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国際ロータリー2019～20 年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2851回例会 令和元年 7月 19日（金） 

◇ 点  鐘   小泉 英夫 会長 

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  奥山 信行 会員 

◇ お客様 

第 10 グループ  

ガバナー補佐 寒郡 茂樹 様 

ガバナー補佐幹事 鈴木 尚広 様 

 

◇ ニコニコボックス 

矢野 理恵 会員：今朝、始発の新幹線で広島から戻って参りまし

た。昨日台風で大洪水のようになっており、飛行機は飛ばないかも

しれないと言うことで、新幹線で 6 時間かかりました。昨日はセミ

ナーで広島へ行ってきてのですが、会場が ANAクラウンプラザホテ

ルさんでした。そこでは広島西ロータリークラブが例会を行ってお

り、一昨年、RLIの PARTⅡを受けさせていただいた時に知り合いになった方が 2名いらっ

しゃいました。たまたまお会いしたのですが、お声をかけていただきましたので急遽メー

キャップさせていただくことになりました。その際、広島西ロータリークラブさんからバ

ナーをいただきましたので、成田のバナーも後ほど送らせていただこうと思います。 

 

菊地 貴 会員：7 月 15 日、ビューホテルで全日本プロレスさんの

チャリティー興行を行いました。皆さんの多大なご協力を頂戴し、無

事終了することができました。大好評で、沢山のお客様に喜んでいた

だけたと自負しております。その際、試合前にリング上で甲田幹事と

私で目録を頂戴しました。そちらは大成会にご寄付させていただこう

と思っております。先方からは招待席を設けていただき、10人ぐらいの子供たちが迫力あ

る試合を間近で楽しみました。とても嬉しそうで、やって良かったなと思いました。本日

は、お礼も兼ねてニコニコさせていただきます。  
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永井 秀和 会員：昨日、第 10グループの親睦ゴルフコンペが行わ

れました。ハンディに恵まれ準優勝させていただきました。また成

田ロータリークラブは、団体戦で第 3位になりました。報告を兼ね

てニコニコさせていただきます。 

 

 角田 幸弘 会員：。昨年作りました蒸気機関車が加瀬会員のナリ

コーの company newsletter  NariHO に載りました。表紙に映るメン

バーは、40年の付き合いのある個性派ぞろいですが、「お互いの協

調の中で自由である」をモットーに活動しておりますので、自主性が

すごいです。この機関車の置いてある「成田ゆめ牧場」の故・秋葉会

員との出会いにより線路をひくことになったのですが、明日が秋葉会員の命日です。明日

は砂町のお寺にお参りして、NariHOを見てもらおうと思います。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

昨日、第 10 グループの親睦ゴルフが行われました。雨の谷間で

曇り空のゴルフとなりましたが、曇りでも少し日焼けしました。

日曜から火曜日まで、沖縄での結婚式に呼ばれて行ってきました。

向こうは梅雨が明けたばかりで 32.3 度ととてもいい天気でした。

ちゅらの海の教会の中で、親戚であるまんぷく亭の長男が結婚し

ました。しかし、少し時期がずれて、今沖縄にいる友達は帰れなくなっております。いい

タイミングで沖縄を楽しんできました。 

この後はクラブ協議会 PARTⅡです。委員長さんはよろしくお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 グループ 親睦ゴルフコンペ 
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◇ 委嘱状 

地区危機管理委員会 笠原 智 会員 

会員増強・維持拡大委員長 諸岡 正徳 会員 

グローバル事業補助金委員会委員長  

諸岡 市郎左衛門 会員 

国際大会参加推進委員会  

中野 直人 会員、石田 洋平 会員 

地区大会記念ゴルフ大会委員会 大会副会長 

石川 憲弘 会員 

 

◇ 入会式 

・関 恒明（せき つねあき）会員 成田国際空港株式会社 取締役管理部長 

推薦者 小泉 英夫 会長、甲田 直弘 幹事 

顧 問 神﨑 誠 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 出席奨励、 

奉仕プロジェクト 青少年奉仕 

職業分類 空港管理 

前任の松本が皆様に非常によくしてもらったと聞いておりますので、私も仲良くしていた

だけたらと思います。住んでいるのは佐倉なのですが、妻は成田高校の出身です。公団に

私が勤めていた時から成田とは縁があります。先日も寒空でしたが祇園祭にも参加させて

いただきました。祇園祭は毎年参加しております。皆様のお役に立てればと思っておりま

すので、これからもよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・会員増強・維持拡大委員会  小寺 眞澄 委員長 

