
 1 

 

 

 

 

 

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  我らの生業 

◇ 四つのテスト  細井 将紀 会員 

◇ ニコニコボックス 

石川 憲弘 会員：先日、私が若い頃勤めておりました東急の友達（７

５，６才）が 2 人、45 年ぶりに私に会いに神奈川県相模原から来てく

れました。年賀状のやりとりは毎年していたのですが、JR の改札口で

待ち合わせをしたものの、1 人は頭が薄くなりもう 1 人は帽子をかぶっ

ていたので私は全く気が付きませんでした。45 年の時の長さを感じま

した。3 人とも脳梗塞を患ったことがあり、脳梗塞 3 兄弟と冗談を言いながら大笑いしま

した。その中の一人の話ですが、当時坪 200,000 円位で買った土地が平成 2 年のバブル真

っ只中、坪 1,000,000 円で売れたと喜んでおりました。喜久川会員が儲かるのもわかりま

す。それを元手に現在の敷地を手に入れ、サラリーマンですから一生の住処にしようと家

を建てたそうです。当日は成田名物になりました鰻を食べ、成田市内を散策し、成田山新

勝寺をお参りしビューホテルに一泊。次の日には私の家に来てゆっくり当時のことを話し

ました。本当に懐かしい楽しい時間でした。 

 

平山 秀樹 会員：去る７月２５日、都内のホテルにて TRF（ロータリ

ー財団）管理委員長、ゲイリーC.K.ホァン元 RI会長の懇談の集いが行

われました。以前、2014 年の「ロータリーの友」に当時 RI会長であら

れたホァンさんの「まず自らの行いを正しくし」というスピーチについ

て書いた私の記事を掲載していただきました。ホァン RI会長（当時）

の言葉は中国の古典、「大学」の「修身済家治国平天下」でした。そして、それは父、平

山金吾（PG）が私の社長就任の時に渡してくれた色紙の言葉でもありました。その想いを

まとめた掲載記事をできれば中国語にしたかったのですが力及ばず、私自身が拙い英語に

翻訳して「ファンレター」として胸に忍ばせてこの会に参加しました。 

 

 父の色紙の写真を見せると、ファンさんはすぐに理解してくれて一緒に写真を撮ってく

ださり、励ましの言葉をいただきました。私の生涯に残る瞬間となりました。はからずも、

田中作治元 RI会長がこの集いの中で「自分の人生にとって最も意義深いことはなにか？私

は人の役に立つことだと確信しています。職場、地域社会、ロータリー、世界へと、自分

ができる人の役に立つことはなにか、朝目が覚めたときからずっと考え続け、行動してい

ます。」という主旨のスピーチをされました。まさしくファン元会長は人の役に立つため
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の行動を誰よりもされている方なのだと思います。私も力及ばないながら仕事、地域社会

活動、ロータリーを通じて、少しでも人の役に立つ活動をしたいと強く思った晩となりま

した。 

 

◇ 会長の時間   小泉 英夫 会員 

長い梅雨が明けるかと思いましたら、次の熱帯低気圧が台風 6

号に変わりこちらに向かっていると言うことで、今晩から荒れ模

様になるそうです。心配なのは、日曜日に行われる 2580 地区イ

ンターアクト年次大会の途中に寄られる成田山見学がどうなる

かです。状況が変わりましたら、お手伝いしていただく会員の皆

様へご連絡させていただきます。 

今週はいろいろありました。参議院選挙はあまり盛り上がらずに終わり、蓋を開けてみた

ら自民党が少し数を減らして終わったと言う形になりました。状況としてはあまり変わら

ないのかなと言う感じがします。それと高校野球ですが、成田高校が 4 回戦で船橋東に勝

ちまして準々決勝で優勝した習志野と当たりました。ちょうど応援に行っていたのですが、

前半は習志野ペース、後半は成田ペース、もう少し早く挽回できていればと悔やまれます。

惜しい結果でしたが習志野が優勝してくれたのがせめてもの救いです。 

祇園祭について、一昨日実行委員会の反省会がありました。三日間ずっと雨だったという

話がほとんどで、次の週の佐原も雨、今週は寺台、飯田町、並木町の祭りです。こちらも

天気が心配されます。 

その他にも吉本興業やイギリスの首相交代でもやはり EU 離脱を強硬に進めると言うこと

で目が離せません。株価にも影響があるでしょう。 

今日はこの後グループディスカッションです。皆さんでこれからの成田クラブをどうする

かと言うのを話し合っていただけたらと思います。 

 

