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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2833 回例会 平成 31 年 3月 1 日（金） 

◇ 出席奨励   村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長 

2 月の出席率は 63.69%でした。引き続き出席率向上に向けよろしくお願

いします。 

◇ Ｓ．Ａ．Ａ．  香取 竜也 会員 

2 月 16 日に PETS の 1 回目があり、明日は地区チーム研修セミナー、

24 日には 2 回目の PETS、8 日は大成会の不二学園と移動例会が続きま

す。奮って参加お願いします 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱    

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  田渕 公敏 会員 

◇ 誕生祝い 

設楽正行会員(ｓ20.3.21)、石川憲弘会員(ｓ21.3.2） 

土井英二会員(ｓ43.3.17)、中野直人会員(ｓ40.3.4） 

【欠席】 

滝澤尚二会員(ｓ15.3.30） 

◇ 結婚祝い 

大木健弥会員（s50.3.30）、成田温会員(s55.3.9) 

石川憲弘会員(s57.3.2)、浅野正博会員(ｈ15.3.30) 

【欠席】 

土井豊彦会員(s61.3.31)、伊藤英徳会員(h6.3.5) 

 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員： 本日手にした「ロータリーの友」3 月号には、

マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長エレクトが描くロータリー

の未来(インタビュー記事）に加えて、私たちが参加した〈ガバナー

エレクト in 国際協議会〉として、現地の臨場感を伝えるスナップ

写真とＧＥの一言感想が、ルポ記事として掲載されました。また「ガ

バナー月信〉には、小生の「２０１９国際協議会に参加して」と題

する報告が掲載されました。併せて、２月２７日から３月５日まで、東京・日本橋三越で、

恒例の第７３回『全国銘菓展』が〈恋ごころ、和菓子～桃の花咲くころ 逢いましょう〉と

いうテーマのもとに開催されますので、ご案内いたします。 
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山田 真幸 会員：私が代表を務めますボランティア団体“ＮＰＯ

法人助け合いネットさかえ”というのがあります。７０歳以上の人

を６０代の人たちが助けていると言う現場です。５０代の会員が

中々増えてきません。こういう現象は県の助け合い協議会でも同じ

です。４４団体ありますが介護の制度的なものは増えていますが、

本当の小さな助け合い支援と言う面においては増えておりません。やっていくのは大変で

すが、皆様のお蔭でどうにか今年度も黒字になりそうです。 

 

田渕 公敏 会員：ご報告がございます。本日社命がございまして、

４月１日付で成田を離任し名古屋本部へ異動となります。２年間と

言う短い期間でしたがクラブの皆様、会員の皆様には大変お世話に

なりました。ありがとうござました。 

入社２７年目で１３回目の転勤になります。今までは現場第一線で

お客様に一番近いところで働いてきたのですが、今度は名古屋本部

で内勤となり、せっかくロータリークラブにもご縁をいただき、そして成田ロータリーク

ラブの皆様にもご縁をいただいき、訳が分からないまま２年間活動させていただきました。

ここで一度ロータリー活動が途切れてしまうのは自分の中で非常に残念です。 

全国を家族と一緒に転勤してきたのですが、色んな所へ住んだ中でうちの家族は千葉県が

一番住みやすいと言っています。娘も幕張の大学に入学し、上の息子も川を越えた江戸川

で就職しております。後任の細井は同期入社で大変仲が良く、本当に良い支社長ですので

ご指導よろしくお願いします。３月末までもう少し皆様と一緒に参加させていただきたい

と思います。家内も祭りを見よう会などの家族例会に参加させていただき、ロータリーに

触れさせていただき本当に感謝しております。２年間ありがとうございました。 

 