7月 12日、委員会の活動及び 7月 26日の月間卓話について話し合

いを行いましたのでご報告させていただきます。 

 

１．メーキャップ方法について     小宮山 四郎 リーダー 

・メーキャップカードならび名札等は、従来通り事務局に提出する。 

・委員会等の上記提出物が無い場合は、何時どの様な会議等に出席したかを書面もしくは、メー

ル等で事務局に報告する。 （口頭での報告は、認めない。） 

・報告書等は、直近の理事会にて承認を受ける。 （承認を得なければ、メーキャップにならな

い。） 

・メーキャップの有効期間等は、内規規定委員会にて検討後理事会にて決定する。 

 

２．7/26 例会における卓話（特別月間卓話）内容   小寺 眞澄 委員長 

・卓話は、テーブルディスカション形式を採用する。 

・テーマは、今年度会長方針である≪元気はつらつ 楽しいクラブに≫と事前アンケート結果

を踏まえて下記の２テーマとする。 

①．成田ロータリークラブ内における私の役割 
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②．成田ロータリークラブをより元気に誇れるクラブにするには？ 

    7/26 は、テーマ①のみ行う。（テーマ②は、別日に行う。） 

・各テーブルは、ロータリー歴が新旧均等になるよう振り分けする。 

３．その他 

・毎月の出席率の発表は、順番に行う。（小宮山リーダーに決めてもらう。） 

・次回委員会は、令和元年 8 月 2 日 １１：００ ～ に開催する。 

 

・青少年  浅野 正博 リーダー 

7 月 28、29 日、2580 地区のインターアクト年次大会が水郷小見川

少年自然の家にて開催されます。そのプログラムの中で、28 日午前

中、成田山見学があります。28 日 10 時に米屋観光センターにお集

まりいただき、10 時半から 12 時まで、成田山見学に同行していた

だける方、よろしくお願いいたします。後ほどファックスで出欠の

確認をさせていただきます。 

 

・地区会員増強  諸岡 正徳委員長 

2790 地区会員増強・維持拡大セミナー開催のご案内です。8 月 31 日

ＴＫＰガーデンシティ千葉で開催いたします。第 2840 地区 2017-18

年度のパストガバナ－である田中久夫様に講師をお願いし、高崎ロー

タリークラブが単年度でどう大幅な会員増強を行ったかを中心に、お

話し頂きます。またセミナーに先立ちアンケートの提出を 8 月 9 日ま

でに地区へ提出をお願いします。 

2790 地区の今年の 5 月末会員数は 2,894 名、6 月末 2,777 名、1 カ月で 117 名減となって

おります。 

 

・戦略計画委員会 成田 温 

例会終了後、第一回目の委員会を開催します。担当の方は出席、よろ

しくお願い致します。 

 

◇ ガバナー補佐挨拶 

ロータリー暦は今年 12 年目でまだまだ勉強不足です。特に 2790 地区

をリードしているのは成田です。富里は世代交代し 30 代も非常に多

くなりました。しかし、人を増やすだけではなく、ロータリーのこと

をもっと勉強しながら少しでもロータリーの良さを感じていただか

なければいけないと思っております。そういった意味では、成田ロー

タリークラブさんがやっている事は非常に勉強になります。1 年間よ

ろしくお願いします。 
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◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・週報  佐原香取ロータリークラブ 

・クラブ活動計画書 八街、成田コスモポリタンロータリークラブ 

・2019 年度会員名簿（確認用） 

・第 43 回 RYLA セミナー開催のご案内 

・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま Vol.232」 

・地区危機管理委員長より「セクハラ防止ポスター」 

・諸岡ガバナーより 2019 年 4 月規定審議会制定案「欠席のメークアップに関する規定を

改正する件」への対応について 

【連絡】 

・2019-20 年度活動計画書 62 ページの設楽正行会員の米山記念奨学寄付回数が間違ってお

りました。正しくは 11 回です。訂正をお願いします。 

また 98 ページ最下部に付則の追記をお願い致します。 

「付則この細則は令和元年 7 月 1 日から改訂施行する。」 

・成田コスモポリタンロータリークラブより会員名簿を頂戴しましたので、皆様のポスト

へ入れてあります。 

 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 

 

クラブ協議会 

司会進行    甲田 直弘 幹事 

 

