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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2774回例会 平成 29年 12 月 1日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励              香取 竜也 リーダー 

11 月の出席率は 69.87％でした。10 月は 70.77%です。11 月は、18 日の情報研修会の出

席率が実質 38％、メーキャップで 63％までは回復したのですが、このような結果になっ

てしまいました。今月は 29 日が休会で、主立っては 22 日に ANA クラウンプラザさんで

忘年例会がございますので、この時には奮って参加していただきたいと思います。22 日は

夜間例会なので、欠席される方は、10 時～15 時までに成田ビューホテルへメーキャップ

の印鑑を押しに来ていただければと思います。また 19 日の空港周辺美化活動もメーキャッ

プ対象となりますので、よろしくお願いいたします。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．            笠原 智 会員 

Ｓ．Ａ．Ａ．よりお願いを申し上げます。まず、例会中の携帯電話につきましてはマナー

モードでお願いいたします。また、例会を欠席される場合には、必ず事前にご連絡をお願

いします。特に、例会当日に役割を負う方が欠席される場合には申し送りをされる等、例

会が滞ることのないよう、委員会内で事前に調整いただきますようお願いいたします。例

会をよりよいものにするためにも、皆さまご協力をよろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘        成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング      奉仕の理想 

◇ 四つのテスト         ローソンかおり 会員 

◇ 結婚祝い 

香取竜也会員 H7.12.6、 

ローソンかおり会員 H15.12.31 

【欠席】 

山崎義人会員 S29.12.13、平野省二会員 S44.12.17 

谷直知会員 H7.12.3、小池正昭会員 H15.12.3 

菊地貴会員 H28.12.24 

◇ 誕生祝い 

矢野理恵会員Ｓ46.12.24（欠席） 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員： 11月 24日、先週の例会の後ですけれども、

私が会長をしております大学の成田の OB 会の総会が無事 ANA ク

ラウンプラザホテルにて終了いたしました。ありがとうございま

した。 
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神﨑 誠 会員： 本日発行の成田市の広報におまえの顔が載っ

ているという指摘がございましたのでニコニコさせていただき

ます。11月 15日、弊社成田空港警備(株)が成田市表彰を受賞さ

せていただきました。それからもう 1件、11月 20日に成田商工

会議所さんと成田市観光協会さん主催の永年勤続表彰というの

がございまして、40年、35年、30年と各 2名受賞させていただ

きましたので、併せてニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶          成田 温 会長 

１１月２４日の例会に今年度 RI会長代理の松宮剛様がお出

でになりました。 

この後、クラブ協議会と年次総会がひかえておりますので簡

単にその時の話をご披露いたします。予定より大分早く１１

時過ぎに御出でになりましたので、会員の皆様がおいでにな

るまでの間、お相手をしておりました。 

茅ヶ崎にお住まいとの事で、公共交通機関を乗り継ぎ、成田

の駅からはホテルの送迎バスで来られたそうです。４時間半

かかったそうです。 

RI 理事として年間で９０日位は本部に行っていて、英語はあまり得意ではないので大変で

すとおっしゃっていました。 

懇談会は難しい話は辞めて、なるべく皆様の話を聞きたいとの事でした。 

成田クラブの例会の講評をいただき、一番の特徴はニコニコだそうです。他の多くのクラ

ブでは、紙に書いてお金と一緒にニコニコ担当に渡し担当者が読み上げるそうです。読み

上げの上手い、下手で伝わり方が違ってしまうそうです。ニコニコは例会での唯一自己主

張が出来る時なので、本人が喋る当クラブのニコニコはよろしいのではとの事でした。「今

日の例会での圧巻は、なんと言っても諸岡市郎左衛門会員の卓話でした。」ともおっしゃ

っていました。 

その他も色々ありましたが、この位にいたします。 

この後、クラブ協議会で上半期総括を各委員長が行ないます。また、細則第５条第１節

の通り年次総会を行い、神﨑会長エレクトより次年度の役員・理事が発表されます。そし

て石川指名委員長より２０２０－２１年度の会長候補者の発表を予定し、最後に細則変更

の件を設楽内規規定委員長が説明いたします。 

会員の皆様にはよろしくご協力をお願いいたしまして、会長挨拶とさせていただきます。 

 