桜井 誠 会員：先ほどボックスにチラシを入れさせていただきま

した。成田市の障害者福祉課さんが開催される講演会のチラシです。

弊社も少しお手伝いをさせていただいているのでちょっとご紹介

をさせていただきます。東京パラリンピックの話題を中心にお話を

させていただく予定です。講師は日本障害者スポーツ協会の高橋常

務理事（弊社元役員）、大変熱いハートの持ち主で興味深い話にな

るのではないかと思います。開催は今月９日（土）成田市役所において、講演会と障害者

スポーツの体験会が予定されております。まだお席に余裕がありますので、職場などでご

紹介いただき、ご都合のつく方はぜひ足を運んでいただければ幸いです。盛会を祈念いた

しましてニコニコさせていただきます。 

 

角田 幸弘 会員：ここにある「奉仕の理想」、みなさんロータリ

ー以外でも歌っていますか？私は、気がつくと口ずさんでいたりし

ます。おおっ！ロータリアンだなあと気づく瞬間です（笑）。とこ

ろで、橘先生のインフルエンザ終息宣言が出た頃に、インフルに罹

ってしまいました。熱にうなされながら、何度も「奉仕の理想」を
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頭の中で歌っていました。おかげさまで私のインフルも終息したのでにこにこさせていた

だきます。 

 

齊藤 三智夫 会員：皆様の元に届いております月信ですが、平山

秀樹会員が『ロータリーの楽しさとは』と言うタイトルで１ページ

フルに使い掲載されております。そもそもこの記事は４月号に掲載

する予定でした。しかし、１月に橋岡ガバナーが会議においでにな

り、平山さんのこの記事は３月に掲載し３月のものは４月に廻しま

しょうとおっしゃり、内容的に月桂樹例会にピッタリの本日、皆様

に手渡しとなりました。これもなにかの縁なのかと感じながら、この後やって下さるであ

ろう平山幹事からの沢山のニコニコを期待しましょう！ 

 

平山 秀樹 会員：本日は３点お詫びとニコニコをさせていただき

ます。まず、２月１５日から千葉県経済同友会の長期の海外視察に

参加したため、例会、ＰＥＴＳ等を欠席し会員の皆さまには大変ご

迷惑とご負担をおかけいたしました。お詫び申し上げます。先程か

ら父金吾と私の名前を出していただいております。月桂樹例会の日、

東日本大震災の月に掲載いただいたというのは本当にご縁を感じ

ます。書きましたのは、東日本大震災で一時は中止かという話もあった成田ロータリーク

ラブ５０周年記念大会を、当時会長であられた諸岡ガバナーエレクトのご英断により開催

にこぎつけたこと、そしてそのお姿を通して私が「ロータリーの楽しさ」に気づくことが

できたという話です。実は昨日２月２８日は父、金吾が生きていれば８４回目の誕生日で

した。昨日は父を偲んで社員と作っている「成田山金禮功徳講」でお護摩にあがりました。

４０名ほどが参加して、坊入りをしました。 

 

神﨑 誠 会員：２６日、富里ロータリークラブ３５周年記念ゴル

フ大会が富里カントリークラブで行われました。成田ロータリーク

ラブは団体で長原会員、永井会員、私で３位、個人では、グランド

シニアで近藤会員が準優勝、女子の部では成島会員が優勝でした。 

 

小泉 英夫 会員：１０日ほど前に香港へ行ってきました。ロータ

リークラブでも行きましたが、ホテルも違うし食事も全然違いまし

た。ロータリーは凄いなあと改めて感じた次第です。これから北海

道、長崎、その他色々続きますので、８日の不二学園は欠席します。

前もってお詫びがてらご報告します。 

 
◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 
皆様こんにちは。梅の花が咲き、各地で梅まつりが開催されてい
ます。成田山公園の梅まつりも明後日 3/3（日）まで開催されて

いますが、日曜日はお天気がちょっとよくない様です。 

 ロータリーの特別月間 3 月は、水と衛生月間です。皆様にもご
協力を頂いて実施した大栄津富浦の広場への仮設トイレ設置のプ
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ロジェクトも昨年 12 月で完了し、ボーイスカウトや指導者、家族たちとの交流会も楽しみ

ました。ロータリー財団から補助金を頂くために申請したのですが、このプロジェクトは
水と衛生に該当しております。この後平山建設さんに支払いをし、ガバナー事務所に報告
書を提出することになっております。 

