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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2576回例会 平成 25年 9月 13 日（金） 
 

 

～於：成田ビューホテル～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月初め例会に際し 

◇ 平山 秀樹 会員増強・退会防止委員長  

先月の出席率 80.06％  

◇ Ｓ．Ａ．Ａ． 小泉 英夫 会員 

今月も楽しくやりたいと思いますので、ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    手に手つないで 

◇ 四つのテスト      平山 秀樹 会員 

◇ お客様紹介   

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 関口 徳雄 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 金子 公久 様  

◇ 誕生日 

高橋 晋 会員、小泉 英夫 会員 

福田 朗 会員、本宮 昌則 会員 

小池 正昭 会員、小柳 政和 会員 

飯田 正雄 会員 

ガバナー公式訪問 プログラム 
12：00～12：30 各会員 昼食 
＜例会＞  
12：30 点鐘 遠藤 英一 会長 
13：00 ガバナー卓話 関口 徳雄 ガバナー 
13：30 点鐘 遠藤 英一 会長 
 記念撮影  
＜クラブ協議会＞  
13：40 ガバナー補佐挨拶 設楽 正行 第 9 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
～15：10 討論会形式  
 ガバナー講評 関口 徳雄 ガバナー 
＜懇親会＞  
15：30 パティオ  
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沢田 喜信 会員（欠）、佐瀬 和年 会員（欠） 

加瀬間 俊勝 会員（欠）、小澤 美良 会員（欠） 

山崎 義人（欠）、 

 

◇ 結婚記念日 

小柳 政和 会員、吉田 稔 会員（欠） 

 

◇ ニコニコボックス 

岸田 照泰 会員：この度、私の入院にあたり遠藤会長、成田幹事の

お見舞いをいただいた上に、過分なるお見舞いを賜り誠にありがとう

ございました。まだ本調子とまでは至りませんが、体調を整えてまい

りたいと思っております。改めてご芳情に対し感謝申し上げます。 

 

小泉 英夫 会員：昨日 7 年ぶりに総勢 13 名でディズニーランドに

行ってきました。昨日は暑くて並ぶのも大変でしたが、ファストパス

を使い、比較的スムーズに乗り物に乗ることが出来ました。夜のエレ

クトリカルパレードまでおりましたが、孫の喜んでいる顔を見て、こ

ちらも大変うれしくなりました。 

 

角田 幸弘 会員：友人の萩原譲治画伯の二年ぶりの個展が開かれて

おります。心洗われる数々の画に囲まれてお茶を飲んできていただけ

たらと思い紹介させていただきました。もう一つ、先月のＮＨＫ“お

はよう日本”で私のＳＬ鉄道が放送されましたが、月見例会でも皆様

から「見たよ！」というお言葉をいただきました。これが縁で千葉県

広報課からお話がありまして、フジテレビの日曜日 朝 8 時 55 分か

ら放送されている『千葉の贈り物』で取り上げていただくことになり

ました。これも皆様の応援のおかげと感謝しております。ありがとう

ございました。 

 

成田 温 会員：先ほど関口徳雄ガバナーからニコニコをいただきま

した。私からもニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶  遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。国際ロータリー第２７９０地区関口徳雄カ

バナー、第９分区設楽正行ガバナー補佐におかれましては、ご

多忙にもかかわらず、ようこそ成田ロータリー・クラブにお越

しくださいました。 

本日は関口徳雄ガバナーをお迎えして、成田ロータリー・ク

ラブの現状をガバナーの立場から精査いただき、今後の運営に

ついてご指導いただく絶好の機会であります。さて、会長エレ
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クト研修セミナー（ＰＥＴＳ）に始まり、地区協議会、そして各委員会セミナーを通じて

