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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 2673 回例会 平成 27 年 9 月 25 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      諸岡 正徳 会員 

◇ お客様 

第９分区ガバナー補佐 伊藤 仁 様（白井ロータリークラブ） 

福岡平成ロータリークラブ 高田 和宏 様（ＡＮＡセールス） 

成田コスモポリタンロータリークラブ   

萩原 康宏様、大木 裕信様、加瀬 邦雄様 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

角田 幸弘 会員：今年の初めに家族全員で会った時、85 歳になり

ます私の母が、「ラスベガスに行こうかしら？」と言い出しました。 

何年も飛行機に搭乗していないし、高齢でもあるので大変不安でし

た。しかし、ロータリーで一緒だっ

たＡＮＡさんに色々な手配をしてい

ただき、快適な、忘れられない素晴らしい旅行となりまし

た。 

ラスベガス、リノ、ロサンゼルスと旅行してきました。リ

ノは、子供の時にプラモデルでジービー・レーサー（GeeBee 

Racer）というビア樽に羽が着いているような飛行機があった

のですが、それがリノで見られるということで、今回 200 機ほ

どの飛行機が競争しており、大変興奮しました。 

 

 

リノ・エアレース (正式名称：Reno National Championship Air Races & Air Show) は、アメリカ

ネバダ州北西部にあるリノにおいて毎年 9 月に開催されるエア・レース[1]。 1964 年に始まり、

現在継続して開催されるエア・レースの中で最も長い歴史を誇る。レースの合間に民間航空ショ

ジービー・レーサー 
（GeeBee Racer） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%90%E3%83%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%8E_(%E3%83%8D%E3%83%90%E3%83%80%E5%B7%9E)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1964%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
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ーや軍のデモンストレーション飛行なども行われる。 

レースは、リノ市街地から北西 16km にあるリノ・ステッド空港 (Reno Stead Airport)を起点とし、

地表に置かれたパイロンを目印にしたオーバルコースを周回して行われる[1]。2007 年現在、6

つのクラスに別れており、そのうち改造無制限のアンリミテッドクラスには、P-51D マスタング、

グラマン F8F ベアキャット、ホーカー シーフューリーなどの第二次世界大戦期の戦闘機がチュ

ーンされ参加し、アメリカでは高い人気を誇る。 

仲村 盛政 会員：50 年間印刷業をやっておりますが、この世界は 

進化が早くて、ちょっと立ち止まると化石化が始まります。この度、 

横浜市地下鉄の全駅の看板を当社が落札致しました。大変大きな入

札でしたが、本日、めでたく納品書をあげさせていただきました。

一枚の伝票で、こんなに金額がいくのかと驚くような額でした。 

今回 20 メートル四方のものにフルカラー印刷して、それを 5 枚。翌朝の 6 時までに高さ

30m のところに張るという注文でした。今までは断っておりましたが、どうにか見積もっ

て出しましたら、「印刷できるところは沢山あったが、翌日の朝までに高さ 30m のところ

に張る見積もりを出していただけたのはお宅だけでした。注文します。」と言っていただき

ました。印刷だけでは成り立たない経済環境になっています。色んな意味で桁違いのグロ

ーバル化と、情報とスピードが必要！これに乗り遅れないように。慣れることは化石化の

始まりです。大きい仕事を勝ち取り、検査を合格したことをニコニコいたします。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

今日は、2790 地区第 9 分区伊藤仁ガバナー補佐訪問日です。 

二週間後には櫻木ガバナーの公式訪問があります。 

伊藤ガバナー補佐は、ＲＩ会長の言葉から「変化を受け入れる」

を用いてコメントされ、また、櫻木ガバナーの言葉「ロータリー

をやさしく理解する」を引用させ、ご自身のテーマの一つである

『ロータリーを理解しよう』を基軸に新しい会員、勉強中の会員と共に学び、ロータリー

活動を活発にして行く方向性を表明されました。本日の卓話に期待をし、不明な点は質問

をして、ガバナー訪問に備えてまいりましょう。 

 