 話は変わりますが、ベトナムのハノイで第 2 回米朝首脳会談が昨日まで 2 日間行われ、
非核化がどこまで進展するか、そこに至るまでのアメリカの譲歩も気になりましたし、日
本はそれに加えて拉致問題の解決も重要でしたが、合意に至りませんでした。世界平和を
希求するロータリーとしても大変気になるニュースだと考えます。 

 4 月に人事異動で転勤される会員がいらっしゃるようです。今日は月桂樹例会とし、新
会員も多くなりましたので月桂樹の歴史について近藤会員に卓話をお願いしました。よろ
しくお願いしまして挨拶とします。 

 

◇ 表彰 

・ロータリー財団  

第 7 回ポールハリスフェロー 

小寺 眞澄 会員 

・米山功労者  

第 4 回マルチプル 

 平野 省二 会員 

 

◇ 委嘱状 

石田 洋平  国際大会参加推進委員会 委員  
角田 幸弘  フェローシップ・親睦活動委員会 委員  

笠原 智  地区危機管理委員会 委員 理念研究委員会 
齊藤 三智夫  地区幹事団 地区幹事 月信委員会 
設楽 正行  地区大会委員会 実行委員長  
長原 正夫  地区幹事団 地区幹事 月信委員会 
平山 秀樹  地区幹事団 地区幹事 国際大会参加推進委員会 
堀口 路加  地区幹事団 地区幹事長  
浅野 正博  RYLA委員会 委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◇ 委員会報告 
・社会奉仕   矢島 紀昭 リーダー 
3 月 8 日（金）大成会不二学園への移動例会です。現在 33 名の参加
予定です。食事の関係上、11 時半過ぎにお越しください。前回と場

所が変わります。成田から行くと新駒井野交差点を右折してくださ
い。職員の方が要所要所に立ってご案内いただくことになっており
ます。 
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・諸岡ガバナー年度  堀口 路加 地区幹事長 

明日、地区チーム研修セミナーがビューホテルで行われます。2 月
15 日の週報末尾にガバナー年度におけるクラブ内の役割分担構成表
が掲載されています。地区大会などの大規模なイベントの時は会員
皆様にお手伝いを頂きますが、地区チーム研修セミナーと会長エレ
クトセミナーは参加人数が小規模なので一部の会員の方に絞らせて
いただき準備を進めていくことにしておりました。また、本日 2019

‐20 年度に向けた地区チーム研修セミナー運営マニュアルも配らせていただいておりま

す。この中にもお手伝いして頂く一部の会員の名前だけ記載されております。ご理解宜し
くお願い致します。 

運営マニュアルに名前が掲載されている方は 10 時 30 分に集合していただき、午後 1 時の
登録開始まで 2 時間半の間に会場準備を全て整えることになります。例会終了後、明日の
簡単な打ち合わせを行いますのでご出席宜しくお願い致します。 
 
・温泉同好会   山田 真幸 会員 
高橋会員に代わりまして、私の方から温泉同好会のご報告をさせて

いただきます。 
成田ロータリークラブ温泉愛好会の旅行を 2 月 16 日（土）～18 日
（月）2泊 3日で北陸旅行に行って参りました。参加予定者が 10名
でしたが、旅行を目前に控え、大変残念な事に遠藤会員が急死され
ました関係で最終参加者は 9 名になりました。遠藤会員は生前、飯
田会員に蟹が品不足で食べられるかと心配していたようです。 
 1日目 福井成田山別院、龍谷寺見学、昼食：福井名物ソースかつ丼付辛み蕎麦 

       山中温泉宿泊 
 2日目   永平寺見学、昼食：越前海岸で蟹料理、片山津温泉宿泊 
 3日目   那谷寺、安宅の関跡見学、昼食：小松市内で懐石料理 
今回参加された温泉愛好会の有志各位は親睦が図られ大変有意義な 2泊 3日の旅行でした。 
成田ロータリークラブ会員各位に感謝申し上げます。 
 
・ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 ロータリー財団・米山記念奨学委員長 
地区の「補助金管理セミナー」が 2月 2日（土）に千葉市で開催され、

成田クラブから、小泉英夫次期会長、石川憲弘会員、髙橋晋会員、地
区ロータリー財団委員会として諸岡が出席しましたので、ご報告しま
す。 
【補助金管理セミナーの概要】 
（１）セミナー冒頭、橋岡久太郎ガバナー、諸岡靖彦次期ガバナー等
による来賓ご挨拶がありました。 
（２）このセミナーへの参加は、次年度（2019-20 年度）補助金申請の要件となっている

もので、今回は、地区奉仕プロジェクト委員会とロータリー財団委員会との共催による初
めての試みがなされました。セミナーには成田クラブを含む 68 クラブ、239 名が参加し、
『ロータリー財団ハンドブック 2019-20年度用』が各クラブに配布されました。 
（３）ロータリー財団の補助金申請に関する説明があり、特に、次年度（2019-20 年度）
地区補助金では、人道的国際奉仕事業に対しては上限が従来の 30 万円から 60 万円に引上
げられます。セミナーにおいて、２クラブ（注）の会長から地区補助金事業の事例紹介が
ありました。なお、今年度（2018-19 年度）地区補助金については、先刻神﨑会長からも
ご紹介がありましたが成田クラブでも活用しており、地区内 33クラブが申請・事業実施し

ております。 
（注）セミナーでの事例紹介 
市川シビック RC：小学生の食育を推進する運動／千葉北 RC：多言語紙芝居の普及 
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◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・例会変更 多古、成田コスモポリタンロータリークラブ 
・週報  成田コスモポリタン 

富里、印西、白井ロータリークラブ 
・八街ロータリークラブより「幹事変更のお知らせ」 
・東日観光（株）より「2019 年国際ロータリー年次大会（ハン
ブルグ大会）参加旅行のご案内」 

・RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅡ開催のご案内 
・一般財団法人比国育英会バギオ基金より「バギオだより」第 71 号 
・2018-19 年度「地区大会記念ゴルフ大会のご案内」 
【連絡】 
・３月のロータリーレート １ドル＝１１０円 
・本日例会終了後に理事会および地区チーム研修セミナー当日準備の打合せを行います。 

 

◇ 卓話 

月 桂 樹 例 会 の 由 来 

― 創立５０周年の記念事業を振り返って― 

近藤 博貴 会員 

成田ロータリークラブは、この３月１６日で５８周年を迎え、
創立５０周年の記念行事や事業を実施してからも８年になりま
す。記念事業としてポール・ハリスゆかりの月桂樹４世を植樹
したことから、月桂樹例会と名づけたこの例会もそろそろ見直
す 
時期が来たように考えます。本日は敢えて、創立５０周年の記
念行事や事業を振り返って見たいと思います。また１年数ヵ月
後には創立６０周年を迎えることになります。 
これからは次の周年事業を考えていく必要があろうかと思いま
す。 
３ページの４枚の写真は、栗山公園の一郭に建てられた創立５０周年記念碑と記念樹とし
て植樹した桜とポール･ハリスゆかりの月桂樹４世です。 
 ４ページの左側は現在の月桂樹の写真です。これは故平山金吾会員が、桐生西ロータリ
ークラブの故井本上輔会員から譲り受けたものです。８年前に植えてからあまり成長して
いるようには見えません、成長の遅い木だと思います。 
 右側の写真は東京帝国ホテル正面玄関前に植えられている月桂樹２世です。ポール・ 
ハリスは昭和１０年(1935)２月９日、マニラで開催された太平洋地域大会に向う途中、帝
国ホテルに１泊し記念植樹をしました。この月桂樹は、その後太平洋戦争中手入れもされ
ず放置されていました。昭和４２年(1967)１０月、帝国ホテルが改築のため神奈川県大井
町に移植されたが枯死寸前でした。そのため数百本の枝葉を切って挿し木をしたところ、
奇跡的にそのうちの７本のみが活着したそうです。その中の１本が、昭和５５年(1980)に
帝国ホテルに移植されています。残りは米山梅吉記念館、小田原市二宮金次郎記念館、東
京北の丸公園清水門の南側などに移植されています。 
 その後、桐生ロータリークラブが北の丸の月桂樹の枝をもらい月桂樹の３世を作り、桐
生西ロータリークラブの井本さんが桐生ロータリークラブから３世の枝を譲り受けて４世
を育てたとのことです。成田ロータリークラブでも５世を作りたいものです。  
 
