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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 2717回例会 平成 28年 9月 9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      近藤 博貴 会員 

◇ お客様紹介   

第 2790 地区ガバナー 青木 貞雄 様 

第 2790 地区第 9 分区ガバナー補佐 髙橋 宏一 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 宮田 明俊 会員 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

第 2790地区ガバナー 青木 貞雄 様：9月24，25日の地区大会で、

成田を皆さんに知ってもらうべく、親クラブ、そして Co-Host クラ

ブとしての貴クラブの応援・御協力をよろしくお願いします。 

 

第 2790 地区第 9 分区ガバナー補佐 髙橋 宏一 様：今日はお手柔

らかにお願い致します。 

 

長原 正夫 会員：先日は私の父の葬儀に際しまして、クラブ、ま

た会員の皆さんからお花や香典、弔電など頂きましてありがとうご

ざいました。お世話になりました。父も 92 歳と長生きをしまして、

母は 91 歳で元気でおります。なんとか見送ることが出来ました。有

難うございました。 

 

平山 秀樹 会員：みなさま、こんにちは。この度、千葉県経済同

友会中欧視察に参加させていただきました。実は、以前成田コスモ

ポリタンロータリークラブの故諸岡孝昭会員が千葉県経済同友会の

共同代表を務めておられたご縁で数年前に一度参加させていただき

ました。今回は、その時のご縁で参加させていただきました。中欧、

中欧ヨーロッパということで、ドイツのドレスデン、チェコのプラ

ハ、ポーランドのワルシャワの三カ所を訪問させていただきました。

特にドレスデン、ワルシャワは第二次世界大戦で街が爆撃などで徹

底的に破壊され、絵画や写真を手がかりに文字通りひび割れまで街
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を再生させました。例えば、左側のこの二枚の写真です

が、上が、今回私が撮影した対岸から見たドレスデンの

街です。下は三百年前に画家がほぼ同じ場所から画いた

作品です。この間に３枚目の戦争で破壊つくされた様相

がはさまれているとはひとつも思えません。街づくりへ

の熱い想いを感じました。また、これら三都市のいずれ

も戦後は共産圏に組み入れられていました。今は、自由

経済圏になり観光を含めて大変繁栄しています。復興も、

自由主義経済圏に

復帰してから進ん

だと聞きます。つ

まりは、こられの

中世を思わせる大

聖堂や、王宮はほ

んのこの数十年の建築なのだそうです。いろいろと

学ばせていただく機会をいただいたことに感謝し

てニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日はコスモポリタンロータリークラブ青木貞雄ガバナ

ーと宮田明俊様がお見えになりました。後程皆様にご挨拶

があるそうです。今日は高橋ガバナー補佐を迎えてのクラ

ブ協議会です。 

最近は台風が次々やってきまして北海道、東北などでは大

変な被害です。千葉県は台風や地震など災害が少ないとこ

ろで、他の所よりも恵まれていると考えるのは私だけでは

ないでしょう。 

先月 8 月 19 日の会員増強テーブルディスカッションにお

きまして皆さんと討議しました。会員増強 １、職業分類で原則一業種について ２、Ｒ

Ｉの方針による会員増強適切な人数 ３、会員増強委員会に対する意見 これらを中心に

八街クラブの高橋ガバナー補佐がお見えになりましたので吉田幹事、同じ名字の成田クラ

ブ高橋増強委員長に、クラブ協議会を進めていただきたいと思います。そして別件のご報

告があります。国際ロータリー第 2790 地区青木ガバナーよりガバナーノミニー（2018～

19）年度の公表があり佐倉中央ロータリークラブ橋岡久太郎様が選出されました。橋岡様

は会長 3 回、幹事 2 回、２０１５～１６年度ガバナー補佐 職業分類は能楽だそうです。

その次の年度（2019～20）ガバナーノミニー・デジグネートに当クラブの諸岡靖彦会員が

選出されましたので皆様にお伝えいたします。経歴、職歴につきましては皆さんよく御存

じだと思いますので省略させていただきます。今日はこの後入会式、クラブ協議会です。 

 