地区のご指導をいただきつつ、本年の成田ロータリー・クラブは奉仕活動を大前提とした

「活力に満ちた楽しいクラブを目指して」活動を続けております。また、例年、親睦活動

は頻繁に行ってきたところではありますが、本年は家族例会を主体として７月の「祭りを

見よう会」に始まり、８月には「東京スカイツリー見学とプロ野球巨人・阪神戦観戦」、

９月には「納涼月見例会」を開催し、１０月には「家族親睦旅行」が予定されております。 

成田ロータリー・クラブはクラブ活性化のため、２００５年から国際ロータリーが推奨

するクラブ・リーダーシップ・プラン（ＣＬＰ）理念の研究を始め、２００６～０７年度

に、例会、各委員会、ホームミーティング等で慎重かつ頻繁に議論を重ねた結果、この制

度を導入し、７年を経過しようとしております。ただ、残念なことに、その後このＣＬＰ

およびＤＬＰに関する地区での議論はあまり聞かれなくなっております。 

このＣＬＰ制度の導入により、１９にも細分化されていた委員会構成を５つの委員会に

集約し、スリム化するとともに、クラブの長期計画等クラブ運営に継続性を持たせる特別

委員会の仕組みを取り入れました。また、会員は、必ず管理部門と奉仕部門の２つの委員

会に所属することにより、各活動に積極的に参加するようになり現在に至っております。 

従来、ＣＬＰ委員会としてＣＬＰ制度の機能の充実を図ってまいりましたが、導入後ほ

ぼ７年を経過することと、残念ながら地区内にはその実績について比較する他クラブもな

いことから、本年はクラブ内においてこのＣＬＰ委員会を長期計画（ＣＬＰ）委員会と改

称、改組し、会長経験者を中心に、その実践状況を自己分析および検証し、現在の機能面

に問題点があればその解決策、そして「未来の夢計画」等々、複数年にわたる活動の企画、

立案等を理事会に提言していただくこととしました。 

関口カバナーにおかれましては、この後予定されております卓話、クラブ協議会、そし

て簡単な懇親会といった一連の行事を通じて、成田ロータリー・クラブの現状と将来につ

きまして、ご指導、ご鞭撻を賜れれば幸に存じます。 

最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの金子公久様、ようこ

そ成田ロータリー・クラブの例会にお越しくださいました。楽しいお時間をお過ごしくだ

さい。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 雑誌・広報・ホームページリーダー 

9 月ロータリーの友推奨文としまして、今月は新世代のための月

間です。横組 7 ページに八日市南ロータリークラブのブラジルの

子どもたちに「人の優しさ」を伝えようという記事が掲載されて

います。ブラジルの子どもたちが環境の悪い学校生活の中、ロー

タリーからの応援として、エアコンの寄贈といった世界の人達に

結びつくようないろんな活動が特集になっています。また、32

ページには 1 日も早い復興を願い、仙台空港にバナーの花の特集、

ＮＨＫでも放送されました。各地で被災地を応援しているという

ことを、みなさまにも今一度、再確認していただけたらと思います。 
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・クラブ管理運営委員会 飯田 正雄 親睦リーダー 

本日、親睦旅行参加申込書の記入をお願いしております。国内の連絡

先確認のため、来週の水曜日までに事務局へＦＡＸをお願いいたしま

す。 

 

・クラブ研修委員会  小宮山 四郎 委員長 

9 月 1 日、国際ロータリー第 2790 地区 2013-14 年度のロータリー

情報研究会が行われました。関口徳雄ガバナーの挨拶の後、パストガ

バナーの基調講演。そして各テーブルごとのディスカッション。テー

ブルは各分区ごとでした。共通テーマは「会員増強の意義について」、

サブテーマは「例会の重要性について」または「職業奉仕の重要性に

ついて」で討論いたしました。第 9 分区は「職業奉仕の重要性につい

て」討論後発表、この内容の報告は会員の研修会の席で報告を含め皆

さんと一緒に勉強していきたいと思います。 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

・ ガバナー公式訪問例会時の集合写真撮影 

      例会終了後、クラブ協議会を開始する間 （１３：３０～１３：４０） 

≪回覧≫ 

１．地区ロータリー財団委員会 ポール・ハリス・ソサエティ会員募集の件     

２．成田エアポート南 RC     週報                    

３．成田コスモポリタン RC        週報                 

４．印西 RC         第９分区親睦ゴルフコンペのお知らせ 

          神崎ゴルフ担当から参加者を募る 

 

