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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2718回例会 平成 28年 9月 16日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介   

社会福祉法人 大成会 理事長 野村 哲也 様 

管理者 山形 朝雄 様 

◇ ニコニコボックス 

小泉 英夫 様：9 月 17 日（土）、18 日（日）、成田市文化芸術セ

ンタースカイタウンホールと成田山総門前広場・表参道を会場とし

て、「成田伝統芸能まつり」が開催されます。初日 10時から山車の

引き回し。10 台のうち 6 台が土曜日、日曜日に 4 台、ステージで

は、各地の演舞、舞踊、踊り等色々催し物がございますので、是非

皆さんでお越しいただき楽しんでいただきたいと思います。天気も

良いようなので、私たちも期待しております。 

 

近藤 博貴 様：9月 12日（月）相模原東ロータリークラブへ卓話に行ってきました。吉

田稔幹事が自動車で送迎をしてくれました。ご好意に感謝しています。成田と相模原市の

間は片道約 130km で 2 時間 30 分程かかりました。相模原東ロータリークラブの会員は 28

名、出席者は 18名ほどでした。相模原東ロータリークラブでは、お客さまからビジター 
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フィ―を取らないそうです。折角来てくださったのだから、お食

事は差し上げようという考えだそうです。そこでは、“ロータリ

ーへの道”の話をしたのですが、本を拡大コピーし会員に配布さ

れていました。随分役になっているのかなと嬉しくなりました。

また翌 13 日の地区大会記念ゴルフでは最年長者賞をいただきま

した。果たして喜んで良いのでしょうか。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日は大成会かしの木園支援例会にご出席いただきまし

てありがとうございます。国際ロータリー会長ジョンＦ.

ジャーム氏のテーマ「人類に奉仕するロータリー」 

私は、園の人達がどういった生活、活動をしているのか会

員の皆さんに知っていただくために移動例会としました。

かしの木園は豊かな自然を生かし体力の維持、向上を目指

すと同時にクラブ活動を通して,心身共に充実を図り作業

を通じ社会人としての意識を持っていただく施設だそう

です。私はこちらのかしの木園のそばを散歩するのですが、園の人達とすれ違うことがよ

くあります。その時に実に礼儀正しく園の人達から先に声を掛けられます。成田の、それ

も近くにある施設を見て見ぬふりはできません。奉仕団体と言われるロータリークラブと

しても何かお役にたてることがあるのではと思った次第です。そして支援をするにあたり、

地区補助金を使わせていただきました。１０万円です。３０万円ほどかかりましたので残

りの２０万円はクラブの方から出費させていただきました。よろしくご理解の程、お願い

いたします。この後、大成会理事長野村様、管理者の山形様よりお話があるそうです。私

からは以上でございます。 

 

◇ 委員会報告 

・親睦   南日 隆男 会員 

来月の親睦旅行についてご案内です。参加者に本日旅のしおりを

配布しております。今年も ANAセールス福岡支店の高田が添乗い

たします。成田からの便は LCCのバニラエアを利用致します。沖

縄はちょっと不便ですがご容赦ください。メインは二日目の大綱

引きの見学です。今のところ、支店の会議室を押さえております

ので、移動しながら見ていただくのをメインにしたいと考えてお

ります。最後に台風の恐れについてですが、これは様子を見なが

ら対応させていただきます。出発日の二日前、台風の予測によっては旅のキャンセルをさ

せていただくこともあるという事をみなさんにご連絡させていただきます。 

 

・環境ネットワーク 小宮山 四郎 会員 

10月 22日（土）に印旛沼クリーンハイキングが行われます。事務

局から出欠表を回す予定でおりますが、多くの参加をお願いいた

します。成田は受付担当です。5名以上の受付の要請が来ておりま

すので、できるだけご協力お願い致します。詳細は後ほどご案内

させていただきます。 
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◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪連絡≫ 

・23日（金）は 25日（日）地区大会二日目へ振替となり休会です。 

20名の当日応援者は 8時に新勝寺大株駐車場に集合してください。

そこから送迎バスを利用致します。それ以外の方は、直接お越し

ください。点鐘 9時 30分。 

尚、事前にお願いしていなくても、急遽、当日お願いすることも

あるかもしれません。その時は、ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

・9 月 30 日（金）、青木ガバナー公式訪問です。例会終了後、クラブ協議会となります。

なるべく引き続き出席をお願い致します。 

来週、再来週と行事が入り組んでおりますのでお間違えないようお願い致します。 

 