◇ 青木貞雄ガバナーよりご挨拶 

地区幹事をお願いしている神﨑さん始め、皆さんに今年の 3 月、４月にかけての三代セ

ミナーを行いました時に既にお世話になっておりますけれども、７月に正式な私の任期が

スタートするにあたりまして、親クラブであると同時に地区大会の Co-Host クラブをお願

いしております当クラブにご挨拶をすべく予定しておりましたが、私の都合のつく日とこ

ちらの移動例会が重なりまして今になってしまったことをお詫び申し上げます。さて、ご

案内の通り来週火曜日、久能カントリーにおきまして地区大会記念ゴルフ大会、9 月 24、
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25 日に地区大会を予定しております。先ほど申し上げましたように、参加した皆さんに是

非成田を知っていただきたいということで幹事の神﨑さんを始め、是非皆様には御協力ご

支援をお願いしたいと思っております。特に地区大会におきましては、20 名の方に当クラ

ブから色んな形でお手伝い頂くことになっておりますので是非よろしくお願いいたします。

なお、私は 7 月 27 日より公式訪問に追われておりまして、今年は合同がいくつかござい

ますので本日までに 17 回 33 クラブ、既に回らせていただいております。地区記念ゴルフ

大会におきましては、石川邦紘大会会長及び実行委員長の滝澤さん、地区大会におきまし

たは大会会長の野間口さん、そして実行委員長の石川さん、副実行委員長の村島さんにお

任せしております。内容については、私は詳しく存じ上げないのですが、聞いております

ところでは、ゴルフでは女子プロが参加し皆さんにご指導して頂けるという事になってお

ります。地区大会につきましては職業奉仕を中心とする“ロータリーの樹”というのを考

案された渡辺好政・元 RI 理事元ＲＩ理事を、ＲＩ会長代理としてお招きし、特に会長幹事、

地区委員の皆様が参加されます一日目には、一時間に渡って研修をしていただく予定にな

っております。一日目は成田ビューホテル、二日目は成田国際文化会館で行います。昼に

は日本航空の客室乗務員のチアリーダーチームＪＡＬ（ＪＥＴＳ）の演技をお願いしてお

ります。記念講演につきましては日曜日の朝のサンデーモーニングでお馴染みの日本総研

の寺島実郎さんに、『世界情勢と日本経済の将来展望』という演題でお願いしております。

最後の大懇親会では、歌手の伊藤咲子さんをお呼びしております。色々お手伝いをお願い

すると同時に多数の会員の皆様の参加をお願いしたいと思います。9 月 6 日の指名委員会

におきまして、諸岡さんが 2019ー20 年度のガバナーノミニー・デジグネートということ

が決まりました。私が承認した時は多くの皆様からご苦労様といわれましたので、諸岡さ

んには、おめでとうございますと同時にご苦労様と申

し上げたいと思います。櫻木さんと私の時は予定され

ていた方が体調不良やクラブの事情などで急遽強制的

に指名されたような所がありますが、寺嶋さん、橋岡

さん、諸岡さんとガバナーが既に決まっておりまして、

地区としても将来明るいのではないかと考えておりま

す。最後に是非皆様のご協力を頂くと共に皆様のご健

勝を祈念申し上げて簡単ではございますがご挨拶とさ

せていただきます。今後ともこの一年間よろしくお願

いいたします。 

 

◇ 入会式 

芦谷 源一（あしや げんいち）会員 京葉銀行（株）成田支店支店長 

推薦人 高橋 正 会員、小岩井 学 会員 

顧 問 近藤 博貴 会員 

所属委員会  会員増強・退会防止委員会  

          増強・選考・職業分類担当 

      Ｓ．Ａ．Ａ． 

職業分類  地方商業銀行 

７月に着任しまして二ヶ月ほど経ちました。以前は稲毛支店に勤務しておりまして千葉西

ロータリークラブに九ヶ月ほどですがお世話になりました。成田は二回目です。成田には

他に成田西支店というのがございますが、8 年前にそちらに勤務しておりました。 

成田は非常にいい街で居心地がよく、是非また機会があったら成田で仕事ができればと思

っていました。何分、色んなことがわかりませんので、皆様方のご指導をいただきまして

成田の街に少しでもお手伝いできればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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先ほど紹介して頂きました高橋さんは、前任の小坂の方からゴルフがかなりの腕前という