◇ 委員会報告 

・会員増強・退会防止  小柳 政和 リーダー 

本日、例会終了後に委員会を行います。 

 

・親睦    飯田 正雄 サブリーダー 

親睦旅行参加の皆様方には、今月中に旅行代金振込案内を送りますので、

来月の初めまでに振り込んでいただければと思います。10 月 9 日頃、

ANA さんに振り込む予定でおります。今日は、福岡から旅行の日程表

を届けてくれました。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E7%A9%BA%E6%B8%AF&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reno_Stead_Airport
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9#cite_note-naze-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/P-51_(%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/F8F_(%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC_%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
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高田 和宏 様（ＡＮＡセールス） 

福岡平成ロータリークラブに入会しております高田と申します。こ

の度は皆様の親睦旅行を担当させていただきありがとうございます。

長崎にご希望があり、今回 2 泊 3 日の旅行を企画させていただきま

した。ここは見逃せないという所はすべて網羅されていると思いま

す。いま人気の世界遺産である軍艦島は、全く予約が取れない状態

だったのですが、早くご希望をお聞きしておりましたので、なんとか座席をご用意するこ

とができました。色んな意味で長崎を楽しめるコースになっていると思います。当日は私

も 2 泊 3 日同行させていただきますので現地でお待ちしております。 

 

・社会奉仕    佐藤 英雄 リーダー 

本日、18 時から菊屋さんで今年度の社会奉仕活動の打ち合わせを行い

ます。皆さんにご意見をお聞きしたいと思い、準備しました。 

 

◇ 幹事報告    深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・各委員会の出欠表 

≪連絡事項≫ 

・10 月のレート 120 円 

・10 月 30 日は米山記念奨学生の卓話がございます。 

 

◇ 伊藤 仁 ガバナー補佐（白井ロータリークラブ） 

 本日は2週間後のガバナー公式訪問に備えて参りました。

最初に、8 月 3 日のＩＭの開催に関しましては、十分な準備

期間もない中、また年度初めという中、多くの会員の皆様

にご出席いただきありがとうございました。ガバナーの卓

話 1 時間 30 分、ロータリーを易しく理解しようというテー

マでの講演でしたが、先日、ガバナー補佐委員長会議がご

ざました際に、各分区のＩＭの報告がございまして、その

中で、パストガバナーのいる分区においては、ロータリー

は易しくないんだよというような意見も出たというふうに聞いております。第 9 分区にお

きましては、ガバナー補佐が毎年テーマを決めて行うのですが、今年はガバナーがやりた

いということで、お任せいたしました。 

 ガバナーが再来週いらっしゃる際には、成田の活動計画書をかなり熟知しておいでにな

ります。その中で、ガバナーが特に目についたところだけをお話になるという形でクラブ

協議会は進んでいくと思います。まだ第 9 分区も私の白井ロータリークラブが終わった所

で、2 番目が成田です。どういう展開になるかわかりませんが、ガバナーは気さくな方で、 

皆さんと直接色んな意見交換をすることを非常に求めているようなガバナーですので、

色々協議して話を進めていけるようよろしくお願いいたします。成田のクラブ計画書を見

させていただきました。年間行事から始まり、色々な事を非常に事細かく、最新の注意を

払って作られているのだろうと思います。そう言った中で、ガバナーが拘るのが定款と細
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則です。やはり基本は定款という考え方に立っていらっしゃいます。 