◇ 卓話 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 関口 徳雄 様 

 皆様、今日は。国際ロータリー第２７９０地区ガバナーの

関口徳雄です。所属は浦安ロータリークラブです。まず、成田

ロータリークラブに参りまして点鐘の鐘にびっくりいたしま

した。既成観念で、点鐘の鐘というのは光っていて、形も置き

方タイプのものを想像いたします。しかし、こちらのクラブは

青銅製でしかも釣鐘式。20 年ぐらい前に台湾ではドラのよう

な点鐘の鐘をみたことがあります。色々な鐘があります。さす

が成田ですね。 

成田は国際空港や成田山がありますので全国区に知られておりますが、浦安もディズニ

ーランドがありますので、成田と同じくらい知られているのではないかと思います。共通

点では他にも地方交付税をもらってないというところがあります。ロータリー歴は 32 年に

なります。仕事は 42 年間、銀座で弁護士をしております。最近、やけに忙しいと思いまし

たら、仕事ではなくロータリーの活動が忙しくなっておりました。川柳が好きで 6 月末に

ロータリーの友に投稿しましたら 9 月号に掲載されていました。 
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クールビズ ネクタイないと しまらない 

                      （縦組 15 ページ 3 段目） 

 

 皆様、既に御案内のとおり、本年度ＲＩ会長ロン・D・バートン会長が提唱したテー

マは「 Engage Rotary，Change Lives 」日本訳として「ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を」というものです。 