◇ 寄贈式 

【寄贈品】スクリーン、プロジェクター、DVD プレーヤー、液晶テレビ、洗濯機 

・社会福祉法人 大成会 理事長 野村 哲也 様よりお礼のお言葉 

成田ロータリークラブ様におかれましては、1961 年のご創

立依頼、その崇高な理念のもと、様々な活動を続けていらっ

しゃいますことに深く敬意を表します。また、この度は手前

どもが経営しております“かしの木園”に、このような多大

なご好意を頂戴いたしまして、改めてお礼を申し上げます。 

少し大成会かしの木園の話をさせていただきます。 

社会福祉法人大成会は、昭和 27 年、不二学園という当時は

精神薄弱児と申しておりましたが、障害のある子供達の施設を立ち上げたのが前身です。

昭和 31年社会福祉法人事業法が成立いたしまして、その年、同時に社会福祉法人格を取得

いたしまして現在まで事業を続けております。 

障害と申しましても、数年前までは精神障害の方、身体障害をお持ちの方、それから私ど

もが主に扱っております知的障害をお持ちの方、別々のサービスでしたが、国の中で全て

の障害を一体的に考えていこうということになり、現在、法律上では全

ての障害を全部それぞれの施設がご支援できるという形になっており

ます。しかし、やはり専門的な知識と援助の方法というのがございます

ので、私どもでは知的障害をお持ちのお子様、成人の方へのサービスを

色々させていただいております。こちらはかしの木園―主に 18 歳以上

の方―。普段は家族と在宅で暮らしている方の日中活動を支援しており

ます。不二学園は 18 歳以下の障害児の入所施設です。様々な理由でお

子さんを家庭で支援できない、家族と一緒に暮らせないという方を支援

し 18 歳まで育てています。最後になりますが本日は本当にありがとう

ございます。 

 

・社会福祉法人 大成会 管理者 山形 朝雄 様よりお礼のお言葉 

本日は、貴重な時間をありがとうございます。私は大成会（障害を持った方）を皆様に広

くお知らせする、知っていただく、広めて行くことをモットーにしております。皆様を受

け入れることは非常に大事なことで、来ていただいただけで施設の中に風が流れます。 
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そして、本日は皆様の志を頂戴いたしまして、本当にありがとうござ

います。大切に使わせていただきます。現在 53名が施設を利用してお

ります。成田、佐倉、栄町、多古、芝山、富里、酒々井など。 

かしの木園は生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所ですが、成田市さく

らの山公園に、物産館「空の駅さくら館」でパンの製造、販売、館内

の清掃なども行っております。働く楽しさ、頑張る喜び、お金を稼ぐ

嬉しさを感じられる「きっかけ」になればと考えております。重い自

閉症や強度高度障害に近い方、家で暴れたり、噛んだりする方もおり

ます。私どもが力を入れているのは、それは一人一人の個性ですので、

ただ表現している、この事を汲んであげて住みづらさを無くし、コミ

ュニケーションを取る。このことが何よりなので一人一人が利用者に寄り添いコミュニケ

ーションを取り心の体力をつけていただくという事をここではやっております。私は不二

学園で 20 年、こちらで 13 年目になります。今日も成田で千葉県ソフトボール大会が開催

されておりますが、私はずっと障害者のソフトボールで千葉県の監督をやっておりました。

今は強化をやっております。午前中もちょっと顔を出してきたのですが、去年は関東で優

勝し、国体へ行くことが出来ました。今年は準優勝で行けなかったのですが、来年は是非

行ければと思っております。皆様には、利用者のことを少しでも見て理解していただけた

らと思います。今日は本当に貴重な時間を割いて来ていただき有難うございます。また貴

重な品物をありがとうございます。 

 

◇ 喜久川 登 会員（ニコニコ追加） 

40 年頃までここにはあずま家が有りました。素晴らしい自

然が一杯の遊び場でした、今は新駒井野や沢山の空港関係

の建て物が建っております、昭和 50 年頃、今いる場所の隣

地の不二学園の境界線の立ち会いに大塚清三さんと立ち会

った事を懐かしく思い出しましたのでニコニコいたします。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎 会員 9月 5日 成田環境ネットワーク会議 

近藤 博貴、吉田 稔 会員 9月 12日 相模原東ロータリークラブ 

近藤 博貴、小宮山 四郎、石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠 

平山 秀樹、長原 正夫、仲村 盛政、小寺 真澄、吉田 稔 

齊藤 三智夫、佐久間 高直、村嶋 隆美 各会員 

9月 13日 地区大会記念ゴルフ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ３４ ２９ ５３．９７％ ５５．５５％ 

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 

 