◇表 彰 

・ポールハリスフェロー 第 1 回目     

角田 幸弘 会員 
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◇委員会報告 

・米山記念奨学      浅野 正博 リーダー 

本日、小寺会員より米山記念奨学金へ 10 万円の寄付をいただき

ましたので、ここに報告させていただきます。 

 

 

◇ 幹事報告       長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・財団室 NEWS 12 月号 

・疾病予防と治療月間 リソースのご案内 

・地区大会記念ゴルフ大会 組み合わせ＆選手リスト 

・平成２９年度「ＮＨＫ歳末たすけあい」へのご協力のお願い 

・会員増強担当部より 会員増強に役立つ８つのオンラインコースのご案内 

・石橋会員 奥様 供花・花環・供物 注文書 

・出欠表（海釣り、ゴルフコンペ、忘年例会、第 2790 地区の地区大会） 

【連絡】   

・今月のロータリーレート 1 ドル＝112 円 

 

  
 

 

＜上半期総括＞ 

・長期計画委員会         佐瀬 和年 委員長 

上半期、長期計画委員会の特長的な活動は「モンゴル高専のその

後」の視察でした。 

平山会員と 2 人で行って参りましたが、三年目となる今日、生徒

数も増え目覚ましい発展を遂げております。成田ロータリークラ

ブ以外の多くの日本企業から、支援を受けている様子も伺えます。 

クラブ内に於いては、若い男女会員が増え平均年齢の若返りをしております。 

若手の男女会員をクラブ活動運営の中枢部に据えて、活性化を図る方向に進みます。 

更に、諸岡靖彦ガバナー誕生までの体制作りには、具体的に力を注ぎましょう。 

 

・クラブ研修委員会        石川 憲弘 委員長 

11 月 18 日、諸岡ガバナー補佐主催の第 9 分区情報研修会が、入会 5 年未満の方を中心に

「ロータリアンであることを誇りにしよう」のテーマで行われ、参加者 100 名程、改めて

ロータリアンは常日頃からロータリーの理念のもとに社会の中で行動することで、いつし

か社会に認められることになるのではないかという事を勉強しました。12 月 8 日の例会に

は、地区理念研究委員長の松田会員、委員の深堀会員お二人に改めてロータリーの理念に

ついて卓話をお願いしてあります。また来年 5 月 25 日の新会員歓迎会の前に DL 方式で研

修会を開く予定をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

ク ラ ブ 協 議 会 
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・指名委員会            石川 憲弘 委員長 

11 月 10 日、パスト会長会によりまして 2020-2021 年度会長

候補のご承認をいただきました。あわせて本人の了解も得るこ

とができましたので、後程年次総会の席で発表させていただき

ます。 

 

・内規規定委員会          設楽 正行 委員長 

当委員会の上半期の報告を申し上げます。会員並びに理事の方

から年間皆出席と出席免除の関係につき不明瞭な部分があると

の指摘があり、委員会において検討した結果、改善をし、明確

にすることを図りました。その結果、会員が出席免除を理事会

に提出し、承認された時点でその年度の年間皆出席は様々な条

件を満たしたとしても、認められないこととなりました。しかし、その年度以降皆出席が

なされれば、年間皆出席年数に累積加算されることは従来通りです。本日の年次総会にお

いて承認され、ありがとうございました。下期でも皆様のご意見並びに委員会における検

討により、ロータリー活動がよりスムーズに行われるよう研究する所存です。 

 