 それでは成田ロータリークラブ創立５０周年記念事業の概要を振り返ってみたいと思い
ます。A４版の印刷物は、創立５０周年記念式典の祝賀会の終わり頃 
１．記念事業として３件の特別寄付をしました。ロータリー財団の寄付金は５,０００ドル

４１万円で、当時のレートは１ドル８２円でした。 
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創立５０周年記念事業実行委員会の活動 

平成 19.11.30. 創立５０周年記念事業委員会を立ち上げた。委員長平山金吾会員、副       
委員長豊田 磐会員、委員は１１名のパスト会長とする。平成２０年       
７月から会員は、記念事業資金として年２万円ずつを積立てることを       
決める。 

平成 23. 3.11.  この日は夜、新入会員歓迎会が U シティホテルで行なわれる予定であ       
ったが、１４時４５分に東日本大震災が発生したため中止となった。    

平成 23. 3.13. 米屋観光センターにおいて臨時理事会が開催された。議題は今回の大地震
に際し、５０周年記念行事と記念事業などをどうするかであった。話合い
ではさまざまな意見が出されたが、５０周年は大きな節目であり、記念式
典や事業は是非行ないたいという意見が大勢を占めた。 

       その結果として次の事項を決定した。 

①厳粛な記念式典にするため、式典でのアトラクション（成田高校のダンス
ドリル、トッティの会の演奏）は取止める。②成田山新勝寺雅楽部の舞楽の

みは、記念式典の冒頭に行なう。③記念ゴルフ大会は中止する。④実施可能
な記念事業は極力行なう。⑤式典は簡素に行い、余剰金は被災地への義援金
とする。 

平成 23. 3.25. ５０周年記念事業の無事完成を祈願して大護摩修行を厳修した。 

その後、光輪閣にて坊入りを行ない、橋本照稔貫首猊下ご臨席のもと志納金
５０万円を志納し、貫首猊下からはお言葉があった。精進料理を頂いたあ
と解散した。同日理事、役員会を開き次の２項を決定した。 

①記念式典参加者の登録料１万円分はすべて義援金とする。②５月以降第１

例会の昼食はカレーライスにして昼食費との差額は義援金とする。 

平成 23 4.14.  成田市栗山公園に完成した記念碑の除幕式を挙行、宮崎廣一郎三の宮埴生
神社宮司により神事を行なう。諸岡靖彦会長、平山金吾実行委員長の挨拶
のあと小泉一成成田市長の祝辞があり、除幕式を終えた。 . 

平成 23. 4.22. 成田ビュホテルにて、成田ロータリークラブ創立５０周年記念式典   
が開催された。成田山新勝寺雅楽部による舞楽に始まり、東日本大震災の
犠牲者と物故会員に対する黙祷が行なわれた。平山金吾創立５０周年実行

委員長、諸岡靖彦クラブ会長の挨拶につづいて、来賓の小泉一成成田市長、
織田吉郎ガバナー、安田敬一千葉 RC 会長などの祝辞があった。山﨑照義
成田山新勝寺寺務長により「いのち尊し生かせいのち」と題する記念講演
が行なわれ、被災地の話にふれられた。 

記念式典の参加者 招待者   ２７５名  

成田ロータリークラブ会員、夫人 ８２名  計 ３５７名 

義援金として３５０万円をガバナー会に寄付した。これはのちに「希望の
風奨学金」の資金の一部となった。  

２．記念碑を建立し前述のように桜と月桂樹を植樹しました。記念碑には６３名の会員名
が刻まれていますが、２８名の会員はすでに退会しています。財団法人「日本さくら
の会」から桜の苗木１１０本を寄贈され、各施設に植樹しました。 