 更に、この意味を以下のように申しております。 

 ロータリーの奉仕では、努力すればするほど多くを得ることができ、ロータリーを真

に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、自分がいかに素晴ら

しい影響をもたらすことができるか分かるはずです。 

 そうすることによって、初めて人々の人生を真に豊かにしようというやる気・パワー

が湧いてくるのです。そして何よりもあなた、つまりロータリアン自身の人生が豊かに

なるはずです。 

 このフレーズは、アーサー・シェルドンの説いた「 He（One）profits most who serves 

Best 」つまり、奉仕の理念の第二標語に通ずるものとして、私は勝手に解釈しまして

地区チームセミナーで申し上げたのですが、後に６月の広島平和フォーラムの席上で私

の同期のガバナーエレクトがロンバートン氏に質問したそうです。その時、同氏は、こ

の「 Engage Rotary，Change Lives 」と第２標語は同じ意味だと答えたそうです。 

 私の本年ガバナーとしての地区運営の方針等につきましては、三大セミナーで申し上

げ、又、活動計画書にも記載してあります。 

＜元気なクラブを目指して＞（例会は、楽しく且つ緊張あるものに・・・！） 

 奉仕と親睦（友愛）は、ロータリーの２本柱であり、車の両輪であることは過去幾多

の先輩ロータリアンが繰り返し述べているところです。そして、奉仕と親睦の両輪が競

うように力強く回っている状態をロータリーでは「元気なクラブ」と言います。 

 「親睦」と「親睦活動」を混同する方も多いようですが、両者は違います。 

 親睦とは、申すまでもなく「奉仕の心」を作り出すための例会における諸活動であり

ますが、ロータリアン個人の心と心が結合した過程であって、互いに切磋琢磨しながら

自らの人格を磨きあう状態を表す概念であります。従って、例会の位置づけが最も大切

になります。 

 そのためには、会員卓話にもひと工夫が必要でしょう。マンネリ化した事務的な卓話

ではなく、時にはユーモア、ウイット、そしてジョークに富んだ話の中で、奉仕の理念

の真髄に迫る研ぎ澄まされた卓話が求められます。 

 そして、私が各クラブに求める例会の在り方は「例会は楽しく且つ緊張あるもの

に・・・！」です。 

 更に今年度は今一歩進め、「会員に奉仕の心を増強させる一つの機会として」ゴルフ・

野球・テニス・その他ロータリアンの趣味の世界、即ち、親睦活動を推奨したいと思い

ます。これら趣味の中で、会員同士の深い絆を築いて欲しいと思います。それは結果的

に退会防止に繋がるからです。そして、私は、次のように申し上げたい。「ロータリー

に潤いを、そして活力を・・・！」と。 

 ＜ロータリーを知らずに退会していく３年未満の新会員の問題＞ 
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 ２年か３年かはともかく、各地区で新会員がロータリーの何たるかを知ることなく辞

めてゆく問題がクローズアップされております。そして、当地区においても然りです。 

 それを防止する手段の一つとして、会員研修が必要であると思います。 

 本年度は、早急にガバナー補佐の協力のもと、地区研修リーダー主催による情報研究

会を実施しますが、目的は各クラブのベテランロータリアンの再教育と彼らによる新入

会員へのオリエンテーションの実施を目指します。必ず実施して下さい。 

 前述の親睦活動による会員同士の絆に加え、退会防止へと繋げたいと思います。 

 ＜職業奉仕と他の奉仕活動の関係＞ 

 私の極めて個人的な考えですが、職業奉仕委員会は、奉仕活動というより職業を通じ

た自己研鑽委員会とでもいうべきものではないかと思います。 

 純粋にロータリアン個人にとっての職業奉仕を考えた場合、これは極めて道徳的哲学

的なものであり、自己研鑽に励むことが中心であって、特定のプロジェクトのように外

部からハッキリと見えるものではありません。 

 しかし、この職業奉仕は、「ロータリアンの基本」あるいは「ロータリーの心」と言

われているものですから、絶対に失念することはできないのであります。 

 要するに、職業奉仕については、ロータリアン一人一人が大事にし、これを奉仕活動

の要ないし基礎として捉え、常に振り返る必要があるのです。 

 つまり、職業奉仕は、これを除く四大奉仕の精神的支柱（バックボーン）であって、

キリスト教の聖書、仏教の経典の如きものではないかと思います。（多分、異論がある

かと思いますが…。） 

 ＜ロータリアン全てが職業奉仕を理解しなければならない理由＞ 

職業奉仕について意味内容定義はともかくとして、「なぜ我々は職業奉仕を理解しな

ければならないのか？」ですが、ロータリーが他の奉仕団体と異なるのは、この職業奉

仕という独特の奉仕活動を持っていることです。 

 この点については、全てのロータリアンが認めることだと思います。 

 そうしますと、当然のことながら、ロータリアン一人一人が「職業奉仕とは何なのか」

「職業奉仕が如何なるものか」ということについて十分に理解しておく必要があり、ロ

ータリーの内外からいつでも誰に対しても（自らの見解とし）職業奉仕を説明できなけ

ればならないのです。 

 ひるがえって、新入会員に対しても、ベテランロータリアンがしっかりとオリエンテ

ーションを実施して、この点を認識させ、職業奉仕を理解させなければならないのです。 

 ついでながら、職業奉仕を更に深く理解するためには、その「対となる」ところの社

会奉仕を正しく理解しないと、結局のところ、職業奉仕と社会奉仕の区別がつかなくな

ってしまうのです。 

 そこで、職業奉仕と社会奉仕を厳密に分ける必要が生じてくるのです。そして、当然

のことながら「 I serve 」か「 We serve 」かの区別にも関連します。 

 ＜私が考える職業奉仕とは＞ 

 極めて抽象的な表現ですが、「自分の仕事の中で、奉仕の理念を追求すること」に尽

きると思います。あくまで個人がなすことです。具体的に申しますと、 

①  ロータリアンとしては、先ず第一に自分の仕事を真面目にコツコツと一生懸命

行うことです。そのためには、自分の仕事に誇りと責任を持ち、又、常に職業倫
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理的道徳的水準の向上を図らなければなりません。 