ことでお聞きしておりますが、私はテニスが趣味で、今も銀行のテニス部にも所属してお

りまして、頑張っております。これからお世話になりますがよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・親睦   諸岡 正徳 リーダー 

再度のご案内ですが、新会員の方も多くなりましたのでご連絡いた

します。月初めの結婚記念、誕生祝いには、最低でも五千円のニコ

ニコをお願いいたします。是非趣旨をご理解いただきご協力をお願

いいたします。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  佐原香取、多古ロータリークラブ 

・活動計画書 佐原香取、白井ロータリークラブ 

・例会変更 八街、富里、白井ロータリークラブ 

・ガバナーノミニ（2018-19年度ガバナー）の公表 

・ガバナーノミニー・デジグネート（2019-20年度ガバナーの公表 

・地区大会へ向けてお知らせ 第 1弾 

・第 9分区親睦ゴルフコンペのご案内 

・ロータリーの友英語版注文書 

・白鳥政孝パストガバナーより活動計画書送付のお礼 

≪連絡≫ 

・昨日、会長幹事会が行われました。その中で 12 月 4 日に予定されておりますラディソ

ンホテルでの情報研修会ですが、通常、5 年未満の会員が中心ですが、今年度はその枠を

取り外し全会員を対象にし、より多くの方にお集まりいただこうということで現在計画し

ております。詳細はまとまり次第ご案内いたします。 

・地区大会にお手伝い頂く 20 名の方には、詳細をレターボックスに入れさせていただきま

した。当日朝 8 時に新勝寺大株駐車場に集合、ここから会場へ送迎となります。直接国際

文化会館へ行かれません様にお願いいたします。お手伝い以外の方は直接お願い致します。 

・会員数 64 名 

・16 日は移動例会、23 日は 25 日への地区大会振替休会となります。 

・多古ロータリークラブ様より例会時間の訂正 

第 2790 地区ホームページ例会場一覧の多古ロータリークラブの備考欄 

通常、夜間例会で 19：00～20：00 に訂正 

・最新 RI 定款・細則、クラブ定款・細則の４種類が日本語に翻訳されました。My ROTARY

からダウンロード出来るようになりました 

・各種出欠表 
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◇ クラブ協議会 
会員増強・退会防止委員会  高橋 晋 委員長 

≪8 月 19 日例会での会員増強に関する討議の要旨≫ 

１．職業分類で原則一業種について 

 ａ．同業者間でお互いに了解が取れれば問題ない。 

 ｂ．原則一業種一人にして欲しい。 

ｃ．ＲＩの方針で会員増強を考えれば同一業種 2～3 人はやむを 

得ない。 

ｄ．属性が個人事業主の場合、同業種複数入会ＯＫ 

  中小場合一業種一人を基本とするが現会員が認めるならＯＫではないか 

大企業は転勤を伴う場合が多く一業種 5 社までとする。 

   サービス・自由業の資格業者は導一業種 2 人を基本とする。 

 ｅ．会員推薦にあたって必ずしも同業の推薦を必要としない。従って職業分類上、当ク

ラブでは 10％より多くならない限り正会員を選出することができる。但し、同業者

との軋轢を勘案した場合、事前の了解や同意が必要かもしれない。 

ｆ．現在は業種の枠は取り払われている。当クラブは 51 人以上なので 10％まで、一業

種 5 名まで入会できるが今回の話し合いでは推薦の扱いまでには至らなかった。 

 

