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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 2758回例会 平成 29年 7月 21日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ 四つのテスト  眞々田 美智子 会員 

◇ お客様紹介       

池袋西ロータリー クラブ   平井 憲太郎 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ    福本 渉 様 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

平井憲太郎様（池袋西ロータリークラブ）：今日は角田会員に誘わ

れてやってまいりました。彼とは彼が高校生の頃からの付き合い

でもう 50 年ほどの付き合いとなります。職業は鉄道模型の本を作

ると言う仕事をしておりまして、その創刊が約 47 年前なのですが、

創刊号に高校生だった角田さんが記事を書いてくれました。それ

以来の長いお付き合いで、今のとんでもない趣味を始めてしまう

きっかけとなった悪友でございます。これからもよろしくお願いいたします。 

 

仲村 盛政 会員：非常に嬉しいことがありましたので皆さんと

共に喜べたらいいなと思いニコニコいたします。私は 7 歳のとき

に難民になり 34 歳のときに日本国民になりました。私有財産であ

るお墓と土地が占領軍によって召し上げられました。沖縄では 2

月に中国と同じように清明祭というのがあります。その時お墓に

お参りしないといけないのですが、その度に私はお墓に向かって

手を合わせながら、平和のうちに必ず帰ってくるからしばらく待ってくれとご先祖様に手

を合わせています。その私有財産が 7 月 31 日に返還されるんです。私はようやく敵の屈

辱から解放されてやっと本当の大和民族として胸を張ってご先祖様に報告できると言う喜

びを皆様と分かち合いたいと思いました。 

 

 



 2 

角田 幸弘 会員：今日は、わたしが高校生のころにお世話にな

った東京池袋西ロータリークラブの平井憲太郎氏にお越しいただ

いて感無量です。プレスアイゼンバーンという格調高い鉄道の単

行本の出版社で、そこの洋書の書庫が閲覧自由で、現像室や工作

室も自由に使わせていただきました。その結果できたのが私のよ

うな人間機関車です（平井さんは人間椅子などで知られる江戸川

乱歩のお孫さん）笑。今日はお越しいただき、ありがとうございました。 

 

平山 秀樹 会員：にこにこと言うよりお詫びでございます。1

ヵ月余り欠席が続き申し訳ありませんでした。またその間に座る

場所も変わっておりまして、食事が終わり会長に呼ばれるまで気

づきませんでした。これから 1 年よく勉強して来年に備えたいと

思っております。今、諸岡ガバナー補佐の鞄持ちとして各クラブ

を廻らせていただいておりますが、これも大変勉強になっており

ます。来年に備えてステップを踏んでいきたいと思っております。よろしくお願い致しま

す。 

 

◇ バナー交換 

池袋西ロータリー クラブ    

平井 憲太郎 様 

 

 

◇ 会長挨拶   成田 温 会長 

今日は、諸岡ガバナー補佐訪問日です。 

後ほどのクラブ協議会の冒頭でご挨拶とスピーチをお願いし

ております。8 月 4 日の寺嶋ガバナー公式訪問時のアドバイス

を頂けるそうです。尚、その後のクラブ協議会は先週に引き続

き通常通り行いますので、よろしくお願い致します。 

年度初めですのでガバナー事務所より色々とメールが来てお

ります。その中の RI イアン・ライズリー会長からのメールの

中から、今年度の当クラブの重点項目のひとつである新勝寺開基 1080 年に伴う植樹に関

連する記載がありましたので一部をご紹介いたします。 

 

「今日から、2018 年 4 月 22 日の「アースデー」までに、会員 1 人につき 1 本の木を植え

ていただきたいと思います。環境の持続可能性のためのロータリアン行動グループは、こ

の取り組みにおいて素晴らしいリソースとなります。 

この取り組みは、120 万本の木が環境に良い影響を与えること以上に素晴らしい成果をも

たらせると期待しています。それはつまり、ロータリーがこの惑星に住む人々に対する責

任だけでなく、私たち全員が頼って生きているこの惑星そのものに対する責任を認識して

いるのだと示すことができるということです。」 

その後も続きますが長くなるのでこの辺で終わりにいたします。 
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来年の新勝寺開基 1080 年に向けて社会奉仕委員会において計画・進行しております成田

