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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 雑誌月間 ～～ 
第 2558 回例会 平成 25 年 4 月 26 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     吉田 稔 会員 

◇ ニコニコボックス 

小宮山 四郎 会長：本日はニコニコが二つあります。先週土曜日に

釣り同好会で金谷港に行ってきました。私は船酔いでどうしようもな
かったのですが、黒須さんが大漁で「私の釣った鯛を食べさせてあげ
るからニコニコをしなさい」と言ったのでニコニコいたします。もう
一つは 24、25 日、中学の同級会が新潟の長岡でありました。待ち合
わせ時間まで時間がありましたので、駅のすぐ近くで例会を開いてい
らっしゃる長岡東ロータリークラブへメーキャップしバナー交換を
してきました。 

 

遠藤 英一 会員：お手元の週報をご覧になってください。8 人中 6

人がまるっきり釣りが初めての人でした。実は黒須さん、遠慮してカ
ワハギの写真が掲載されていますが、一番大きな黒鯛（週報最終ペー
ジの活き作りの鯛）を釣ったのが黒須さんです。黒須さんが黒鯛 2匹、
佐瀬さんが黒鯛 1 匹、石川さんが黒鯛 1 匹、あと 4，50 センチの鯵が
50 匹ぐらい、いやもう数えきれないほど釣れました。朝 7 時に沖へ出
て、13 時に沖上がり予定でしたが、持って行った 3 つのクーラーボッ

クスもいっぱいになりましたので 11 時に沖上がりしました。私も 50 年以上海釣り、川釣
りやっておりますが、こんなこと初めてでした。成田へ帰ってきてからは U-シティホテル
で釣った魚を皆さんに消化してもらおうと声をかけたのですが、なかなか集まらずかなり
残してしまいました。また次回やりますので懇親会だけの参加もお待ちしております。 

 

諸岡 靖彦 会員：入会以来３週連続で例会を欠席したのは初めてで
す。この間何をしていたかのご報告です。４月３日は日本橋三越で開
催の全国銘菓展の初日でした。１２日は千葉県経営品質協議会の定例

幹事会（総会）でした。１９日は、４年に一度の菓子産業界の一大イ
ベント 第２６回全国菓子大博覧会（～５月１２日）が広島で開会日
でした。いずれも我が商売に直結の行事でしたが、菓子博についてお
話いたします。この菓子博は、明治４４年に東京・赤坂で「全国菓子
飴大品評会」として始まってから１０２年、広島では大正１０年以来、

９２年ぶり２回目の開催でした。会場は原爆ドームの道路を隔てた反対側にある旧広島市
民球場跡地。開会のテープカットは、名誉総裁三笠宮彬子女王殿下でした。全国各都道府

県の菓子製造組合が、各地のＰＲを兼ねて地域の菓子を展示している『全国お菓子めぐり
館』と、「人々を幸せにするお菓子のちから」再発見をＰＲする『お菓子のテーマ館』、
名人・名匠による工芸菓子を展開している『お菓子美術館』が見所です。中でも、世界文
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化遺産「厳島神社」を１５分の１のスケールで再現した工芸菓子の展示は圧巻です。楽し

いイベントでした。なお、ＭＡＫＥ－ＵＰとして、千葉西ロータリークラブで、１６日に
卓話をしてきました。 

 

石川 憲弘 幹事：4 月 12 日、当ホテルに於きまして B 班のホーム
ミーティングが 10 名の参加で行われました。その際、会費が余ったと
いうことでニコニコするようにと封筒に名前付きでお返しいただきま
したので、本日ニコニコいたします。残りの方も忘れないうちにお願

いいたします。 

 