２．ＲＩの方針による会員増強について 

 ａ．成田クラブの適正な人数 60 人～70 人とする。 

ｂ．むやみに会員を増やす必要がなく現状の 60 人前後で良いと思う。 

ｃ．成田ロータリークラブの親クラブである千葉ロータリークラブでは、最近まで 76

名でしたがここにきて 80 名を超えたとの事である。 

成田コスモポリタンロータリークラブの親クラブである成田クラブは成田コスモポ

リタンロータリークラブの 67 名に対して 64 名。コスモポリタンと同等かそれ以上の

70 名前後に増やせないか。 

ｄ．ただ会員を増やせば良いとは思わない。クラブの内容に応じて被推薦者の人格や

内容など質の向上性を重視すべきである。 

ｅ．当クラブの現在会員 63 名が適切かどうか見極めるべきである。闇雲に増強しても

会員同士の意思疎通が不足がちになる。また出席率が悪くなっては何にもならない。

我がクラブでは現在出席率が７０％台である。決して良いとは言えないが、減少し

てもクラブの運営上、事業などを勘案した場合問題となるであろう。 

ｆ．会員の平均年齢が高齢化しているため、これからは積極的に若手会員の増強を図

るべきである。 

ｇ．アメリカや日本などは減少が多いようですが、東南アジアなどは増えている。 

増強と言っても 1 クラブ 70 名から 100 名に増やすのが良いかどうか検討すべきで

はないか。 

 

３．会員増強委員会に対する意見 

ａ．未だ入会していない業種が多くある。会員各々が声を掛け合い会員増強するのが

望ましい。 

ｂ．闇雲に増やしても、入会後に短期間で退会するようなことが無いよう、そのケア

をどうするかの検討が必要 

ｃ．当クラブでは会員の平均年齢が高くなってきているので、若手の会員を増やすべ

きではないか 

ｄ．女性会員の増強 4 名を目標とする。 
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ｅ．出席率も大切であるが、働き盛りの年代も多い事から、月４回のうち 2 回程度例

会に出ればよいのではないか。 

 

４．その他 

ＲＩ本部では入会金の扱いについて 3 年に１回の規定審議会で２３２対２２８で定

款から入会金を削除することが決まりました。従って、これからは各クラブの細則で入

会金を徴収するか否かについて話し合いで決めて欲しいとの事 

 

【講評】高橋 宏一 ガバナー補佐  

 さ寒さも彼岸までという諺がございますが、凌ぎやすくな

ってまいりました。お盆以降非常に天気が不安定で東北北海

道では未曾有の災害が発生しております。皆さんのところは

先だっての台風の影響はなかったでしょうか？ 

私は商売柄、ビニールハウスの被害あったり人参の種を蒔い

たものが流されたりということがございました。農作物は取

れなければ相場が上がるので帳消しにできるのですが、岩手

県岩泉町のような災害はお気の毒だなと思います。 

今日は、芦谷さん、ご入会おめでとうございます。また諸岡会員にはガバナーノミニー・

デジグネートでご指名が完了されたということで大変おめでとうございます。第９分区と

いたしまして、現青木ガバナー同様にバックアップしていきたいという考えでございます. 

今日、会員増強についてご報告がありましたが、私が成田クラブへ来て講評をすると言う

のはちょっと烏滸がましいのですが、私の考えをいくつか述べさせていただきます。 

今日の報告についてではありませんが、会員を増やすということは、現会員が足で稼がな

ければ絶対に増えないと思います。頭の中で思っていても駄目なんです。そして、暇そう

な人はダメです。ロータリーに限らず地域の役員でも同じことが言えると思います。何故

かと申しますと、暇な人は決して働かないし、出席も悪いんです。逆に忙しい人は、忙し

いなりにうまく時間を調整しこなしていきます。 

八街では会員が減少し、平均年齢も成田より 5，6 歳高いと思います。女性会員につきまし

ては、八街は二人おります。近々もう一人増えるのではないかと思います。女性会員を増

やすというのは、そもそも女性の事業家がいないから中々難しいのではないかと思います。 

理想といたしましては、三人ぐらいいたほうがいいのではないかと思います。 

入会した会員をなるべく退会しないようにするには、充実した例会を開くのが一番だと思

います。色々な所へメーキャプしますが、いい加減な例会をしているクラブは会員が少な

いし充実した例会をやっているところは会員が減らないようい思います。今日は成田クラ

ブにお邪魔させていただき、大変充実しているなという感じを持ちました。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石川 憲弘、吉田 稔 各会員 9月 8日 第 9分区会長幹事会 

諸岡 靖彦 会員 9月 10日 地区ガバナー補佐、委員長合同会議 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４７ １６ ７４．６％ ８２．５４％ 

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 

 