・会員増強・退会防止委員会     香取 竜也 出席奨励リーダー 

本日は諸岡委員長、村嶋リーダーが所用で不在の為、出席奨励

リーダーの私から報告させて頂きます。半期の状況としては入

会が５名、うち２名は退会者の後継入会、３名は新規になりま

す。うち１名は女性で、女性会員は５名になりました。全体で

は前期 71名から現状 74名でございます。後継入会して頂いて

おりますので、退会者は現状ございません。前日、４回目の委

員会を開催しまして、今後の入会において、選考の部分も理事会で規定にそって検討し、

出席奨励の意義も十分伝えての入会にしたいと考えます。出席奨励の第一回委員会で顧問

制度の活用も顧問会議でお願いしてありましたが、今後もご協力お願い致します。増強だ

けではなく、出席の少ない会員においても委員会、理事会メンバーを中心に直接出席奨励

してまいります。今後の活動として、委員長の年頭の方針にもありました３年未満の会員

の退会防止の一環として意見交換会の開催と、３年未満の会員の皆出席の特別表彰などを

考えておりますので、理事会で検討して頂ければと思います。 

 

・広報・公共イメージ委員会      深堀 伸之 委員長 

年度の方針という事で、活動計画書に３つの活動を書きまして、

その一番主となる活動が来年 2月 9日（金）の空港記者クラブ

との懇談会となっております。2月 9日、成田Ｕ-シティホテル

で開催というところまで決まっておりましたが、一昨日、委員

の皆様に集まっていただきまして内容について検討いたしまし

た。メンバーは、成田会長、神﨑会長エレクト、滝澤会員、近

藤会員、甲田会員です。成田市場の移転の話がございまして、どういう目的でやっている
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のか、いつまでにできるのか、国と県と市それぞれの思惑がある中で動いている節もある

ように思われます。そこで、市の当局の担当の方にお聞きして、小宮山会員が当事者とし

ていらっしゃいますので、小宮山会員のご意見も聞きながら記者さんの見解をまとめて、

テーブルごとのディスカッションができたらいいなと思っております。その他いろいろな

話が出ましたが、時間の都合もございますので、また後日ご報告させていただきます。 

 

・クラブ管理運営委員会        角田 幸弘 委員長 

上期のご報告をいたします。今年度、大きな柱としましては、

事務局の交代による会報の今後、委員会は多く開催してメーキ

ャップに盛り込んでいただく、例会の貴重な時間を有効に使う

にはどうしたらいいか、ＲＦ旅行同好会の新設をどうするのか

ということでありました。 

まず、プログラム委員会、6月の新年度に向けて、準備も滞りなく行いまして、きめ細や

かな配慮の中、久米リーダー率いるプログラム委員会全員で幾度かの委員会を開催しまし

た。例会の司会進行、卓話者への連絡等、綿密に連絡を取り合い活動していただきました。

続きまして、クラブ会報委員会、事務局の交代によりますクラブ会報の安定的な発行は、

今後の当クラブの課題だと思います。ご存知の通り、成田クラブの会報は各方面から高い

評価を受けているものであります。今まで黒須さんに頼る部分も多くありまして、クラブ

会報委員会が関わっている部分はいささか少なかったのではないかと反省しております。

今後、どのように維持していくのかは難しい課題ですが、各方面と協議を重ねまして進め

ていく必要があると考えております。 

続きまして親睦委員会であります。親睦委員会は、例会の貴重な時間のタイムロスを最小

限にするために、お誕生祝、結婚祝いの寄付を受付時にいただく事にしました。これはう

まくいっていると考えております。さて、久米会員にお世話になりました ANAクラウンプ

ラザホテル成田での月見例会は、大変盛り上がったのを皆さんご記憶にあるかと思います。

そして、金沢への 2泊 3日の旅行も滞りなく行いました。今月 22日の忘年家族例会にて上

期の仕事が終わります。また下期も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。 

最後に RF（ロータリーフレンドシップ）委員会です。RF委員会にはゴルフ、囲碁、釣りと

ありましたが、今年度から旅行が新たに組み込まれました。この旅行の内容については、

これから少し考えていく必要があるかと思いますが、こちらも皆様よろしくお願いいたし

ます。 

 

