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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 2716回例会 平成 28年 9月 2日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   香取 竜也 サブリーダー 

先月の出席率は 73.53％でした。例会には声を掛け合っていただき、例会に来た仲間から

力を貰い、笑顔で返すということを心掛けていきたいと思っております。 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  村嶋 隆美 会員 

月初めの抽選に快くご協力いただき、ありがとうございます。これからも有意義な例会運

営となりますようにご協力お願いいたします。 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    手に手 つないで 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介   

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田  

吉成 賢二 様 

◇ 結婚祝い 

村嶋 隆美会員（Ｓ55.9.30）、吉田 稔会員（Ｓ62.9.15） 

◇ 誕生祝い 

高橋 晋会員（Ｓ15.9.25）、佐瀬 和年会員（Ｓ22.9.5） 

本宮 昌則（Ｓ33.9.11） 

【欠席】 

沢田 喜信会員（Ｓ15.9.27） 

小泉 英夫会員（Ｓ24.9.13） 

小池 正昭会員（Ｓ41.9.18） 

伊藤 英徳会員（Ｓ42.9.8） 

 

◇ ニコニコボックス 

湯川 芳朗 会員：4 年前に入会し、長く欠席しておりました。今、

お誕生祝いと結婚祝いのお話がありましたが、先週 8 月 23 日が私

の誕生日でした。自分では忘れておりましたが、当日、クラブか

ら大変美味しい桃が沢山届きまして、自分の誕生日を思い出しま

した。 

ありがとうございます。 

 



 2 

諸岡 靖彦 会員：8 月 21 日、千葉市で『千葉氏サミット』とい

うイベントがございました。翌日は台風でスケジュールがご破算に

なってしまいましたが、当日は非常に天気が良く、三井ガーデンホ

テル、そして千葉中央公園がメイン会場となり色々な会合が持たれ、

大変成功いたしました。これにはおまけ話がございまして、昨年度

の櫻木ガバナーが、こういう歴史ものが大好きでいらっしゃり、昨年の地区の会議の時に

お許しをいただき、地区のガバナー補佐、委員長の方々にこういう話があるので是非資金

的に協力をして欲しいとお願いをしました。千葉市内には 11 クラブほどのロータリークラ

ブがあったかと思いますが、そのうちのいくつかのクラブ、そして多くの会員の方々に反

応して頂きました。私はサミットの実行委員会におりまして、資金担当で資金集めをいた

しましたが、ロータリーの皆様のお力添えがありニコニコでした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

8 月 26 日は、ゆめ牧場月見例会に大勢の会員方々のご出席

をいただきましてありがとうございました。私が年度初め

の活動計画書に明記させていただきました「手と手つない

で」の歌詞ボードを作成していただきまして、皆で大きな

声で歌いクラブの結束を図ることができました。また 8 月

28 日の玉造中学校で行われました剣道大会には成田市長小

泉一成様もご出席をいただきました。21 校 200 名の中学生

が、腕を競い合う元気な姿を見せていただきました。剣道は「礼に始まり礼に終わる」と

言うそうですが出場した若者を見ていますと将来の日本が楽しみです。今年はスムーズな

試合運びで 12 時過ぎには閉会式を迎えることができました。そして、ロータリークラブに

おきましては、8 月は会員増強月間でした。8 月のガバナー月信を見てみますと第三分区の

■概要 
2016 年が千葉開府 890 年に当たることを記念して、千葉のまちの源流となった武家、千葉氏にゆ
かりのある日本各地の自治体が初めて一堂に集う「千葉氏サミット」が 8 月 21 日(日)、千葉市内で
開催されました。その千葉氏サミット(名誉会長：熊谷俊人 千葉市長)公認で、千葉氏研究の第一人
者が集い、千葉氏の歴史、文化を様々な角度から紹介する内容です。 
 
千葉氏は、平安時代に房総で台頭した武士団であり、太祖・千葉常胤(つねたね)は、源頼朝から「父」
のように慕われ、鎌倉幕府誕生に貢献。「月」と「星」の家紋の一族は鎌倉時代から室町、戦国、
江戸時代へと全国をまたにかけて活躍し、今でも東北から九州まで全国各地にゆかりの地がありま
す。 
 
千葉開府 900 年に向けて、行政・地域が一体となって歴史に根ざした街を目指す「千葉」。 
 
■千葉氏サミットとは？ 
千葉氏サミットは、鎌倉幕府創設に尽力し、東北から九州まで各地に領地を得た千葉一族ゆかりの
全国 11 市町の首長が初めて一堂に会し、交流を深めつつ地域活性化を考えるイベントです。 
 