 ガバナーはＲＩの役員でありまして、2790 地区をＲＩの役員であるガバナーが管理する

という形です。ＲＩの認証状もガバナー訪問の際にはここに掲げてくれと要望が来ている

はずです。もとになる基本の部分はきっちり押させておきたいとガバナーは考えていらっ

しゃるのだと思います。運営と活動は、柔軟に、時代に合わせた形でどんどん変化をして

いった方が良いのではないかと、今までの話を聞いて感じている次第です。今年の櫻木ガ

バナーにつきましては、委員会活動は、地区の場合、委員に全権を委託して委員会を運営

してもらうという形で話をされます。また分区内のことは、補佐が思い通りにやっていい

というようなお話をいただいております。私はガバナー補佐をお受けして、各クラブを訪

問し非常に勉強になるなと思っています。今までの 20 数年、ほとんど他クラブへ行かなか

ったものですから。今は、各会員さんも色々なクラブに顔を出せるような分区になればい

いなと感じています。ガバナー公式訪問のクラブ協議会では、十分時間を取っていただき、

活動計画書を全員お持ちいただき、ロータリーについて知識を深めていただきたいと思い

ます。再来週、どうかよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

Q. 二つ質問があります。一つ目ですが、ガバナー補佐ご自身の個人的意見で結構ですの

で、会員増強活動の重点を置くべきポイントは何だと思われますか？総花的に活動するの

でなく、会員増強活動の真の目的を明確にする必要があると感じています。二つ目ですが、

地区全体を通しての会員増強活動の可能性についてです。先日、８月２２日に地区の会員

増強セミナーでこんなことがありました。確か新千葉ロータリークラブから来られている

弁護士の方がいらっしゃいました。銚子、八日市場ロータリークラブの同じテーブルのメ

ンバーに、職業分類で弁護士がいないと聞いて、それぞれの地域に会員にふさわしい知り

合いの弁護士がいるので紹介したいとおっしゃっていました。クラブを越えて、地区の専

門の職業で会員候補者を紹介しあえる可能性があると感じました。いかが思われますか？ 

（平山秀樹会員） 

 

A. 会員増強のポイントは、やはり現在の会員の日頃からの人間関係、その地域の信頼し

あえるネットワークから会員候補を見出すことが一番大事だと思います。二番目ですが、

極めて私見ですが、弁護士協会や、医師会に地区から各地域でロータリアンにふさわしい

候補者をだして欲しいと依頼することは興味深い試みだと思います。 

（伊藤仁ガバナー補佐） 

 

Q. ロータリーは難しいのか？成田ロータリークラブでは先輩方の指導がしっかりしてい

るので、それほど受け入れ難いものではないが、ガバナー、ガバナー補佐のお話を聞いて

いるといかにもロータリーは難しいという印象を受けます。     （佐瀬和年会長） 

 

A. 私見ですが、ロータリーの始まりは、必要に迫られてという話もありますが、気のお

ける仲間とポールハリスたち 4 人はきっと楽しくやっていたのではないでしょうか。奉仕

と親睦という二つのテーマがあります。親睦があり、仲間意識があってこそのロータリー。

ロータリーの中には、ロータリーを難しく語りたがる方が多いのも事実です。しかし、私
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は親睦が一番大事なのではないかと思っております。勿論、規律は大事です。規律を守り

つつ、そんなに事細かにやらなくても親睦の仲間ができた上で、それが奉仕、国際貢献、

地域貢献へと繋がっていく。そもそも『やさしく理解しよう』という標題がつくことこそ、

本当は難しいのではないかいう話になりますが、私は楽しくクラブを運営していけたらと

考えております。                     （伊藤仁ガバナー補佐） 

 

A. 優しい＝楽しい、難しい＝つまらない とはならないと思います。各クラブに合わせ

た定款、細則を作り上げ、その中で楽しさを見つけていく。そして定款、細則にのっとっ

た親睦をやっていく。皆さん、間違えて理解していらっしゃる方も多いのですが、ただ酒

を飲み、カラオケを楽しんで騒ぐことが親睦ではなく、ロータリークラブには“フェロー

シップ”というきちんとした言葉が存在します。そういった事を踏まえた上で活動すると、

優しくても難しい、難しくても楽しいという事が成立していくのではないかと思います。 

（石橋菊太郎会員） 

 

◇ 成田ロータリークラブチャーターメンバーの紹介 

豊田 磐会員 

・加藤馨さん、和菓子販売、柳家本店の社長、当時、41 歳、

40 代が 10 人ほどいました。 

 

