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会長挨拶を代読させて頂きます。 

みなさん、こんにちは。4月に入りまして、新しい

ランドセルを背負った子や、初々しいスーツ姿の新

社会人をちらほらと見かける時期になりました。そ

のような心機一転の季節、1日、新元号は「令和」

と発表されました。安倍首相は、「令和には、人々

が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つとい

う意味が込められている」などとする談話を発表さ

れました。また、過去の 247の元号はすべて中国の

古典から引用されていて、日本の古典である万葉集

から引用されたのは今回が初めてとのことです。元

号につきましては、古くは王の即位から年を数えま

したが、中国の前漢の武帝の時に使用されはじめま

した。そして、近隣諸国にも伝わり、日本では飛鳥
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時代で始まり、最初の元号は 645年の「大化」だそ

うです。その後、長い歴史の中で数多くの元号が生

まれ、現在の「平成」に至ります。これまで「文

永・弘安の役」「建武の新政」「明治維新」などの歴

史の転換点や重大な出来事を元号に絡めた名称で表

現しています。そのように、元号は日本人の足跡そ

のものでもあります。普段、何げなく使ってきた元

号の意義を考えることは、日本人のアイデンティテ

ィーを見つめ直すことにもつながるはずです。平和

と語感も似ている柔らかいイメージの「令和」の時

代は、どのように変化していくのでしょうか。ロー

タリークラブ成田空港南と、会員である皆様にとっ

てますます良い時代となりますよう、祈念いたしま

す。以上で代読を終わります。 

 

 

 

 

 

 

➀例会のお知らせ 

・大網 RC・佐原香取 RC 

・八日市場 RC・東金 RC 

・茂原中央 RC 

③ガバナー事務所より 

・モンゴル米山学友会及び米山学友合同会 

式典のご案内 

・地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

③その他 

・横芝光町観光まちづくり協会よりご案内 

・第７グループ髙山ガバナー補佐より 

 第７グループ家族親睦ゴルフ大会のご案内 

 

 

 

第 10回定例理事会 

日時：平成 31年 4月 4日（木） 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．3月度会計 承認の件 

        承認されました。 

第 2号議案．第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ家族親睦ｺﾞﾙﾌ大会について 

        5月 24日、締め切り 4月 18日 

第 3号議案．ジョブパーク協賛金について 

        協賛金 ￥10,000.- 

第 4号議案．３クラブ親睦ｺﾞﾙﾌ大会について 

        4月 15日（月） 松尾ゴルフ 

第 5号議案．その他について  

 

 

 

◇次年度幹事 

本日例会終了後に次年度のプログラム委員会を開催

させて頂きたいと思います。既にご連絡させて頂い

ている方々のご出席をよろしくお願い致します。 

（次年度幹事 上原広嗣） 

 

◇次年度会長 

2月 16日と 3月 24日に PETSに参加しました。詳

細は後日報告させて頂きます。 

（次年度会長 市原豊彦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋 

皆さんのご意見を聞きたいと思います。ガバナー月

信に出ているクラブの出席率が非常に悪いです。 

成田空港南 57.17％ 

かつては 100％近いことを常にやっていたんですけ

ど、こういう状況になってしまいました。出席率に

ついては私はあまり問題にしていないですけど、ク

ラブ自体が面白くないと話にならないので、この辺

をもう少し盛り上げるにはどうしたらいいか？とい

うことで、話していきたいと思います。上原さん、

次年度幹事としてご意見をお願いします。 

上原 

今日プログラム委員会を開催して、親睦重視のスケ

ジュールが組めればいいと思っております。その辺

を市原次年度会長とお話をしてから、親睦重視の例

会を考えております。 

 