【各委員会活動計画】 

・クラブ管理運営委員会    矢野 理恵 委員長 

クラブ管理運営委員会委員長を仰せつかりました矢野です。宜し

くお願い致します。 

クラブ管理運営委員会は、プログラム、クラブ会報、親睦、RF（含

同好会）からなります。 

ガバナー年度とも重なることもあり、多忙の年度となります。年間

計画を立て、充実した例会になるように工夫を凝らして、運営していきたいと思います。 

 各委員会のリーダー、サブリーダーを中心にクラブ管理運営委員会全体でサポートでき

る体制を構築したいと思います。 

 プログラム委員会では、神﨑年度で、新会員卓話の残数を大幅に減らすことが出来まし

た。しかし、日程調整に課題が残りました。今年度は、スムーズに行えるように日程連絡

を早めに実施し、新会員に準備していただき、運営実行していきたいと思います。外部卓

話や特別月間卓話についても 3 か月以上前から内容を決める必要があります。年間スケジ

ュールを提示し、各委員会へ依頼をしていきたいと思います。 
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 クラブ会報では、事務局のお力添えが大きく、負担をかけております。役割分担を明確

にしていきたいと思います。原稿は、可能な限りワードで提出して頂けるように卓話者に

依頼していきます。デジカメ撮影・ニコニコ・委員会報告も文章にして提出して頂けるよ

うに依頼していきたいと思います。 

 親睦では、国際会議（ハワイ）参加、ボーリング大会等、内容盛りだくさんの企画を考

えております。会員同士の交友を深めると共に家族例会の充実を図り、会を活性化してい

きたいと思います。また、会員年齢が 30 歳代～80 歳代と幅広い成田クラブだからこそ楽

しめるように検討していきます。 

 RF 及び同好会の活動は、幅が広くなってきております。会員同士の交流の充実はもちろ

んですが、同窓会としての役割も果たしていきたいと思います。新会員への案内も忘れず

に行っていきたいと思います。 

 4 委員会で力を合わせて、盛り上げていきたいと思います。宜しくお願い致します。 

  

・奉仕プロジェクト委員会    角田 幸弘 委員長 

役員・理事構成表の訂正から。青少年奉仕のリーダーは、浅野会員

に変わりました。浅野会員、快くお引き受けしていただき、ありが

とうございました。  

 

社会奉仕については、日本ボーイスカウト成田第１団等を対象に広

場利用者への衛生設備の支援をしてまいりました。今年度も 12 月に手洗い場の工事と贈呈

を行い、ボーイスカウトとの交流を持つ予定です。 また、近藤会員から以前の社会奉仕で

設置した彫像の台座が傷んでいるため、調査の希望も出ております。  

 

職業奉仕は 1 月に職場見学を予定しています。国際奉仕は、4 年間にわたって行われたモ

ンゴル高専支援については委員会開催の上、継続の可否を計り理事会において決めていき

たいと思います。  

国際医療福祉大学への留学生が日本、成田に馴染めるような支援について検討中でありま

す。  

 

青少年奉仕は、すでにインターアクト関連の活動が始まっておりますが、8 月の剣道大会

は成田ロータリークラブ杯で、今年度は地区補助金もおりましたので、男子/女子の優勝旗

を作ります。成田ロータリークラブ杯が印旛郡市内中学校の唯一の夏の大会だそうです。

今年も矢野会員にお願いすることになりますが、みなさんの参加をお願いします。  

他には、日航の社員さんで青少年交換のＯＢの方から卓話を頂戴することになっています。  

成田高校のインターアクト部の国外研修が 11 月 8 日からありますが、これについても帰

国報告をいただきます。  

 

最後に、RYLA の実行委員を成田クラブから 1 名出しますので、指名されましたらぜひよ

ろしくお願いします。 
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・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長 