夏の「千葉の親子三代夏祭り」の開催にあわせて、「千葉氏」に縁のある 11 自治体の参加首長など
による意見交換や、参加自治体の郷土史家によるパネルディスカッションなどを行います。また、
サミット会場での周辺で各自治体の名産品の販売などを行います。 
 
千葉氏サミットは千葉宗家末裔で前千葉商工会議所会頭の千葉滋胤氏が会長を務める「千葉氏顕彰
会」が企画、市などでつくる実行委員会が主催します。 

千葉氏サミット 
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千葉ロータリークラブが前年度（２０１６）14 名増強し、現在は会員数 80 名だそうです。

「ガバナー輩出クラブとして 2020 年までに 100 人のクラブを目指す」と言うものだそう

です。会員増強委員長は「80 名の会員の中には 3 名の女性会員が含まれており、回りを輝

かせている。5 年後の(2020)例会が楽しみだ」と笑顔で語ったそうです。明日は千葉の三

井ガーデンホテルで会員増強セミナーが行われます。このセミナーには私と高橋増強委員

長が出席します。成田クラブも 8 月 19 日の会員増強テーブルディスカッションで何名か

の会員候補をあげていただきましてありがとうございました。この会員増強ディスカッシ

ョンにつきましては、来週ガバナー補佐が見えたときにクラブ協議会として補佐の意見を

聞きたいと思います。今日は、オリエンテーションも終わり 2 名の方の入会式、そして、

卓話です。 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団  

第 7 回マルチプルポールハリスフェロー 

石橋 菊太郎 会員 

 

◇ 入会式 

伊藤 隆治（いとう りゅうじ）会員 GLORY SUPPORT（株）代表取締役 

推薦人 小宮山 四郎 会員、菊地 貴 会員 

顧 問 平野 省二 会員 

所属委員会  クラブ広報委員会  

        雑誌・広報・ホームページ 担当 

      奉仕プロジェクト委員会 

      職業奉仕 担当 

職業分類  リサイクル業 

成田、富里地域で廃棄物、資源物の回収をしております。菊地

会員には、成田に来て大変お世話になりました。菊地会員から

小宮山さんに紹介して頂き、ロータリー入会のお誘いを受けま

した。自衛隊出身という事もあり体力には自信がありますので、

色々お手伝いできると思います。よろしくお願いいたします。 

 

笠原 智（かさはら さとし）会員 弁護士法人 房総法律 

推薦人 高橋 晋 会員、湯川 芳朗 会員 

顧 問 近藤 博貴 会員 

所属委員会  管理運営委員会  

        親睦 担当 

      奉仕プロジェクト委員会 

      社会奉仕 担当 

職業分類  弁護士 

高橋さんとは仕事で知り合いました。ロータリークラブがどういう活動をするのか当初は

全く分かりませんでした。紹介をいただいた時、公正な取引、人類の奉仕という理念をお
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聞きし、参加させていただきました。まだ右も左もわかりませんが、精一杯やりますので

よろしくお願い致します。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   近藤 博貴 リーダー 

本日、設楽 正行会員より 1,000 ドルの寄付を頂きました。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更 佐原、印西、多古ロータリークラブ 

・地区より 9月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソース 

・国際ロータリー第 2790地区 2016-17年度ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

・RI日本事務局財団室 NEWS 9月号 

・オンライン研修「クラブのためのよくわかる寄付と認証」のご案内 

・メールアドレスハッキングについて 

・地区フェローシップ委員会より「マハラジャｄｅ交流会」のご案内 

・ロータリー財団 100周年記念シンポジウムに合わせた公共イメージ向上企画協力金のお

願い 

・ボーイスカウト千葉維持財団だより 

・陸前高田ロータリークラブより支援御礼 

・米山梅吉記念館 館報秋号 

・成田市社会福祉協議会だより 福祉なりた NO.119 

・NEWSLETTER9月号 NO.207 

・富津中央ロータリークラブ創立 50周年記念式典・祝賀会のご案内 

 