・奉仕プロジェクト委員会         堀口 路加 委員長 

7月以来の上期活動状況と今後の計画を報告いたします。まず、

7月 14日（金）に職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、社会奉仕

の各リーダーにお集まりいただき、委員会の事業計画と予算を

確認し、剣道大会、新モンゴル高専の今年度の支援計画、ジョ

イセフへの使用済み切手の支援活動、職場見学、成田山への植

樹計画について話し合い、成田年度をスタートいたしました。 

青少年奉仕では 8月 26日（土）に中台体育館のメインアリーナで第 11回成田ロータリー

クラブ杯中学校剣道大会を開催支援し、クラブからは 16名の会員にご参加いただきました。
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大会運営の準備はほとんど飯田サブリーダーと矢野リーダーが切り盛りしてくださり、無

事にそして盛大に大会を終了することができました。青少年の健全育成の一助になるよう

継続されてきた剣道大会ですので、次年度も継続していくことになるのではないかと思い

ますが、新しい年度が始まってすぐに行われる活動ですので、今年度の大会準備や大会運

営の反省点を次年度の委員会に活かしていただくために次年度委員会のリーダーに申し送

りをできるように委員会で課題を整理していきたい考えです。 

職業奉仕では 7月 21日（金）に石橋リーダーが委員会を開いてくださり、職業奉仕として

の年間委員会開催計画を作って一年をスタートいたしました。9月 13日（水）に「職業奉

仕を語る」をテーマに委員会を開催し、1月 26日に委員会卓話を予定している芦谷会員と

ともに職業奉仕への理解を深める機会を持ちました。また、3月に予定している、会員の

職場見学については 9月 8日（金）に成田国際空港株式会社の松本会員と打ち合わせの機

会を持ち、3月 16日（金）に空港内施設での昼食と見学をさせて頂くお話をし、松本会員

に当日の詳細計画の立案をお願いしているところです。 

社会奉仕では 9月 29日（金）に昨年の石川年度でクラブからの寄付をした社会福祉法人大

成会の野村哲也理事長と障害児入所施設「不二学園」の柳澤輝昌氏に「大成会の概要及び

社会貢献の取り組み」、「障害がある人の理解に向けて」とのテーマで卓話をしていただ

きました。このあとの計画ですが、3月 30日（金）の例会では、成田山新勝寺開基 1080

年を迎えることを記念して、クラブから志納金 30万円をお納めし、会員一人一本シャクナ

ゲの苗木を植樹する計画です。植樹は 2017-18年度 RI会長のイアン・ライズリー氏が、未

来のために地球環境を配慮し、温暖化を防止するためにロータリアン一人が一本の植樹を

行うことを推奨していることとも合致するものと位置づけています。 

国際奉仕では 10月に佐瀬会員と平山会員が米山学友のシルネンブヤンジャルガル氏が創

設した新モンゴル高専を二年ぶりに訪問され、現地の様子を確認してきてくださいました。

当年度をもって当初 3年としていた支援期間が経過することから、今後の支援のあり方、

方法等総括しその成果をまとめていただくこととしています。また、社会福祉協議会を通

して継続的に行っているジョイセフ（女性の命と健康を守るために活動している国際協

NGO）に使用済み切手を送る支援活動ですが、今年も千葉銀行の大橋会員や全日本空輸の南

日会員など大口の事業所のお陰で、10月末集計時点で 3,000枚ほど集まっています。昨年

13,500枚で月平均 1,125枚だったことから、若干少ない状況です。引き続き会員の皆様の

ご協力を得て、継続してまいります。 

「他の人の役に立つこと、そのことに寄与すること、そのために何ができるかを考え行動

する。」この奉仕の基本をもう一度確認し、今年度の委員会活動を続けてまいりたいと考

えています。引き続き、会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  諸岡 市郎左衛門 ロータリー財団リーダー 

遠藤委員長がインフルエンザのため、委員長に代わりロータリ

ー財団、米山記念奨学の状況について報告いたします。 

ロータリー財団につきましては、会長の方針として、ポリオ撲

滅、そのためのポリオプラスへの寄付が重点目標の一つとして

明示されました。年度早々の 7月 28日にロータリー財団に係る
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卓話を行いました。今年度の目標は 180万円で、12月 1日現在 105.2万円、分割寄付が 4