 2017 年に「ロータリー財団 100 周年」「ロータリー米山記念奨学会 50 周年」という節

目を迎えてから早くも２年の月日が経ちました。 

成田ロータリークラブにおきましては「長期計画と数値目標」を掲

げ、その目標達成に向けて多くの会員からご協力いただいておりま

す。その成果は成田ロータリークラブの積み重なる歴史との相乗効

果をもたらし、地区内では絶対的な寄付金累計額を誇るクラブとな

りました。この背景には会員ひとりひとりが其々の事業で得た利益

の一部を地域や人へ還元しようという豊かな心がもたらした結果であると再認識し、小泉

会長の下、更なる理解度向上にむけて努めて参ります。 

 ロータリー財団につきましては間口が広く、また「シェアシステム」が解りづらいとい

う声も少なくないのですが、地区補助金、グローバル補助金、平和フェロー、ポリオプラ

スなど幅広く使い道があることにご理解を頂きたくお願い申し上げます。 

 米山記念奨学会につきましては対象者が「日本で学ぶ外国人留学生」という条件から個々

のお考えをお持ちになられるロータリアンもお見受けできる状況ではございますが、米山

記念奨学会を改めて理解するに当たりまして、 

『「国」対「国」』ではなく『「人」対「人」』とご理解を深めて頂けましたら幸いです。 

 会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  眞々田 美智子 会員 

例会・移動例会がスムーズに運ぶように努めてまいります。また、

参加の皆様、お客様に喜んで頂けるように取り組んでまいります。 

S.A.A.として毎月など会員へ再確認していただく為にも、例会時に

報告をしていきます。また、月初めの座席のくじ引きは引き続き継

続していく予定です。会員皆様のご協力・ご指導のもと、柔軟な心

で明るく取り組みます。一年間よろしくお願い致します。 

 

・会計  長岡 明大 会員 

土井会員の後を引き継ぎ、小泉会長のスローガンである「元気はつ

らつ！楽しいクラブに」を基本に予算も親睦を中心に組み立て、楽

しく活力に溢れたクラブ活動が実践できるように努めてまいります。  

また、今年度は諸岡ガバナーのホストクラブとして有意義なロータ

リー活動が展開できるように財政面を確りと管理してまいります。

なお、会員の皆様には例年通り自己負担をお願いする場合もござい

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  
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・小泉 英夫 会長 

 本年度会長に指名され大変光栄ですが、ロータリーの知識の

まだまだ未熟な私にとって、伝統ある成田クラブの会長となる

ことで大変緊張し、責任の重さを痛感しています。 

 本年度は諸岡ガバナーを輩出するクラブとしてそれを完璧

にバックアップするため、多くの出向者を地区に輩出していま

すが、クラブの通年の親睦、奉仕の活動を停滞することなく果

たすことが私の大きな責務と心得、務めさせていただく所存で

す。皆様の温かいご支援を心よりお願いする次第です。 

 さて、RI会長マーク ダニエル マローニー氏はそのテーマとして「ロータリーは世界を

つなぐ」を掲げ、－世界はかつてないほど分断されています。しかし、ロータリーを通じ

て私達はつながります。私達をつなぐものはロータリーです。比類のない基盤を有するロ

ータリーを通じて私達は人類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的を追求し、末長

く深い絆を作りましょう。－と述べ、ロータリーの会員基盤の強化と絆を強調されました。 

 そして諸岡ガバナーは地区のスローガンに「ロータリーから千葉を元気に」を掲げ地区

内８３クラブのそれぞれが会員基盤や奉仕の在り方、新しいアイデアについて話し合い、

クラブを元気にすることにより、それぞれの地域が元気になり、それが積み重なって千葉

全体が活性化することを目指したいと話されました。成田クラブも諸岡ガバナーの方針を

達成するべく力を合わせたいと思っています。 

 さらに年度後半になる地区大会もガバナー年度の締めとなる行事としてその準備に万全

を期し、楽しい大会、思い出に残る大会としたいと思います。そして６月開催のハワイで

行われる世界大会出席も多くの会員とともに楽しみたいものです。 

 私はロータリーに誇りを持ちメリハリのある親睦、奉仕活動を行い、ロータリーを楽し

むために≪元気はつらつ 楽しいクラブに≫を提唱いたします。そしてこの言葉を忠実に

遂行する為、次のことを重点に一年間活動する所存です。 

① 諸岡ガバナーの提唱の会員基盤の確立のため純増１名はもとより、より多くの会員を増

やし、何かを待つのではなく率先して活動を起こすことにより様々な奉仕活動を活発化

させ地域に貢献できる元気なクラブを目指します。 

② CLP確立の時代に先輩たちが熱き心で語ったみんなでやろうよ。を見直してみよう。 

いま一部の方に活動が偏っていないか。もう一度見直し、はつらつとしたクラブを目指

します。 

③ よくロータリーは１００人いれば１００通りのロータリーがあるといわれます。多様性

は大切ですが、普遍的な部分は共有しなければなりません。特に根幹であります職業奉

仕については年 2回の研修を実施し、会員一人一人の意識向上をするクラブを目指しま

す。 

④ ロータリーの理念を理解して活動することは同じ奉仕であっても喜びが一段と増しま

す。そういう意味でもレベルの高い楽しいクラブを目指します 

⑤ 開かれた理事会、委員会を提唱いたします。誰もがどの理事会、委員会に出席しても

結構です。このことから会員の情報の共有が進み、皆が同じ方向を向いて活動しやすいク

ラブを目指します。 

⑤ 親睦は大いにやりましょう。互いにロータリーや自己の職業について語り合い、互いの
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人間性を理解しあい、深みのある人間関係を作ることにより得られるものは会員自身に 

