 

◇ 幹事報告   長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・週報  多古、旭ロータリークラブ 

・クラブ活動計画書  成田コスモポリタン、印西、八街ロータリークラブ 

・ハイライトよねやま 208 

・RI 会長よりご挨拶 

・米山記念奨学会より『ロータリー米山記念奨学会 50 年のあゆみ』 

・インターアクト年次報告書 

2016-17 年度の年次報告書は pdf データでの配布となっております。 

【こちらからダウンロードできます】（データ容量 約 16MB） 

http://firestorage.jp/download/90f31c686d9eefaa412f79aa2d25e3615aaf5114 

・地区よりガバナーノミニーデジグネート推薦の要請 

・「希望の風推進委員会」設置の可否 

・ガバナー事務所開設の案内 

・財団室 NEWS7 月号 

・国際交流協会 NEWSLETTER NO.217 

【連絡】 

・７月のレート １１１円 

・例会終了後、役員会を開催いたします。 

・クラブ活動計画書に誤植があります。57 ページ 432483 

 

 

 

http://firestorage.jp/download/90f31c686d9eefaa412f79aa2d25e3615aaf5114
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◇ 新事務局紹介 

野口千春さん 

7 月より黒須さんの後任といたしまして事務局の仕事を務めさせて 

いただきます野口と申します。どうぞ宜しくお願いします。 

 

クラブ協議会 

司会進行    長原 正夫 幹事 

 

・前年度会計報告 

高橋前年度会計異動により退会されたため、小岩井会計より報告 

 

【各委員会活動計画】 

・会長挨拶    成田 温 会長 

今年度は大きな目標がございます。 

２年後に諸岡靖彦地区ガバナーが誕生する事です。 

今年度は準備の始まりの年と考えます。諸岡ガバナーノミ

ニーの要望もあり、新会員はもちろんですが、全会員のロ

ータリアンとしての実力の底上げを図りガバナー年度の

戦力として活躍を期待されております。 

その為にはロータリー知識や情報をいままで以上に得る

様に努力して行かねばなりませんので、その為に各委員会の開催をお願い致します。 

委員会を開催いたしましたら、書記、発表者を決めて役割分担をお願いします。 

必ず例会において委員会報告をし、そのデータを事務局に廻してください。 

従来ですととかく委員長の発表となりますが、輪番制でいきましょう。 

委員会を開き、その中で色々意見の交換をして下さい。委員会が知識の源泉である様に各

委員長、リーダー、会員皆様にお願い申し上げる次第です。 

 

そして昨年入会された１４名の新会員の退会防止でございます。 

新会員の皆様は、今申し上げました各委員会に積極的に参加して下さい。 

その場で分からない事がありましたら、どんどん聞いてください。 

ロータリーの知識が少しづつでも増えていくと思います。知識が増えてくれば面白味も出

てくると思います。 

それに関連しますが、現在ある顧問制度を少し活性化させたいと思っております。まず半

期に一度程度の顧問会議を開きます。その場で顧問は何をしなくてはならないか、各顧問

が担当している新会員が何を望んでいるか等を話し合い少しでも新会員の助けになる様に

補助して下さい。 

尚、顧問会議のリーダーとして橘昌孝会員を指名いたしました事をお知らせしておきます。 

また、今年度は実験的に通常夜間例会を実施いたします。 

夜なら出席出来る、夜だと出席出来ないの両方の声がありますので、取り合えず上半期一

度実施予定でございます。その際に賛否を取り下半期の参考にしたいと思っております。 
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最後にスローガンの「あなたにとってのロータリーを考えよう」ですが、会員１人１人考

え方に違いが当然ながらあります。 

そのうえで、「ロータリーにはノーはない」という言葉もあります。 

１人１人の考え方の違う会員が集まって１つの事に協力、一致団結していくのがロータリ

ーと思いますが、ここで未来に向けて「自分にとってのロータリーとは」を再考するのも

良い機会と思います。 

未熟な私ですが諸岡ガバナー年度に向け、心より皆様方のご協力をお願いする次第であり

ます。以上、ありがとうございました。 

 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  佐瀬 和年 委員長 

ロータリークラブには個性豊かな人が大変多く集まっていま

す。 

個性的と言う事は、客観視すると「自分本位で、人の言う事を

余り聞かない」と言う部分も大いにあります。 

私が入会した平成 15 年以降から比べると、クラブ活動の内

容も大きく様変わりしています。単なるボランティアや無料奉

仕活動では無い事は当然です。職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕活動を通して

成田ロータリークラブらしさを強調し、クラブの伝統を汚さない活動に徹して行きましょ

う。 

 成田会長の御意向が発表される前に、委員会方針の初心を活動計画書に述べて居ります

ので、若干の訂正はありますが、方向性をしっかりと見据えた活動を致します。 

 

・クラブ研修委員会  石川 憲弘 委員長 

国際ロータリーは、１００年以上に亘る時を経て人々の心を、

そして、物資の両面で生活を豊かにしてきました。それはロー

タリアン各自がロータリーの理念（目的、行動規範、四つのテ

スト）を実践してきたからではないでしょうか。今年度研修委

員会はＤＬの資格者による班編成の研修会、そして新会員、ベ

テラン会員分け隔てなく会員全員での研修会を年２回開催す

る予定です。新会員は真のロータリアンになるための奉仕活動の素晴らしさを勉強して一

日も早くクラブに溶け込み、楽しめるクラブを作ろうではありませんか。成田会長は年２

回の研修セミナーを計画されており、クラブ機能の充実と魅力あるクラブ作りを目指して

おります。皆様のご協力をお願いいたします 

 