②  第二に、他の人の仕事の価値観も同時に認めることです。 

③  第三に、自分の仕事の腕を社会に役立てることです。 

 そして、その際の手法は、奉仕の理想（理念）を目標に、 

２つの標語 超我の奉仕 － 弱者を助ける人道的な奉仕活動 

      He profits most who serves best － 事業の継続的な繁栄を願う 

職業奉仕理念 

 を胸に秘め、４つのテストを秤（計り）として、８つの行動規範に基づいて行うこと

であります。 

 では、クラブを何をすべきかと言うと、クラブは、この模範となるような実例を示し

たり、クラブ会員が自己の職業上の腕を発揮できるようなプロジェクトを開発すること

によって自己の目標を実践できるように推奨することであります。 

  

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

◇ 記念撮影 
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◇ 司会／進行  設楽 正行 ガバナー補佐 

◇ ガバナー補佐挨拶  設楽 正行 ガバナー補佐 

皆様今日こんにちは。本日は公式訪問ということで関口ガバ

ナーには地区内の諸行事への出席、そして地区内各地の公式

訪問ということで本当に東奔西走なされ、大変お疲れの事と

お聞きしておりますが、遠く成田までお越し頂き誠にありが

とうございます。今日はご指導のほどどうぞよろしくお願い

いたします。 

 さて、成田ロータリークラブの皆様、今日は関口ガバナー

と親しくお話のできる本当にすばらしい機会であります。私

は出身クラブということで今朝、なるべく控えに目にしてい

ようと決心してまいりました。 

 その分大いに討論に皆が参加していただきたいわけです。 

関口ガバナーは大変元気のある方です。今日の討論を通じてその元気を分けていただこう

ではありませんか。 

 関口ガバナーはまた、大変優しく、ユーモアのある方であります。したがってこんな質

問をしたらおこられるのではないか、あまり幼稚な質問はまずいなど気を使わず多いに討

論に参加してください。さらに関口ガバナーはロータリーに関する卓越した知識をお持ち

です。この討論を通じて成田ロータリークラブがもう一つ上のロータリー運動の出来るク

ラブとして成長が出来ますよう大いに関口ガバナーに学んでいただきたいと思います。 

 繰り返しになりますが、今日は関口ガバナーと膝突き合わせて大いにこの公式訪問での

討論を楽しんでください。以上簡単ですがご挨拶といたします。 

 

◇ 質疑応答 

Ｑ）クラブ管理運営委員会 諸岡 靖彦 委員長 

クラブ管理運営委員長の諸岡です。クラブ管理運営委員会の所

管は、例会プログラム、会報、親睦と地区大会や分区内親睦のた

めのゴルフ担当であります。これらの所管を通じて果たすべき役

割は、毎週例会に集まってくる会員に、ロータリアンたりうるメ

リットを用意して、クラブに集う誇りと喜びを満たすことの出来

る例会を設営し、運営することと考えております。親睦は奉仕と

並んで、ロータリーの２本柱であり、クルマの両輪と言われてお

ります。 

例会に来ても、会員同士がお互いを知り合わなければ、例会に

嬉々としてくるはずもありません。ですから、月に一度は会員同
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士が知合うために親睦例会を設けます。しかし「飲み食い」だけでは同志の友情

（Fellowship）は生まれません。個人的には、例会や親睦を担当するのは初めてですので、

この１年間をかけて、親睦の真髄を求めたいと考えています。 

関口ガバナーにお尋ねいたします。ガバナーがお考えになるロータリーの親睦とは何で

あるのか？親睦の真髄とは、どんなことを言うのか？ガバナーの長年のロータリー体験か

らお教えいただきたいと存じます。 

 