名で、その分を織込むと 145.2万円です。 

米山記念奨学につきましては、今年度の目標は 100万円で、12月 1日現在 50万円、分割

寄付が 3名で、その分を織込むと 80万円です。 

ロータリー財団、米山とも年度目標には達しておりません。引き続き、寄付を宜しくお願

いします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ. (正)               小寺 真澄 委員長 

Ｓ.Ａ.Ａ.活動である例会等において、楽しく、秩序正しく運営

されるよう、つねに心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使

命を発揮できるように取り組んでおります。 

月初め例会において会員相互が、楽しく友好を深められる例会に

なるため、「座席抽選」などを行っております。 

今後は、成田会長のクラブ活動重要目標の一つである「顧問制度

の活用」においては、月に１度ぐらいの割合で顧問の方と隣同士になり、もう一つの重要

目標である「ポリオの撲滅」等々の様々の奉仕活動について活発な意見交換とその意義を

図れる例会等になるよう努めてまいります。 

 会員皆様のご理解があってこそ成し遂げることが出来る活動となりますので、ご協力を

お願いいたします。知識を高め、品性を磨き、自己の人格形成につとめてまいります。宜

しくお願い致します。 

 

・会計        小岩井 学 会員 

別紙参照 

 

・会長        成田 温 会長 

委員長さん方、ご苦労さまでございました。ほぼほぼ予定通り

進んでいるのかなと思っております。上半期、各委員会の開催

ありがとうございました。ただいま決算書が廻りまして各委員

会の支出にゼロが続いておりますが、これは、例会前、例会後

に委員会を開いた際、コーヒーだけということもございまして、

その費用が例会費へ計上されているのだと思います。 

それから、社会奉仕委員会のほうからもございましたが、下半

期は成田山新勝寺開基 1080年記念の植樹および坊入り例会がございます。こちらには費用

が多少出る予定です。 

皆さんのご協力をもちまして、現在ほぼ順調に進んでいると思います。今月が終わります

と下半期になります。下半期もまだまだ行事等たくさんございますので、またご協力のほ

どお願いいたします。 
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長原正夫幹事が司会となり、出席奨励委員会香取竜也リーダーより定足数の確認（出席

会員 43 名、委任状 15、合計 58；会員総数 74 の 1／3 を超える）があり、年次総会が

成立することの報告がありましたので、開会が宣言され、成田会長を議長として議案が

審議されました。 

 

第 1 号議案：次年度副会長決定の件 

       会長エレクトの神﨑誠会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度副会長 深堀伸之会員 

第 2 号議案：次年度幹事決定の件 

       会長エレクトの神﨑誠会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度幹事 平山秀樹会員 

第 3 号議案：次年度会計決定の件 

       会長エレクトの神﨑誠会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度会計 芦谷源一会員 

第 4 号議案：次年度理事決定の件 

       会長エレクトの神﨑誠会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       会員増強・退会防止委員長      村嶋隆美会員 

       広報・公共イメージ委員長      菊地貴会員 

       クラブ管理運営委員長        小寺真澄会員 

       奉仕プロジェクト委員長       吉田稔会員 

       ロータリー財団・米山記念奨学委員長 諸岡市郎左衛門会員 

第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

       会長エレクトの神﨑誠会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       香取竜也会員 

第 6 号議案：２０２０－２１年度会長候補決定の件 

      指名委員会 石川憲弘委員長より、高橋晋会員を指名。 

 

・定款変更に関する件 

内規規定委員会の設楽正行委員長より、次の通り発表され、承認されました。 

 

細則「第 11 条 出席責務規定の免除」の条項の脚注の項目を次のように変更する。 

 

第 11 条 出席責務規定の免除 

ロータリアンにとって例会出席は三大責務の第一である。よって、定款 12 条に従い例

会に出席することを強く推奨する。 

定款 12 条第 3 節（ａ）により出席責務の免除を求める会員は理事会に対して書面をも

って、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席責務規定の免除

が与えられ、12 ヶ月を超えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。た

年 次 総 会 
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だし、健康上の理由から 12 ヶ月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初

