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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2665 回例会 平成 27 年 7 月 24 日（金） 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      仲村 盛政 会員 

◇ お客様 

成南協心社 

 代表取締役社長 深山 直美 様、専務取締役 内山 信一 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ   

村島 義則 様、萩原 康宏 様 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

川島 利昭 会員：先般、手前どもの業績報告をさせていただきまし

たが、昨日、東京証券取引所市場第一部へ上場いたしました。これも

皆様に毎日ご利用いただいているお蔭かなと思っております。 

 

大澤 浩一 会員：皆様に成田高等学校野球部を応援していただきま

したが、木更津総合に負けてしまいました。新聞等で見ますと点差は

あるように感じるのですが、一回にスリーランを打たれたものの、そ

の後、ピッチャーは今季一番と言っていい位の出来でした。そして、

エラーも出ない。しかし、相手もよく投げ、よく守ったという印象で

す。ベスト 8 から勝ち上がって行くのはいかに大変かということを実

感いたしました。皆様方、応援ありがとうございました。これからインターハイが始まり

ます。陸上競技では 20名出場いたします。全国で優勝を狙えるところまできました。県で

は総合優勝。関東では男子 2位、女子が 3位（関東は全国でレベルが一番高い）。できれば

最終日に表彰台に登ってほしいと思っております。皆さんのご声援をいただければと思っ

ています。引き続き応援よろしくお願い致します。 

本日、例会終了後、青少年奉仕の委員会を開催いたします。関係者は、出席よろしくお

願い致します。 

 

◇ 会長挨拶   佐瀬 和年 会長 

本日は、成南協心社の深山社長と、内山専務がご挨拶にお見えになりました。ゆめ牧場の秋葉さんの

冥福と共に、15秒間の黙祷を捧げますので、皆さまご起立ください。 
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今日は「阿弥衆」と言う、美術工芸、作法等に優れた集団の存在から話しましょう。 

ここにおいでの皆様は、一国一城の城主であります。人物が大成して行くと「美しさの追求」が願望

になります。近年では、出光、大日本インキ等のように、美術工芸の収集を試みる人も多く現れます。

戦国時代の国取り乱世では、手柄を立てた武将に、褒美として 100石

とか 50石などと領地を与えますが、上げる物が無くなってくると、愛

用の刀とか、調度品、茶碗なども褒美として与えました。その時に品々

の価値を決めたのが「阿弥衆」です。今、テレビで話題になっている

「なんでも鑑定団」もその流れを継承しているのではないでしょうか。

焼き物については、あまり価値の無いものも登場してきたようです。

刀は現代も「国宝」に一番多く認定されている藝術品です。次は「刀」

について少しお話します。 

 

◇ 委員会報告 

・ＲＦ    小宮山四郎 会員 

地区大会記念ゴルフが 10月 5日に開催されます。 

21 日からＷＥＢ登録開始、先着 200 名。参加をされる方は、事務

局、幹事、私へご連絡をお願い致します。また、本日、18時からＵ

－シティホテルで RF委員会を開催いたします。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

＜回覧＞ 

・地区の研修協議会報告書（4月 29 日開催） 

・各種委員会などの出欠一覧表 

＜連絡＞ 

・地区大会記記念ゴルフ 8月 25日締め切り。プレー代半額クラブ負担。 

・プログラム委員会 7月 31日 

・奉仕プロジェクト委員会 8月 7 日 18時から菊屋さん 

・インターアクト年次大会 8月 27 日 10時から茂原樟陽高校 

・RLIの DL養成講座 8月 8日 13 時 15分 千葉市民会館 

・青少年奉仕委員会 例会終了後 

・ＩＴ広報公共イメージセミナー 7月 24日甲田委員長出席 

・7月 31日入会式 

NAA取締役 大塚洋様、日本空港ビルデング 笹子恵一様 

 

◇ 成南協心社 深山直美様からご挨拶 

先日は深山一郎会長の葬儀にご参列いただきましてありがとう

ございました。ちょうど今日 24日が立ち日となり一ヶ月を迎えま

す。家族、特に母に笑顔が戻ってまいりました。これもひとえに

皆様のお蔭と感謝しております。また、病室で怒りながら「俺を

なぜ退院させないんだ」と言っておりました会長も、今はニコニ

コしているのではないかと思っております。まだまだ至らないと

ころがあると思いますが、専務の内山に助けてもらいながら協心社を築き上げていきたい

と思っておりますので、皆様よろしくお願い致します。 
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◇ 卓話 

～～～～ ロータリーの基本 ～～～～ 
渡辺 孝 会員 

本年度、佐瀬会長の方針は会員卓話を軸に例会を行うとい

うことでした。その中で一番にプログラム委員の方から私に

ご指名を頂きましたので、本日はロータリーの基本について

お話いたします。 

1984年 5月、当クラブに入会させていただきました。当時

の会長は諸岡市郎左衛門さん、会場は成田山の隣の駐車場に

ありました北総会館でした。会員数は 68 名（現在 61 名）、

平均年齢は 59歳（現在 62歳）、 

入会金 5 万、年会費は 15 万でした。私は入会以来、週報と活動計画書を保存しておりま

す。32年間ずっとです。成田にロータリークラブがあるのは知っておりましたが、錚々た

るメンバーだったので、とても私が入会できるわけないと思っておりました。そうしまし

たら、JCを 40歳で卒業し、3、4年経った頃、話をいただき小泉栄助さん、鬼澤伸夫さん

の推薦で入会いたしました。ロータリーの良い所は、年齢の差、企業の大小、職歴、学歴

が一切関係無く、同等であるという所です。 

 ところで、皆さん、ロータリアンの 3大義務をご存知でしょうか？ 

１．例会への例会出席 

２．会費の納入 

３．ロータリー雑誌の購読 

 