３．「ロータリーへの道」三訂版７２０部を出版しましたが、記念品として配布したり希
望者には実費で頒布しました。現在の残部は１０数部となりました。 

４．５０周年記念誌は平成２４年４月３００部を印刷しました。 

 最後に「成田ロータリークラブの黎明期」の章は、お手すきのときご高覧ください 

  

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 
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第 9 回理事会 
 
１、３，４月の例会及び事業、行事計画の確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              承認 
２. 国際医療福祉大学入学式ご招待の件 
今年度、次年度、役員を中心に出席を確認する（７、8人ほど） 
                                                    承認 
３．新モンゴル高専物品支援（工学実験の授業で使う教材として） 
高齢者体験セット 90,558 円、妊婦体験セット 84,240 円                         承認 
４．習志野中央ローターアクトクラブ 本宮様への手土産の件（報告） 
 3,000円                                               承認 
５．全国災害物故者総供養会 

会長出席予定 御供物料 10,000 円                                    承認 

６．月桂樹の管理 

今後も継続して行う                                           承認 

７．RLI パートⅡ参加予定者 

小泉、笠原、浅野、甲田、菊地、成島 各会員                               承認 

 

出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

3 月 1日(金) 月桂樹例会 場所：成田ビューホテル 第 9回理事・役員会 

2 日(土) 地区チーム研修セミナー 場所：成田ビューホテル 

8 日(金) 社会奉仕活動 会場：社会福祉法人 大成会 不二学園 

15日(金) 会員卓話  対象：新会員 

22日(金) 特別月間卓話 担当：クラブ管理運営 

24日(日) 会長エレクト研修セミナー(2) 場所：成田ビューホテル 

29日(金) 休会 

4 月 5日(金) 第 10回理事会 

10日(水) ２クラブ合同ゴルフ・花見例会  幹事クラブ：成田コスモポリタン 

12日(金) 振替休会 対象：２クラブ合同ゴルフ・花見例会 

19日(金) 外部卓話 元警察庁長官 

20日(土) 地区研修・協議会  会場：アパホテル＆リゾート幕張 

26日(金) メディア交流会（夜間移動例会） 会場：成田ビューホテル 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ４２ ２５ ６２．６９％ ５２．２４％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦、堀口 路加、成田 温、神﨑 誠、設楽 正行 

齊藤 三智夫、香取 竜也、菊地 貴、村嶋 隆美、甲田 直弘 

小寺 眞澄、松田 泰長、石橋 菊太郎、小岩井 学、松本 大樹 

諸岡 正徳、土井 豊彦、浅野 正博、中野 直人、矢島 紀昭 

小坂 明宮己、佐瀬 和年、小川 賢、ローソンかおり 

伊藤 隆治、橘 昌孝、石川 憲弘、長原 正夫 各会員 

2 月 16 日 PETS 第 1 回 

神﨑 誠、平山 秀樹、小泉 英夫、土井 英二、香取 竜也 

村嶋 隆美、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 市郎左衛門 各会員 
3 月 1 日 理事・役員会 

諸岡 靖彦、堀口 路加、成田 温、神﨑 誠、設楽 正行 

小泉 英夫、齊藤 三智夫、香取 竜也、菊地 貴、村嶋 隆美 

甲田 直弘、小寺 眞澄、松田 泰長、石橋 菊太郎、平山 秀樹 

松本 大樹、矢野 理恵、角田 幸弘、谷 直知、石田 洋平 

浅野 正博、土井 豊彦、中野 直人、眞々田美智子、矢島 紀昭 

小坂 明宮己、長岡 朋大、佐瀬 和年、笠原 智、ポール・ツジ 

近藤 博貴、伊藤 隆治、橘 昌孝、石川 憲弘、長原 正夫 各会員 

3 月 2 日 地区チーム研修セミナー 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 3 月 6 日 地区戦略計画委員会 

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 

 