≪連絡≫ 

・各種出欠表 

・9月のレート １０２円 

・クラブ協議会が来週（高橋ガバナー補佐訪問）、再来週（青木ガバナー公式訪問）と続き

ます。30 日は、例会終了後に行います。各委員長さんは質問事項を整理し、9 日までに私

に事前提出をお願い致します。 

・地区大会応援 20 名を皆様にお願いしておりましたが、当日予

定がつかない方などいらっしゃいましたので、追加で個別にお願

いしたいと思います。ご協力お願いいたします。 

・例会終了後、役員、理事会が行われます。 

・現在会員 63 名 
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◇ 卓話   

～～～自己紹介及び会社説明～～～ 
ANA クラウンプラザホテル成田 

 総支配人 久米 剛 

今年 6 月に入会させていただきました久米でございます。歴史の

ある成田ロータリークラブに入会させていただき光栄に思ってい

ると同時に、なんらかの形で、クラブ、成田に私のできることでお

手伝いできれば思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、自己紹介、会社説明、若干の宣伝をさせていただきたい

と思います。 

 

まず自己紹介から・・・・ 

久米 剛の概略 

●1962 年 8 月 31 日生(54 才) 

●トラ年/O 型 

●神奈川県横須賀市 出身 

●妻・娘 2 人 

●Jazz, J-POP, アイドル好き・・L'Arc～en～Ciel、ＡＫＢ４８など 

 

ホテル指向のルーツ？ 小さいころの夢は・・・ 

5 歳上の姉の影響で小さい頃からおしゃれな雑誌ＮＯＮ・ＮＯ等を読み、そこに出てくる

お店を見て、喫茶店のマスターに憧れる！小学生の高学年には、ミルでコーヒーを淹れて

おりました。 

 

 

高校で大きく方向転換 

それまでは、どちらかと言うと少し女々しい感じだっ

たのかもしれませんが、高校生になり、山登りを始め

ました。これは現在もやっております。そして、手が

大きいということで、ＪＡＺＺ研究会にスカウトされ

バンドを組んで活動しておりました。 

 

大学 2年生で初めての長期アルバイト（デニーズ） 

●立ち仕事の大変さを知る 

●スタッフから褒められるとうれしい 

●バイトの高校生がヤンキーだけどかわいかったというのもあり、これが接客の面白さの

原体験になりました。 

 

就職活動はホテルと旅行代理店に絞って動く 

大規模な工事現場にダイナミックさと会社の勢いを感じる 

最近のベストショット  
8/1@ 仙丈ケ岳（南アルプス 3,033m） 
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社会人の第一歩は他社のホテルにて（開業前） 

●同い年で社会人 4 年先輩の存在 

●研修生にも多様な体験をさせてくれた 

●ホテルマンとしてのルーツ 

●広島では 1 年分の酒を 1 か月で飲む 

学生と社会人では「先輩」の力量が違うことを強く認識 

 

1986年 6月 ANA HOTEL TOKYO OPEN 

●開業スタッフの一員になれたことの幸せ 

●若いころに料飲・宿泊の最前線を経験できた 

●バブル絶頂期 

この時代の体験が今も基礎となっている 

 

人事課に異動 採用・教育研修・評価制度などを担当 

●年間 150 名前後の採用活動 

●入社時研修/階層別研修の計画・実施 

●異動・赴帰任の手配のほか、海外ホテルへの研修派遣も始める 

●ANA からの出向者も多く、ANA とのﾊﾟｲﾌﾟを強く感じた 

“人”を憶えるのが仕事／いかに魅力ある職場であるか模索 

 

東京ホテルの営業企画課時代 

●種々雑多の仕事に携わり鍛えられる 

●広告宣伝を担当 年間予算約 1 億円(！) 

●思うようにいかず、悔しい思いも・・ 

・感性を常に磨いていないとトレンドはつかめない 

・相手方の状況をまず第一に考慮 

 

チェーン本部マーケティング時代 

高松 ・婚礼単価高く、  案外  見栄張り県？ 

・うどん店本当に多し 

●新規開業案件のマーケテ

ィング調査を担当 

●基幹システムの更新もｻﾎﾟ

ｰﾄ 

●現場第一線を離れて長く

なってきたことへの焦りを

感じる 

米子 ・町の規模に比して過度な施設を求められる 

   (地域財界の意向) 

秋田 ・ANA 未出店の有力地 

・競合チェーンに負ける 
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各地の ANAホテルで再修業・・・マネジメント体験 