委員会報告 

クラブ協議会 議長 土屋俊夫 



土屋 

親睦に関しては反対する人はいないと思うんですけ

ど、渡邊さん、現状ゴルフを中心に親睦をしていま

すけれど、今後クラブとして盛り上げていく為に企

画している案などあればお願いします。 

渡邊 

毎年親睦という事でやっていて、それなりに成果は

上がっているとは思うんだけど、中々全体に伝わら

ないのが現状で、例えば年度の前に決めてスケジュ

ールをやっていくんだけど、その辺の所が、もっと

役じゃない人からも行きたい場所だとかしたいこと

だとか、そういう声が現実にはほとんど上がってこ

ないんですよ。だから結局、何人かで決める事にな

っちゃうので、もっともっと言ってくれれば、全部

は出来ないけどいろいろあると思うので。ただその

声を、誰に言ったらいいかというのを逆に皆も分か

らないと思うんだよね。年間で最初に決まっちゃっ

たらそれで行っちゃうのか、途中で「3 ヶ月後にこ

ういうのがあるから行きたいな」とか思ったところ

で、誰に言ったらいいのか？そういうのがないか

ら、毎年同じ事を何人かで決めてやって行かざるを

得ないので。親睦と言っても実際は毎年変わらない

親睦だから。面白くないわけではないし、参加した

ら面白いけど参加するまでがどうしてもあると思う

んですよね。その辺の所をもうちょっと気楽に、も

っと皆が行ってくれるような感じになるともうちょ

っと違うんじゃないかなとは思っています。 

土屋 

今親睦の話が出ましたけど、いろいろ奉仕活動の方

も入っていきたいと思います。とりあえず今は親睦

という事で、お酒は飲めないけど親睦活動にかなり

出ている匡哉さん、その辺をひとつお願いします。 

鈴木（匡） 

そういった意味では、親睦も例えばゴルフはやらな

いし野球もしたことないんですけど、出たいなとは

思うんですけど、その辺は選ばせて頂いています。 

土屋 

「こういう傾向になったらいい」とかあるんじゃな

いですか？要するにお酒飲み会とか「コンパニオン

がいないから行かない」だとか。 

鈴木（匡） 

コンパニオンのいる席とかも実は苦手だし、２次

会・３次会とかは別でそういうのが好きな方に行っ

て頂いて、皆でやる時は皆で、みたいなのがいいな

と個人的には思います。 

土屋 

どっちかというと「親睦＝飲み会」という感じにな

っているんですが、本来は違うのかなぁと思うんで

すけど、古西さん、親睦に関してどうですか。 

古西 

確かに私がロータリーに入って十数年経つんですけ

ど、その頃はゴルフをやられる方々もかなりいた

し、そうすると結構な人数がゴルフに参加して親睦

を深めたりとかそういう事があったんですけど、

段々時代も変わってきまして、ゴルフをやる人口も

年々減っていますから、中々そういう所でコミュニ

ケーションをとるというのも段々厳しくなってきて

いるのかな？という感じは受けています。お酒の話

も出ましたけど、酒が嫌いだったら参加しないんで

しょうけど、酒が好きだから参加してるようなとこ

ろがありますから、飲まない人からすると苦痛なん

だろうなという気はします。あとは違う方法とし

て、何か親睦で皆がコミュニケーションをとれるよ

うな事を、これから先々で考えていかないと、中々

意思疎通が出来ないのかな？と。またその意思疎通

が出来なくなってくると、奉仕活動のアクションを

クラブとして起こすことが大変難しくなってくるん

だと思うんです。これから会長・幹事をやられる

方、親睦をやられる方々も、そういう方向で少しず

つ考えながら、会の運営をやって行った方がよろし

いのかなと思います。 

土屋 

向後さん、一言お願いします。 

向後 

自分も酒飲みの機会にはよく出るんですけど、何が

楽しいか？と、皆が考えて楽しければ集まってくる

と思うんだよね。自分の場合はゴルフとか酒飲みと

かが好きですから、そういう所へは声がかかれば出

席しますけど、なるべく声のかかるようなことをす

る人間になっていけば、自然と集まって来るんじゃ

ないか？と、自分から積極性を持たないと中々人は

集まってこないと思います。 

土屋 

飲み会ばかりやっているように見えますけど、肝心

な奉仕なんですけど、冨さん、地区の奉仕プロジェ

クト委員長をやった経験上、やはり奉仕の大切さは

あると思うんですけど、このクラブを奉仕活動でも

う少し活性化させる、こんなのがいいのかなぁと、

一言お願いします。 

 



冨 

私の個人的な考えでございますけれども、奉仕プロ

ジェクトの前に「クラブの例会に参加すると癒され

る」そういう魅力のあるクラブ、それから奉仕をし

たいと思って、お金を払ってこのクラブに入会して

いるわけですね。その奉仕をしたいという本来の目

的をどうやって達成していくか？それが奉仕プロジ

ェクトでもあるわけです。米山奨学生を入れて国際

交流をしたりとか、それも一つの魅力として、手段

としてあったわけです。奉仕をしたいとして皆集ま

って来ているので、何か皆が一つになってやれるよ

うな奉仕、栗山川の鮭の放流とか剣道大会とかやっ

ていますが、今度は国際奉仕プロジェクト・日本か

ら飛び出た感じで何か出来たら面白いんじゃないか

な？と、何かに向かって皆のベクトルが合う様なも

のがあったらいいんじゃないかなぁ？と、一つの意

見です。皆さんも都合で出られない人もいるとは思

うんですけども、何かきっかけが欲しいです。女性

会員が入ったりだとか、そういういろんなことを模

索しながらやって行ったらいいんじゃないかなと思

います。 

土屋 

例会に来ないで奉仕活動には来るという方もいます

ので、是非次年度からこの辺を参考にしてプログラ

ムを練って頂きたいなと思っています。 

冨 

参加しない人に皆で声をかけあってやるのも大事だ

と思います。 

古西 

次年度の地区国際奉仕委員会を１年間やらせてもら

うんですけども、チームセミナーで現実的にどうい

う風にやったらいいかを地区に聞いて来ようと思う

んですが、国際奉仕として、あまりうちのクラブで

は国際奉仕事業というのがないじゃないですか。ど

うしても国際奉仕というと、海外に井戸を掘ったり

だとか学校を造ったりという様な話が思い浮かばれ

るんですけど、例えば横芝光町・芝山町とかに来て

いる外国人の人達に、何かを奉仕するのも国際奉仕

の一つだという意見も出てきましたので、そういう

様な方向性の考え方も一つで、具体的なものはこれ

から聞いてきます。 

土屋 

地区協議会が終わった４月 20 日以降に、次に向け

てファイヤーサイドミーティングとか、各次年度委

員会で集まっていろんな話をしないといけないんで

すけど、その前にもう一回ぐらい何かやった方がい

いのかなと思うんですけど、是非前向きに、次の活

動計画を練っていくようにいろいろやれたらなと思

っています。また機会がありましたらやらせて頂き

ます。 

 

 

 

齋藤逸朗君 

  …内々で良い事がありました。 

伊藤元雄君 

  …奥様誕生祝いありがとうございます。 

小川佐内君 

  …次週合同例会、都合で欠席です。 

   よろしくお願い致します。 

倉石昌治君 

  …しばらくぶりにロータリーに来て、思わぬお

年玉を頂きました。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・鈴木恭一君 

内田裕雄君・小林定雄君・市原豊彦君・杉森幹男君 

渡邊孝文君・安藤卓造君・上原広嗣君 

…桜も満開で良い季節になりました。 

石井様、今日はようこそおいで下さいまし

た。 

 

本日計    21,000円 

累 計   592,005円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 

4月 4日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

19 

 

31 61.29 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