◇ 委嘱状 

地区幹事(会計) ローソンかおり 会員 

 

◇ 米山記念奨学 

 第 7回 堀口 路加 会員 

 

◇ 入会式 

・立石 真辞（たていし しんじ）会員 (株)ボンベルタ 代表取締役社長 

推薦者 小泉 英夫 会長、甲田 直弘 幹事 

顧 問 近藤 博貴 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

奉仕プロジェクト 国際奉仕 

職業分類 百貨店・ショッピングセンター 

5 月に前任の谷と一緒に参加させていただきました。また、まだ正式な入会前ではありま

したが、祭りを見よう会にも参加させていただき、楽しませていただきました。 

今後も皆様と親睦を深めて、前任の谷同様地元のお客様に信頼していただけるようなお店



 3 

を目指していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長 

ロータリー財団 ポリオプラス 1000 ドル／米山特別寄付 10 万円 

成田 温 会員 

 

・奉仕プロジェクト委員会  角田 幸弘 委員長 

日曜日、2580 地区インターアクト年次大会が小見川で行われます。そ

の前に成田山見学があり、成田クラブでご案内すると言うことになり

ましたが、現在 7 名の参加表明をいただいております。飛び入り参加

も大歓迎です。10 時に米屋観光センターへお越しください。その時の

服装はこの紫のポロシャツと白い帽子着用でお願いいたします。 

 

・戦略計画委員会 成田 温 

先週の例会後に第一回目の委員会を開きました。参加者は 14名でし

た。簡単に成田クラブの課題を 1人ずつ述べていただきました。戦略

計画の立案ガイドというのが RIのガイダンスにあるので、それに書

いていただいき第二回目までに私の方へ送っていただき取りまとめ

ます。第 2回目はそれに従って討議すると言うことになりました。まずはご報告まで。  

 

・ガバナー公式訪問日記 その１ 

（2/24 コスモポリタン RC、7/26 船橋西 RC、7/31 銚子・銚子東 RC） 

代読 堀口 路加 会員 

7 月 23 日（火）第 2 グループ船橋 RC,船橋みなと RC への合同例会

訪問を革切りに公式訪問が始まりました。 

この日の同行は神﨑誠・地区副幹事長、会場は船橋グランドホテル。青木忠茂 AG がお出

迎え。個別クラブごとに懇談会に入る。双方とも緊張気味、しかし雑談から始めお互いに

身構えないように、やわらかく質問を投げる。 

船橋市は県内第 2 の人口規模で、今でも年間 1 万人近い社会増があるとか。インフラ整備

が間に合わず、市内は道路混雑があたりまえ。 

大都市の困難を抱え、東京勤めのサラリーマン所帯の市民に対して如何にロータリーを 

アピールするかが共通の課題か。 

なお、同行の神﨑さんには懇談会から同席してもらい、懇談会の記録役をしていただき、

訪問先クラブの背景や会員基盤について、一緒に考えてもらいました。これからも同行の

方には、時間が許せば、そのように対応いただきたいと思っています。 

26 日の例会には出席できませんが、先の例会でご案内しました 8 月 7 日開催の『道経一体

セミナ』への会員の皆様の多数ご参加を、改めてお願いいたします。 
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◇ 幹事報告    甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 白井ロータリークラブ 

・2019 年度会員名簿（確認用） 

・ロータリーポリオプラス委員会より「ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ Ｎ

ＯＷ」ピンバッジ贈呈のご案内 

・社会福祉法人大成会 不二学園より全日本プロレスチャリテ

ィーマッチ招待の御礼 

・成田スポーツフェスティバル実行委員会より「第 8 回成田スポーツフェスティバル開催

のご案内」 

 

◇ 点  鐘    小泉 英夫 会長 

テーブルディスカッション 

～特別月間 会員増強・維持拡大～ 

司会 小寺 眞澄 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 

長原 正夫 会員 7月 1日 ロータリーの友委員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４名 ６１名 ３７名 ２４名 ６０．６６％ ６８．２５％ 

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 

 