富山（4 年半） ・地方ならではの濃密な人間関係を初めて体験 

・大人数のマネジメントも初めて経験 

・雪と自己流の運転にはすっかり慣れっ子に・・・ 

福岡（4 年） ・リブランドと 20 億円を掛けたリノベーションを担当 

・経年ホテルのブランド価値を高める仕掛けに奔走 

・20 数年ぶりに英語を本格的に勉強させてもらう 

大阪（1 年） ・外国人ボスの下でのホテル運営の進め方を体得 

・古参の腕利き幹部が次々と辞めていく中での立て直しを懸命に模索 

 

責任者（総支配人）として再び各地に赴任 

・・・なぜか一度担当したところばかり・・・新しいところはムリ？ 

 

ロータリアンデビュー＆地区大会をホストしました@富山 
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2016年 4月・・・いよいよ成田に参りました 

社会人＝ホテルマン人生３１年目となりました。 

 

IHG・ANAホテルズグループジャパンについて 

 

日本国内で展開しているブランド、ホテル数 

ＩＮＴＥＲＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ 7ホテル／２，８９６室 

ＡＮＡ ＣＲＯＷＮＥ ＰＬＡＺＡ １８ホテル／５，１３７室 

Ｈｏｌｉｄａｙ Ｉｎｎ ４ホテル／６５８室 

ＡＮＡ ＨＯＴＥＬＳ ３ホテル／８７６室 

合    計 ３２ホテル／９，５６７室 

 

私の決意 

• 質の高い商品・サービスの提供を通じて、お客様に豊かな時間をお届けする。 

• 街としての成田の魅力を国内外に発信する一翼を担う。 

• ロータリーで出会ったご縁を大切にし、これまでの私の経験で活かせることをクラ

ブを通じて社会に恩返ししていきたい。 
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最後に・・・ちょっとだけイベントの紹介を 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 

 

 
第４回役員・理事会 

 

１．８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 

9 月の予定  

２日 (金) 月初例会 第 4 回役員・理事会  

９日 (金) 通常例会 高橋ガバナー補佐訪問、クラブ協議会-4 入会式：芦谷会員 

 １６日 (金) 移動例会 大成会かしの木園支援例会 

 ２３日 (金) 休会 地区大会振替 

３０日 (金) 通常例会 青木ガバナー訪問、クラブ協議会-5 

10 月の予定  

７日 (金) 月初例会 第 5 回役員・理事会 卓話：ワハハ体操 浅野様 

8 日～10 日 (土)～(日) 親睦旅行 沖縄 

１４日 (金) 休会 親睦旅行振替（定款第 8 条第 1 節） 

２１日 (金) 通常例会 卓話：特別月間卓話 Saito 様 

２８日 (金) 通常例会 米山委員会卓話 

※9 月 13 日（火）地区ゴルフ大会 於：久能カントリー倶楽部 13 名 

9 月 25 日（日）地区大会 於：成田国際文化会館                            承認 

２．各セミナー等参加の件 

・会員増強・退会防止セミナー 9/ 3（土）石川会長、高橋晋会員                  承認 

・インターアクト合同会議  9/13（火） 

３．北千葉道路建設促進協議会会費の件  

１０，０００円                                           承認 

４．2017-18 年度ガバナー補佐の件 

 諸岡 靖彦 会員                                           承認 
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５．ガバナー補佐訪問の件   

クラブ協議会（会員増強報告）                                承認 

６．ガバナー公式訪問の件  
 クラブ協議会（各委員長代表質問）                           承認 
７．新入会員候補の件 
社会福祉法人 徳栄会  高根 完 氏（たかね かん） 
千葉県税理士会 成田支部 ローソン かおり 氏（ろーそん かおり）              承認 
８．R 財団１００周年記念広告費協力依頼の件   

250×59 名＝14,750 円           承認 

９．その他 

・在籍会員数報告（６３名）     

・９月のレート １０２円／ドル   

・卓話講師依頼について 
９月１２日（月）相模原東 RC → 近藤会員 

 １２月０８日（木）千葉若潮 RC → 諸岡会員                       承認 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 8 月 27日 クラブ米山委員長セミナー 

喜久川 登 会員 8 月 30日 丸亀東ロータリークラブ 

石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、成田 温、神﨑 誠 
松田 泰長、高橋 正、佐瀬 和年、高橋 晋、 
小宮山 四郎、渡辺 孝、近藤 博貴 各会員 

9 月 2日 第４回役員・理事会 

堀口 路加 会員 9 月 3日 
ロータリーデー米山学友会主催 
バーベキュー大会 2016 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４７ １５ ７４．６％ ５９．０１％ 

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 

 