・加藤登さん、レストラン柳家支店社長、54 歳。 

加藤馨さんのおじさんにあたります。成田市議会議員で、業

界の色々な役、会長等を多く努めていらっしゃいました。 

例会 60 分の 60%出席し早退する場合に、リボンを付けたボ

ールペン（BB フラワー）を胸に挿すという決まりが成田ロータリークラブにはあります。

ユーモアをこめて働き蜂(Busy Bee)というネーミングになりました。このアイデアはこ

の年の地区大会においてグッドアイデアの第 1 位に入選しました。1969-70 年度の会長。 

 

・川瀬信雄さん、成田高等学校の校長。4 代前の校長先生。53 歳。1971 年度の会長。1963-64

年度、当時、東京、埼玉、千葉が一つの地区となり 358 地区というのがありました。この

時のガバナーである長沼さんが公式訪問の際、山崎一雄会長に成田高校にインターアクト

クラブを結成するように勧めるとともに、校長の川瀬さんにも頼んだそうです。校長は直

ちに行動を開始し、諮問委員長に川瀬さん、三橋吉兵衛さん、橘昌夫さんを委員に任命し

ました。そして川瀬さんを中心に成田高校インターアクトが日本で 5 番目に結成されまし

た。358 地区では第 1 番目に作られました。創立総会が 1963 年 11 月 28 日、アクト会員

30 名を集めて行われ、チャーターナイトは 12 月 27 日、成田ロータリークラブ会員全員参

加のもとに開催されました。昭和 54 年の 4 月まで在籍。 

 

・河野魁さん、千葉交通の社長、バス事業、42 歳。1972-3 年度の会長で船橋にお住まい

でした。河野さんは、育ちから品格、人物、全てにおいて成田では卓越した存在だったと

いう話です。当時、次期会長は各委員長を決めると接待しておりました。この習慣は 35

年くらい続いたという話です。因みにこの時の接待は新橋のお店だったそうです。55 年 4



 6 

月まで在籍。 

・三橋吉兵衛さん、医薬品の小売、一粒丸惣本家元祖三橋薬局店主。インターアクト結成

に努力されました。お店の前を成田高校の生徒が通ると、必ずお店から声を掛けていたと

いう話です。56 年 6 月まで在籍。 

 

・諸岡市郎左衛門さん、先日お亡くなりになった先代です。成田ロータリークラブ創立か

ら 3 年間会長をされました。酒類の小売、千葉県議会議員、千葉県の中央とのパイプを通

じて成田にロータリークラブを作るよう様々な方に働きかけられていた一人。61 歳。 

誕生については、千葉県の生みの親である初代千葉銀行頭取の古荘四郎彦（ふるしょうし

ろひこ)さんたちから、会うたびにロータリークラブの結成をと強く要望され、県の医師会

の会長さんなどからも勧められ、当時の藤倉成田市長、山崎会員、萩原会員などの諸先生

からも勧められて、機が熟し、高田先生に幹事をお願いし、成田ロータリークラブが誕生。

47 年 10 月まで在籍。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

※平山会員から全会員にニューモラル No.553「周囲に向ける心」をいただきました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 9月 9日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、成田 温、角田 憲司、小泉 英夫 

矢島 紀昭 各会員 
9月 22日 つり同好会 

佐瀬 和年、石橋 菊太郎、設楽 正行、諸岡 靖彦 

山田 真幸、小泉 英夫、佐藤 英雄、小寺 真澄 

諸岡 正徳、菊地 貴 各会員 

9月 25日 青少年委員会 

佐瀬 和年、深堀 伸之、平山 秀樹、渡辺 孝、豊田 磐 

小川 賢、大澤 浩一、佐藤 英雄、小寺 真澄 

設楽 正行、堀口 路加、八田 光雄、小柳 政和  

各会員 

9月 25日 会員増強・退会防止委員会 

堀口 路加 各会員 10月 1日 若潮ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ４２ １９ ６８．８５％ ７８．６９％ 

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 

 