クラブ会員 1 人 1 本の植樹を実現していきたいと思いますので、ご協力をお願いいたしま

して、本日の会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◇ 委員会報告 

・米山記念奨学／クラブ会報  浅野 正博 リーダー 

米山記念奨学に設楽会員から 10 万円の寄付を頂きました。ま

た本日、回覧で寄付のお願いをしております。御協力頂けます

会員の方は、ご記名をお願いいたします。 

来週例会終了後、クラブ会報委員会を開催いたします。委員の

皆様はご出席、よろしくお願い致します。 

 

◇ 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 

・千葉北ロータリークラブ創立 20 周年記念事業のご案内 

・地区より九州北部豪雨災害に対する義援金のお願い 

・2016-17 年度ガバナー青木様より任期満了に伴う御礼 

・なりた環境ネットワークより講演会の参加者募集について 

 8 月 5 日（土）笑って学べる収納セミナー  

成田市役所 6 階大会議室 

講師 収納王子コジマジック氏 

・2016-17 年度ガバナー青木様より任期満了に伴う御礼 

【連絡】 

・昨日、八街ロータリークラブ主催で第９分区の会長・幹事会が開催されました。 

 

クラブ協議会 

パートⅡ 

司会進行    長原 正夫 幹事 

 

・前年度決算報告   遠藤 英一 会員 

別紙参照。高橋前年度会計が異動になり、最終的な科目調整を行っておりませんが、数字

は間違っておりません。今期は三ヶ月ごとに科目を確認する予定でおります。 

 

・審議事項 

１．名誉会員推薦の件                        成田 温会長 

  成田山新勝寺 橋本照稔貫首     

２．出席免除承認の件                         成田 温会長 

  藤﨑 壽路会員、山崎 義人会員   
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３．取引銀行承認の件                    成田 温会長 

  千葉興業銀行成田支店 

 

４．７月１日現在の会員数承認の件                  成田 温会長

  70名 

５．収支予算（案）審議承認の件               小岩井学会計 

 

６．クラブ計画書審議承認の件               成田 温会長 

 

２０１７～１８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。 

 

【ガバナー補佐挨拶】 

          第 9分区ガバナー補佐 諸岡 靖彦 

皆様こんにちは。本日は第９分区のガバナー補佐として、こ

の場に立たせていただいております。8 月 4 日（金）の寺嶋ガ

バナー公式訪問の露払いとして参りました。 

ガバナー補佐として分区内クラブの訪問を始めましたが、例

会の規模、明るいアットホームな雰囲気、整然とした運営…な

ど、当クラブの例会は魅力的です。成田ロータリークラブの強

味の第 1 であろうと思います。前年の石川会長年度では女性 4

名を含む 15名の新会員の増強を実現して、クラブ内外の耳目を集めました。会員数だけで

クラブの力量を評価することは出来ませんが、数がクラブの基盤であることは現実であり、

多くの可能性を呼び込む要因です。    

そしてこれがどんな背景で実現してきたかを思い起こすと、他クラブのお手本となる事

例が見えてきます。成田クラブを語るとき、今から 15年前頃に会員の減少が続いた事があ

りました。当時のクラブ指導者の先輩の方々がクラブの情況に危機感を覚え、起死回生の

ために新らしい風をクラブに採り入れたのです。CLP＝クラブ・リーダーシップ・プランで

した。19に細分化されていた委員会組織を 5つに大括りに整理統合して、全会員が参加し

て、計画、実行、反省、改善の Plan-Do-Check-Actionのステップを踏んだ行動様式をクラ

ブに定着させて、これを数年掛けて全会員に理解を進め、クラブの勢いを回復させて、今

日に至っていることです。更に CLP の延長として、クラブ内に定期的なロータリー研修を

定着させて、地区に多くの会員が参加するようになりました。ロータリー人財は着実に増

えています。 

ガバナー補佐の仕事は、ガバナーと分区内クラブの橋渡しですが、クラブを活性化させ

るためにクラブに寄り添い、クラブの長所、特徴的な個性、地域の事情と可能性や機会を

どのようにしてクラブの力とするかを、地区委員会の協力を得て応援することです。ガバ

ナーの公式訪問の当日は、成田ロータリークラブの個性、強味、抱えている課題、長期戦

略計画を強くアピールして欲しいと思います。また地区や国際ロータリーの方針その他懸

案や疑問を、直接ガバナーに質問していただきたいと思います。対話と討議によるコミュ

ニケーションを盛り上げたいと考えております。そして、寺嶋ガバナーに率直にご指導を
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仰ぎ、それをクラブの活力にしてゆきたいと思います。ありがとうございました。 