Ａ）最初から難しい質問をいただきました。親睦と親睦活動を分けてください。親睦は親

睦活動とは違います。親睦活動の「飲み食い」や趣味のサークル活動はお互いを知るため

の手段です。親睦の目的は、奉仕活動につながる真の友人、同志の結束を作ることです。

私の考えは、例会に２週続けて顔を見せなかった友人を「どうしただろう？」と思いやる

心が、真の親睦、フェローシップの心であると思っているのです。そうした友人への思い

から沸き立ってくる友情をどうしたら作って行けるのか、考えてください。 

 

・神﨑 誠 会員 

私は、現在ゴルフ担当ですが、会員やＯＢに声を掛けるとすぐに５〜６人ぐらいは集まり

ます。こういう形で親睦を深めております。ロータリー以外（囲碁・釣りなど）の同好会

などの集まりによっても、より親交を深められているように思います。 

 

・喜久川 登 会員 

ロータリーに入ってよかったのは、全く知らない土地へ行ってメーキャップが出来、異業

種の方と色々な話ができる事です。先日も富山へ行き、名刺交換をしてまいりました。旅

行に行って２，３日裸の付き合いができる‥、そういう友達が、ロータリーに入って２，

３人できました。そのような知り合いが出来たことはロータリーに入って非常に良かった

事です。 

 

・佐瀬 和年 会員 

親睦の中には趣味を生かした結びつきもあります。成田ロータリークラブの会員の中に本

物の蒸気機関車を修理復元して走らせている会員がいます。同じ成田ロータリークラブ会

員の成田ゆめ牧場内の敷地にレールを敷き、石炭を燃料とする蒸気機関によって黒煙を上

げて駆動させる本物のトロッコ列車です。同じ SL ファンの会員も協力しあって趣味を満

喫し親睦が深まっています。現成田 RC 会長の遠藤氏がそのリーダーです。 

 

・近藤 博貴 会員 

○ 親睦活動について 

 当クラブの親睦活動の行事は、少しマンネリ化しているように感じています。親睦の例

会や親睦旅行などもそれなりに意味があり、多くの会員と知り合い親密な関係を持てるよ

うになったのも事実です。しかし、最近では親睦活動に参加する会員や会員夫人が特定化

していると思います。会員同志が更に知り合いを深める機会をつくるならば、炉辺談話（ホ

ームミーティング）のような１０人以下の小人数の会合を複数回繰返す企画をした方が効

果的だと考えています。この際、親睦活動を再考することを望みます。 
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○ 入会金の徴収について 

 当クラブの会員の約２０％は市内にある事業所の代表者であり、転勤等により退会する

会員が少なくありません。これに対処するため、平成４年１月１日付けで「入会金・年会

費納入に関する内規」を制定しました。この内規では、事業所の会員が退会し、３か月以

内に後任者が新入会員として入会した場合、入会金を免除し、前任者が納入した年会費（半

期分）があれば年会費の支払いは不要と定めてあります。これ以外の場合は、定款第１１

条や細則第６条の規定を適用するしかないでしょう。 

 

Ｑ）会員増強・退会防止委員会 平山 秀樹 委員長 

こんにちは。会員増強退会防止委員会の平山秀樹です。本日は、貴重

なお時間を賜り、また先ほどは父、平山金吾の名前にも触れていただき、

ありがとうございます。 

現在、ガバナーの地区の方針、遠藤会長の方針に則り活動をすすめて

おります。具体的には、若手、女性に重点を置いて会員増強をはかって

おります。結果、年度を通して純増二名を目指しております。これはま

ったく私の力ではなく、クラブ会員のみなさまの真摯なご努力の成果と

して、法人会員の入れ替えを含めて毎月 1〜2 名の方の入会のペースに

乗りつつあります。 

私自身の体験からも、現会員の後継者の方にも入会していただき、きずなの継承を呼び

かけています。成田ロータリークラブだからこそ世代を超えて継承ができると私は思って

います。会員増強から少し外れますが、私の次女も成田高校のインターアクトクラブに参

加させていただき、ボランティアに目覚めたようです。四街道ロータリークラブの森本会

員が作られた記録がありますので、ガバナーにお渡しします。 

ガバナーの方針の中で、3 年未満の会員への研修の強化がだされています。この研修で

は、どのようなテーマに重点をおくべきでしょうか？ 

 