の 12 ヶ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。 

12 ヶ月以内であっても、ロータリー年度（7 月 1 日）を跨ぐ場合は新理事会に対して申

請を必要とする。 

定款 12 条第 3 節（ｂ）による場合はその限りでない。 

（注：このような出席責務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しか

し本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他の

クラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければなら

ない。但し標準ロータリークラブ定款第 12 条第 3 節および第 4 節の規定に基づいて認

められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない） 

 

変更後の注 

（注：このような出席責務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しか

し本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。従って、出席責

務規定の免除の申請を行い、理事会が承認した場合に、当クラブへの出席およびメイキ

ャップ規定期間内に行う他クラブへの出席、地区への出向、その他理事会が認める諸行

事への参加などの合計が一年間の出席数を満たしても年間皆出席とはならない。つまり、

出席責務規定免除の申請を行い、理事会が承認した時点で年間皆出席は得られないもの

とする。尚、出席の記録については定款 12 条第 5 節に基づいておこなう。） 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 

 
第 6 回役員・理事会 

 
１．１２、１月の例会及び事業、行事計画の確認 

12 月の予定  

1 日 (金) 通常例会 
年次総会 

クラブ協議会-4 
第 6 回役員・理事会 

8 日 (金) 通常例会 クラブ研修会：クラブ研修委員会担当 

15 日 (金) 通常例会 外部卓話（東京ガス・角田憲司様） 

22 日 (金) 夜間移動例会 忘年家族例会（ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ成田） 
18:00 受付 18:30 点鐘 

29 日 (金) 休会 定款第 8 条第 1 節 

1 月の予定  

5 日 (金) 休会 定款第 8 条第 1 節 

12 日 (金) 新年会 
夜間移動例会 

新年会（Ｕ-シティホテル） 
第 7 回役員・理事会（Ｕ-シティホテル 17：30 より
開催） 

 19 日 (金) 通常例会  

 26 日 (金) 通常例会 職業奉仕月間 

承認 

２.千葉北ロータリークラブ創立 20周年記念式典                      

・平成 30年 1月 24日（水曜）登録受付：17：00 開会点鐘：17：30 祝賀会：18：45～20：30 

・登録料 10,000円（お一人）      諸岡靖彦会員、平山秀樹会員出席予定 

承認 
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３.地区大会開催に関する件 

・2月 24日（土曜） ホテル ザ・マンハッタン  登録開始：12：30  開会点鐘：13：00 

・2月 25日（日曜） ホテル ニューオオタニ幕張 登録開始：8：30  開会点鐘：9：30 

 大会登録料 会員及び事務局員は無料 ・家族 3,000円    ＊WEB登録 2017年 12月 22日まで  

 現在出欠を受付中 

承認 

４．その他 

・石橋昭子様 お通夜、告別式に関する件 

 お通夜：日時 12月 5日（火曜） 18：00～19：00  場所 八富成田斎場 

 告別式：日時 12月６日（水曜） 10：00～12：00  場所 八富成田斎場 

 

 

出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 11月 19日 地区戦略委員会 

諸岡 靖彦会員 11月 20日 ロータリー財団地域セミナー 

諸岡 靖彦会員 11月 21日 ガバナーノミニー研修セミナー 

諸岡 靖彦会員 11月 22日 ロータリー研究会 １日目 

諸岡 靖彦会員 11月 23日 RLI 日本支部会議 

諸岡 靖彦会員 11月 23日 ロータリー研究会 2 日目 

矢野 理恵会員 11月 24日 RI 会長代理松宮様との懇談会 

齊藤 三智夫 会員 11月 25日 
国際ロータリー第 2790 地区 

第 5 分区ロータリー情報研修会 

諸岡 靖彦会員 11月 26日 地区立法案検討委員会 

諸岡 靖彦会員、堀口 路加会員 11月 26日 
橋岡年度地区委員長、ガバナー 

補佐合同会議 

成田 温、神﨑 誠、深堀 伸之、長原 正夫 

小寺 真澄、石川 憲弘、角田 幸弘、堀口 路加 

平山 秀樹、佐瀬 和年、諸岡 靖彦 各会員 

12 月 1 日 第 6 回役員・理事会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７４ ７１ ４３ ２８ ６０．５６％ ８０．２８％ 

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 

 