 

【各委員会活動計画】 

・米山記念奨学・ロータリー財団委員会 遠藤 英一 委員長 

今年の成田年度の目標は End Polio Now。今年のうちにポリオ

を全滅させようと言うのが今年のテーマでございます。予算の中

でも去年より 600,000 円余分に財団を集めるようにと言う指示

がございました。今日も寄付者名簿の回覧をしております、ぜひ

ご協力をお願いいたします。 

 

・会員増強・退会防止委員会    諸岡 正徳 委員長 

成田クラブは皆様ご承知のように、昨年度 15 名の新会員を迎え、

現在 70 名前後の人員規模を誇っておる 2790 地区内でも 2 番目

に大きい人員規模のクラブとなっています。 

これは昨年度ご担当されました高橋委員長はじめ、会員各位のご

尽力の賜物であります。 

今年度はこの規模の維持はもとより、成田会長の今年度の目標の

一つであります、会員の退会防止に尽力して参りたいと思います。 

特に新会員の皆様にどうロータリークラブの中に入っていただくかが鍵です。 

私もそうですが、どんなことをしているのかを理解するにはそれ相応の時間を要します。

そこでまずは、人間関係の構築をするために、会員各位のコミュニケーションの場を積極

的に設けたいと思っております。 

親睦のご担当の方とも相談しながら、夜間定期的にノミニケ―ションの場を設けますので、

さっくばらんにご参加いただき、忌憚ないご意見や質問を交わせればと思います。 

そこで一緒に環境の改善に努めて参りたいと思います。 

なにせ新米委員長ですので、皆様の御支援ご協力をお願い申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

・広報・公共イメージ委員会  深堀 伸之 委員長 

本年度 RIの３大戦略計画の一つにロータリー公共イメージと

認知度の向上が掲げられており、公共イメージが良くなればク

ラブと地域社会との関係が良くなるとしています。 

また RI 会長はロータリーとは「どのような団体か」ではなく

「何をしているか」で定義されると語りました。 

このテーマに沿って公共イメージ委員会では成田会長の方針

に従い３つの活動計画を立案し委員会メーンバーときめ細かい協議を重ね実施していきた

いと思います。 

１、 メディア協議会の実施（年１回２月予定） 

２、 奉仕活動のニュースリリース（空港記者クラブ・地元メディア） 

３、 公共イメージ向上につながるホームページ更新 

会員の皆さまの積極的なご協力よろしくお願いいたします。 
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・クラブ管理運営委員会   角田 幸弘 委員長 

クラブ管理運営委員長を仰せつかりました角田です。よろしく

お願いします。 

クラブ管理運営委員会は、プログラム、クラブ会報、親睦、ロ

ータリー・フレンドシップの 4 つの柱からなります。 

各委員会では、リーダー、サブリーダーだけで活動を処理せず

に担当委員全員の参加で委員会を運営していただきたいと思

います。 

今期の特徴として、ほぼ毎月、月間のテーマにあわせて各委員会から卓話を頂戴するとい

うのがあります。 

たとえば、8 月は会員増強拡大月間なので会員増強・選考委員会から、9 月は基本的教育と

識字率向上月間ということで社会奉仕委員会というように各委員会から卓話を頂戴します。 

その際の卓話の発表者はリーダーあるいはサブリーダーあるいは委員のなかから選定して

も、外部に頼んでもかまいませんが、ここが大事なのですが、卓話の前にかならずミーテ

ィングを開いていただいて、委員会としての親睦を図るとともに、必ずメーキャップ申告

していただいて出席率向上に寄与していただきたいのです。それが今期の特徴です。 

親睦旅行は 10 月 1 日から 3 日までの日程で金沢を観光します。盛り上がりどころ満載で

すので、ふるっての参加をおねがいしたいと思います。 

また、クラブ会報の原稿は、会報作成の手間を少なくするためにも、データーでの提出が

一つでも増えるようにお願いします。これから事務局をおねがいすることになる野口さん

の会報編集の負担が少なくなるように、みなさんで協力をお願いします。 

最後に、ロータリーフレンドシップおよび同好会の活動についても、お集まりいただく時

には、メーキャップになるように事前に理事会に申告してください。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）   小寺 真澄 会員 