7 月 3 日、佐瀬会長はこれから人生の道場を開きますとおっしゃいました。まさしく例

会はそうなんです。出席しロータリーを勉強し、それを心に収め実践したならば、その企

業は反映するであろう、反映すれば利潤も生まれるであろう、その利潤を少しでもいいか

ら社会のために還元する。これがロータリーの求める社会奉仕であり、職業奉仕であり、

国際奉仕、それぞれの奉仕に繋がるのです。ですから例会に出席することが、一番の基本

です。私も入会当時は何もわかりませんでした。よく職業奉仕の話が出ますが、「職業奉仕

って何？」と質問しますと、「簡単だよ。毎例会に出席すればいいんだよ。」とある先輩が

おっしゃいました。 

具体的な例としては、ある街にいって買い物しようとＡデパートに入る。あいにく目的

の品がなかった。そうしたら店員さんが、「ちょっと待ってください。隣の B デパートに

電話をしましたらそこにあるそうです。」その日から、その方はＡデパートのお得意さんに

なったそうです。またお医者様で休診、時間外に患者さんを診る、これこそ究極の職業奉

仕だと思います。 

私が入会して 2 年目の時、会長さんは川村佐平治さんでした。その方の年間ターゲット

は“例会の出席は親睦と奉仕の第一歩”でした。それを聞いてから 32年間、皆出席を続け

ています。しかし、年間 45週くらいあります。これを休まずに出席することは不可能です。

仕事の都合、家庭の事情、生身の体ですから病気もします。もしも例会に出席できなくて

もメーキャップの制度を使うと非常に便利です。定款 9 条出席にメーキャップの仕方が

色々書いてあります。今日休んだ場合、前後 2 週間の間にメーキャップすれば出席と認め

られます。或いは委員会に出席する。又は理事会が認めた行事や会合に出席することによ
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って、欠席を補填することができます。そう考えますと、いくらでも出来るはずです。子

クラブである成田コスモポリタンロータリークラブさんであれば、メーキャップ料は必要

ありませんから気楽に行けます。違うクラブに行って例会の仕方を見ることも非常に勉強

になります。従業員の理解も必要。健康も大事です。定款 12 条 4 節には例会 4 回連続欠

席すると、会員身分が終結させる事が出来ると記載されております。それほど、出席に関

しては重きが置かれているという事だと思います。 

 

会費の納入については、期限内に治めることが重要です。定款 12 条 3 節、細則 6 条 4

節。猶予期間内に会費が納入されない場合、会員身分が終結させる事が出来ると記載され

ております。 

 

ロータリー雑誌を購読し友を読む。昨年度、雑誌リーダーの矢島会員は毎月気になる記

事を紹介されました。大変素晴らしかったと思います。しかし、これもリーダーだけがや

っては意味がないというのが、私個人の意見です。友が配布された次の週にでも、雑誌リ

ーダーがロータリーの友の感想はどうですか？と質問をしてみる。読んでいれば答えられ

るし、読んでいなければ答えられない。それぐらいのことをやらないと、中々読む機会が

無いような気がいたします。 

 

最後に一番皆さんにお願いしたいのは、是非会長、幹事をやっていただきたい！これを

やらないとロータリーを理解する、深めることはできないと思います。私も 1990 年から

91年、石橋雅男さんが会長の時に幹事をいたしました。その時、ロータリーのいろはから

勉強しました。手続要覧は 1、2 回では難解な言葉ばかりで非常に理解しにくかったので、

3回読みました。その後、1998年から 99年、第 38代の会長を仰せつかりました。今でこ

そ 3代先まで会長が決まっておりますが、当時は大変でした。特に私の時は、12月の第一

例会である年次総会で次年度の役職を決めますが、11月の中頃まで会長予定者が決まって

おりましたが、会長をやらないどころか、突然退会してしまいました。これには流石の私

も驚きました。急遽理事会が開かれ、その席で私へ会長職の話がきました。当時、パスト

ガバナーの平山さんから「ロータリーにノーは無いよ」と言われ、近藤会員の「私が幹事

をやるから」という心強い言葉もあり、お受けいたしました。色々ありましたが、自分の

人間形成においてプラスになる、大きな財産になる事は間違いありません。一回り大きく

なります。という事で、皆さん、会長、幹事のお話が来たら「ノー」と言わず、前向きに

お受けになり勉強して頂きたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長  

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

近藤 博貴 会員 ７月２２日 成田コスモポリタンＲＣ 

甲田 直弘 会員 ７月２４日 IT広報公共イメージセミナー 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４２ １８ ８０％ ８１．６７％ 

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 

 