・指名委員会   石川 憲弘 委員長 

成田クラブはＣＬＰによりまして三年先まで会長を決めています。本年度は成田ロータ

リークラブ創立６０周年記念を担う会長を指名する大変な年でもあります。会長経験者の

意見を参考にしながら年次総会までに人間的に魅力ある立派な会長を指名したいと思いま

す。また皆様方の中で是非会長をやってみたいと思う方がおりましたら私の方までお申し

でください。指名委員会の中で諮らせていただきます。 
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・内規規定審議委員会   設楽 正行 委員長 

皆様お持ちのクラブ活動計画書の後半にロータリーの定款並

びに成田クラブの細則が載っています。定款はロータリーの憲

法ともいうべき存在でこれを順守し、クラブによる変更はでき

ません。また、定款は３年ごとにＲＩの規定審議会において、

世界中のクラブからの要請に基づき上程された案件を審議し、

その時代に即した行動がスムーズにできるよう決定されるもの

であります。直近では２０１６年に改定が行われ、次は２０１９年度となります。 

 それに比べ、成田クラブ細則はこのＲＩ定款に反しない限り、自由に変更が可能です。

従って、皆様が日々活動をしていく中で、不具合や不都合があった場合は私、または理事

に相談して頂き、より自由で活発な活動ができるよう変更をしていくことが出来ますので

遠慮なく申し出下さい。 

 当委員会も独自に成田年度が生き生きとして、益々活性化され、元気なクラブとなるよ

う様々見直しを図っていく所存です。以上本年度の活動方針といたします。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 
 
 
 

第 1 回理事会 
 

１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認 
７月の予定  

７日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０  
１４日 (金) 通常例会 第 1 回理事会 クラブ協議会パートⅠ 

 ２１日 (金) ガバナー補佐訪問 クラブ協議会パートⅡ 
 ２８日 (金) 通常例会 ロータリー財団 卓話 第 2 回理事会 

8 月の予定  
４日 (金) ガバナー公式訪問 クラブ協議会パートⅢ 

１１日 (金) 休会 祝日休会 
１８日 (金) 休会 お盆 （定款第 8 条第 1 節） 
２５日 (金) 通常例会  

※8 月 26 日（土）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：中台体育館            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 12 条 第 3 節 （ｂ）） 
藤﨑 壽路 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ａ）                         承認 
４．取引銀行承認の件   
千葉興業銀行成田支店                                      承認                                          
５．収支予算承認の件                                           
６．誕生日、結婚記念品の件 
誕生日記念 宮﨑畜産（株）：宮崎修一 会員（今年度は、毎月、月初めに一斉配達） 
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．会員の退会の件（6 月末退会） 
高橋 正 会員（千葉銀行）／大塚 洋（成田国際空港株式会社）                 承認 
８．会員の入会の件 

・千葉銀行成田支店支店長 大橋創一氏 
（顧問 石橋（菊）、推薦 芦谷、小岩井、会員増強・社会奉仕） 
・東京ガス佐倉支社支社長 桜井誠氏 
（顧問 成田、推薦 成田、諸岡（靖）、プログラム・職業奉仕） 
・成田国際空港取締役   松本大樹氏 

   （顧問 近藤、推薦 南日、石橋（正）、クラブ会報・職業奉仕）             承認 
９．10 月親睦旅行へのクラブからの補助金に関する件 

・前年度：30,000 円 
・今年度：昨年同様 30,000 円                              承認 

１０．新盆お見舞いに関する件 
・クラブとしての訪問はなし                               承認 



 8 

１１．会長・幹事会に関する件 
・日時：７月２０日（木） 担当：八街ロータリークラブ 会費：一人一万円  

分区会長幹事会運営費 1 クラブ 2 万円を持参                      承認 
１２．地区クラブ研修リーダー・委員長セミナーに関する件 

・日時：７月２３日（日） 12 時 30 分登録開始 13 時 00 分開講 
・場所：三井ガーデンホテル 4 階 

石川憲弘会員出席                                    承認 
１３．地区会員増強・退会防止セミナーに関する件 

・日時：8 月 26 日（土）受付開始 13：30 点鐘 14：00 
・場所：TKP ガーデンシティ千葉４F 

諸岡正徳会員出席                                   承認 
１４．奉仕プロジェクト員会セミナーに関する件 
  ・日時：8 月 5 日（土）登録 13：00 
  ・場所：三井ガーデンホテル千葉 
   成田会長、長原幹事、堀口委員長、佐瀬国際奉仕リーダー、笹子社会奉仕リーダー出席    承認 
１５．メディア交流会の件 
  ・11 月 17 日（金）→2 月 9 日（金）へ変更                         承認 
１６．社会福祉協議会協賛金の件 
  5,000×2＝10,000 円                                    承認 

１７．スポーツフェスティバルに関する件 

  7,400×3＝22,200 円（TDR パスポート）                          承認 

１８．成田ロータリークラブ杯剣道大会に関する件   

  メダルを増やすため、若干の負担増、委員会に一任                      承認 

 

出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長 会員 6 月 19 日 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ養成講座 

松田 泰長、深堀 伸之 各会員 6 月 23 日 
2017-18 2790 地区研究・研修統括

委員会会議 

松田 泰長、深堀 伸之、齊藤 三智夫 各会員 7 月 11 日 
2017-18 第 2790 地区 

研究・研修統括委員会会議 

成田 温、石橋菊太郎、渡辺 孝、佐瀬和年、飯田正雄 

笹子恵一、石川憲弘、堀口路加 各会員 
７月１４日 奉仕プロジェクト委員会 

 ： 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ４９ １８ ７３．１３％ ６０．５％ 

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 

 