今期、Ｓ.Ａ.Ａ.（正）を務めさせていただきます、小寺です。 

Ｓ.Ａ.Ａ.の事前打合せにおいて、 

 ・ 月初め例会の着席場所を２年前に導入され去年同様抽選

とさせていただきます。 

   ただし、ゲスト等のもてなしのため、着席場所を変更し

て頂くこともありますので、ご協力をお願いいたします。 

 ・ 例会等の欠席届の励行のお願い。 

   昼食の準備等の都合がありますのでお願いいたします。 

 ・ 発表内容のデーターでの提出のお願い。 

   内容の濃い例会の成果は、週報に残ると考え、また、発表者の意思を確実に伝える

ためにもご協力をお願いいたします。 

上記のほか、一人一人が目的を持って例会等に参加するようお願いいたします。 

まだ、入会間もない会員の皆様は、「顧問制度の活用」をお願いいたします。 

 一人一人のロータリーを実践していただける様、ロータリー活動を知り、また、知識を

高める近道となるのは、例会等において諸先輩等に自分の考えを述べ、指導を仰ぐのが近

道と考えます。 
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 中でも顧問の先輩方は、経験も豊富ですので活用を活発になるようお願いいたします。 

 最後になりますが、Ｓ.Ａ.Ａ.の活動は、会員皆様のご理解があってこそ成し遂げること

が出来る活動です。宜しくお願い致します。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出席者 長原正夫 深堀伸之
堀口路加
石橋菊太郎 橘昌孝 仲村盛政 甲田直弘 芦谷源一

黒須優子 野口千春

欠席者 成田温 渡辺孝 滝沢尚二 岸田照泰 藤崎壽路

　〇石橋よりロータリーの職業奉仕レジメを各委員に
これをたたき台、や資料として使って次回の役に立ててください。

本年度委員会予定

次回 9月 日程調整中
担当者 甲田
司会者 堀口 ＲＬＩ方式で
場所 U-シティーホテル
テーマ 委員会勉強会 職業奉仕を語る

1月が特別月間で、芦谷さんの発表下地作り。

12月 日程調整中
担当者 石橋

特別月間発表の内容打合せ。

1月 26日 例会にて
担当者 芦谷
テーマ ロータリーの職業奉仕

3月 日程調整中
担当者 松本大樹

新会員です NAA 未入会の為
詳細はこれから。

テーマ 職場見学

5月 未定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職業奉仕委員会リーダー石橋菊太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田ロータリークラブ職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会報告

平成29年7月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於成田ビューホテル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例会終了後
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出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 6 月 21 日 印西ロータリークラブ 

橘 昌孝、矢野 理恵 各会員 7 月 5 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 市郎左衛門、豊田 磐、小宮山 四郎、諸岡 靖彦 

池内 富男、齊藤 三智夫、香取 竜也、浅野 正博 

石橋 正二郎、平野 省二、角田 幸弘、本宮 昌則 

吉田 稔、久米 剛、近藤 博貴 各会員 

7 月 14 日 ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会 

諸岡 靖彦 会員 7 月 19 日 印西ロータリークラブ 

渡辺 孝、藤崎 礼子 各会員 7 月 19 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

成田 温、長原 正夫、諸岡 靖彦、平山 秀樹 各会員 7 月 20 日 第 9 分区会長、幹事会 

成田 温、長原 正夫、石橋 菊太郎、橘 昌孝 

仲村 盛政、堀口 路加、深堀 伸之、甲田 直弘 

芦谷 源一 各会員 

7 月 21 日 職業奉仕委員会 

石川 憲弘、松田 泰長、諸岡 靖彦、齊藤 三智夫  

各会員 
7 月 23 日 

2017-18 年度 国際ロータリー

第 2790 地区 

クラブ研修リーダー・委員長セミ

ナー 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 7 月 23 日 地区監査委員会 

 ： 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ４７ ２０ ７０．１５％ ７７．６１％ 

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 

 