Ａ）三年未満退会問題は、「石の上にも三年」と伝えたい。三年いれば何かが得られると伝

えたい。 

一方、適正人数があるとも思います。200 人のクラブでは毎回名刺交換しています。そ

れでは親睦、フェローシップが生まれません。入会後、10 年から 15 年で会長になれるく

らいの人数が適性人数ではないでしょうか？そう考えますと、大体 50人前後が適正人数で

はないでしょうか。退会防止は、親睦活動によるきずな、つながりづくりに他ならないと

思います。 

 

Ｑ）クラブ研修委員会 小宮山 四郎 委員長 

現在、わがクラブは 61 名で、ほとんど会員の増減はありません。ただ、ガバナーが言わ

れるように 3 年未満になりますと、われわれのクラブには企業会員がかなりの数を占めて

おりますので転勤がございます。そうなりますと２，３年で交代です。しかし、後継会員

はすぐに入会していただいております。その方たちを含め、オリエンテーションから研修

を含め、研修委員会を年に 2 回、あるいは新入会員歓迎会を少なくても年に 1 回以上とい

うことで行っております。それ以外の会員の退会は、私の中では記憶にありません。そう
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いう事で、親睦を通じて企業会員の方にも、できるだけ、我々のロー

タリー活動に慣れて頂こうといろいろ親睦を通じて活動しておりま

す。 

 

Ａ）企業会員の方の退会はあまり気にしなくてもいいと思います。企

業としては継続性があり、転勤してもそちらでロータリークラブに入

会されることもあるわけですから、退会とは少し意味合いが違ってく

るのではないかと思います。退会という位置づけは私の中ではしてお

りません。 

 

Ｑ）奉仕プロジェクト委員会  角田 幸弘 社会奉仕リーダー 

現状を報告いたします。社会奉仕の継続事業として、サッカー大会、剣道大会、印旛沼

周辺の清掃事業を行っております。そういう活動に出来れば家族も一緒に参加していただ

き、会員の中での温度差もなくなるようにと考えております。 

 

Ａ）何もしないクラブもあります。人数が少なく経費もないのでできないというクラブに

は、経費を掛けずに活動できる献血を勧めております。そして、いじめ自殺問題。社会奉

仕活動として、どこまでロータリアンが踏み込めるかという議論もありますが、地域社会

の問題ですからセミナー、勉強会を開くという形で地域に関わっていくことができるので

はないかと思っております。 

 

Ｑ）内規規定委員会 松田 泰長 委員長 

３年に一度行われる規定審議会の結果についてクラブとしての対応はどのタイミングでど

の様に行うのが良いのでしょうか？ 又、理想的な全体像はどうあるべきでしょうか？ 

 

Ａ）成田クラブの対応は活動計画書を見ても先程の会長・幹事との懇談会においても全く

問題ありません。どこかミスが無いか探してみましたが見つかりませんでした。ガバナー

として又タイミング的にはガバナーエレクトとして悩ましいことですが、日本語の正式な

新定款は 2013 年暮れ頃になる手続要覧を待つということです。

ＲＩ、日本事務局そしてカバナーとしても活動計画書の準備が行

われている 5月頃に正式なものとして「これです」というものを

示すことが出来ないと云うことです。いきすぎた言い方をすれば、

仮に一字間違っていたときに誰が責任を取るのか又、覚悟がある

のかということですね。カバナー公式訪問の一つの目的として

「各クラブが正しい定款・細則を採用しているのかをチェックす

る」がありますが、実質前半半年間は出来ないというのが実態で

す。 
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◇ 懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平山 金吾会員よりニューモラルをいただきました。 
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氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾 会員 ８月２３日 米山理事会 
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     成田ビューホテル内 
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    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 

 