とって掛け替えのない物となるでしょう。会員同士が親睦を深めやすいクラブを目指し

ます。 

以上６項を重点に≪元気はつらつ 楽しいクラブに≫を目指しつつ、一年間運営するつも

りです。なにぶん浅学な私ですが、皆様のご協力により一年間務めさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・甲田 直弘 幹事 

小泉会長を補佐させていただきます幹事の甲田でございます。 

今年度は諸岡ガバナー年度でもあり私のような若輩者が幹事を

仰せつかいまして恐れ多い次第でございます。 

この成田クラブよりガバナーが輩出されるのは故平山金吾会員

以来ということですが当時の平山ガバナー年度に在籍していた

会員は大変少なくなってきておりまして、かく言う私も初めての

経験でございます。 

地区へ多数出向者を出している状況もありこの大事な年を素晴らしい一年にする為には会

員が年齢、ロータリー歴に関係なく一丸となって当たる事こそが肝要かと思う所存でござ

います。 

私は地元町内の下座連に所属しており祇園祭では山車に乗車して佐原囃子を演奏しており

ます。下座連というのは、漢字で下座（しもざ）と書いて 下座と呼びます。役割という

と お囃子を演奏して若い衆を盛り上げる 言わば“黒子”のような存在であります。 

今年度小泉英夫会長という 頭(かしら)を全力で盛り上げ、そして支えたいと思っており

ますので会員の皆様どうぞお力をお貸しくださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

§大会まであと６カ月 

設楽 正行 地区大会実行委員長 

諸岡ガバナー年度地区大会まであと６カ月となりました。本日

は例会の時間をお借りし、これからの準備状況につきご説明し、

御協力をお願いする次第です。 

ほとんどの部分はガバナー事務所において行われますが、わが

クラブでなければならない部分も多々あります。また、大会間

近や当日の動きは全員のご協力が無ければならないのはいう

までもありません。 

1．基調講演について 

 諸岡ガバナーが今年度≪ロータリーから千葉を元気に≫をスローガンに掲げ船出したわ

けです。地区内すべてのクラブが各自クラブの分析を行い、クラブを元気にし、もっと地

域を元気にしていく行動を求めているわけです。大会は年度後半に行われることからこの

行動の集大成として、基調講演において２７９０地区最大で最高の大学である、千葉大学

と連携し、県内各地の状況を分析していただき、各地域がどうしたら活性化するかの講演

をお願いしています。この講演から各地域が元気になるヒントをくみ取っていただければ
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と思います。従来のような有名人をよんでただ話を聞くのでは無く、スローガンを実際に

具現化する話となることでしょう。現在千葉大学の山田副学長と折衝を行っており、８月

半ばにはまとめたいと思っています。 

 担当は小寺委員長と設楽です。 

２．晩さん会の演奏者について 

 諸岡ガバナーの紹介で千葉フィルハーモニー管弦楽団との契約を予定しています。８月

中に契約いたします。担当は諸岡（正）委員長 

３．アトラクションについて 

 ９日の昼のアトラクションには成田高ダンスドリル部またはオーケストラに交渉中  

担当近藤会員 

４．エキスカーションについて 

 表千家のお茶会を計画－（参加者は 2０数名）諸岡ガバナーの紹介 

場所はホテルマンハッタンまたは海浜公園お茶室、契約は８月中 

この時期寒いので移動にバスが必要か検討－、諸岡（正）委員長担当 

５．懇親会について 

 オープニングは早大三味線、津軽三味線を行う－小泉担当８月中に契約 

この懇親会が成田らしさを出せる唯一の場所、進行表を作り、らしさをどのように表現す

るか－担当菊地委員 例 成田山お守り 剣守り配布 

６．大会プログラム、チラシについて 

 担当石橋委員長   第１０グル―プへの役割依頼 

７．式典中について 

 プレゼンテイターとしてＡＮＡ、ＪＡＬさんにＣＡの出演依頼－式典中のアシスタント

アナ（女性）要請（成田ＣＡＴＶと折衝８月中に決定－担当小寺委員長 

  

◇ 点  鐘   小泉 英夫 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 正徳 会員 7月 16日 管理運営統括委員会 

石橋菊太郎、笠原智、小寺眞澄 各会員 7月 18日 研修三委員会 

諸岡 市郎左衛門 会員 7月 19日 
地区ロータリー財団委員会
（第 1回） 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５名 ６３名 ３９名 ２４名 ６１．９％ ６０．３２％ 

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 

 