◇ 会長挨拶      小宮山 四郎 会長 

“目に青葉 山ほととぎす 初鰹” 
新緑の季節となりましたが、最近の気候は真冬に戻ったよ

うな寒い日が繰り返し、天候が不安定な今日この頃。しかし、
ここ 2～3 日はようやく春らしい天気になりました。 

4 月 20 日（土）釣り同好会で、金谷港へ釣りに行ってまい

りました。当日も真冬に逆戻りしたような寒い中の釣りでし
た。漁場は港から 20 分足らずの近場でしたが、私は波の荒さ
と寒さで釣り場へ着くなり途端に気分が悪くなり、コマセな
らぬ、私自身のコマセを撒いてしまいました。その私のコマ
セが効いたのか、隣で黒須さんが入れ食い状態で、大型の黒
鯛、カワハギ、大鯵など釣り頭でした。そんな私でも鯵を⒌
匹程釣ることができました。皆さんが大漁で、手持ちのクーラーボックスがいっぱいにな

り 2 時間も早く切り上げることとなりました。それを甲田会員のＵシティーホテルに持ち
込み、私にとっては、釣りたての初鰹ならぬ初鯛、初カワハギ、初鯵の活き作りの刺盛り、
焼き魚、から揚げなど作っていただき皆でおいしく頂きました。それでも食べきれないと
いうことで、小寺会員、工藤元会員に参加を頂き本当に楽しい親睦を図ることが出来まし
た。 

釣りとは直接関係は有りませんが、読売新聞の編集手帳より 

『釣りバカ日誌』のスーさんは、鈴木建設会長だった。映画の最終作に、会社員の前で
退任の挨拶をする場面が有る。「私は創業者であるが、会社は私のものではない。経営者

陣のものでもない。君たち社員のものだ」◆建前と受け止める向きもあるけれど、語るべ
き人の言葉は、聞くべき人の心に響くものである◆8 年前の 4 月 25 日、脱線事故で妻を失
った兵庫県尼崎市の会社員 山田冨士雄さん（６３）は、毎年ＪＲ西日本の社員に講演で
訴えている。「あなたたちが前を向いて、会社を変えていって下さい」と。新入社員が、
感想文を寄せている。＜事故を他人事のように流していた自分が恥ずかしい＞。当時はま
だ中学生だっただろう。これから学べばいい◆営業幹部の文章もある。＜「この鉄道業界
で生きていくなら、娘の無残な姿を忘れるな」。ある遺族はそういって棺の中を見せてく

ださった＞。こんな悲しい仕事を後輩にさせてはならない。あの日あの遺体安置所で誓っ
たであろう思いが滲む◆下を向き謝罪するばかりが仕事ではない。鉄道マンの任務は、命
を安全に目的地まで運ぶことである。 

昨日、第 9 分区 6 回目の会長・幹事会が、白井ロータリークラブのホストにより白井で
開かれ第 9 分区の総括が中心に行われました。また、本日はホームミーティングのテーマ
発表をして頂く事になっていますので、発表者の皆様は宜しくお願いいたします。 

 

◇ 感謝状 

米山功労者第 1 回 

佐藤 英雄 会員 
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◇ 委員会報告 

・内規規定委員会   松田 泰長 委員長 

5 月 10 日、すでに FAX 送信済みですが、細則変更についてのクラ
ブ協議会を行います。ＣＬＰ委員会をもっと機能しやすいものにと
いう改定を提出しております。それと、今ちょうどシカゴで 3 年に
1 度の規定審議会が開催されております。まとまりましたら、後日
報告させていただきます。 

 

◇ 幹事報告 

１、聖路加国際病院理事長 日野原重明先生特別公演が成田山新勝寺光輪閣で５月２２日
に開催されます。参加希望の方は事務局までお知らせください。 

２、５月１０日の例会におきまして一部細則変更の為、クラブ協議会を開催いたします。 

会員皆様の出席をお願いいたします。 

 

◇ ホームミーティング発表 

 

「成田ロータリークラブに思うこと、そして我が職業奉仕」 
 

≪Ａ班≫ 

リーダー 小泉 英夫 会員／発表者 小寺 真澄 会員 

於：鰻福亭 

○成田ロータリークラブに思うこと 
・成田ロータリークラブの根本、方針を定め全体の方向性（ロータリーアンとしての心の

よりどころ）を出してほしい。 

・上記の件を踏まえＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）のあり方、基本的精神を
忘れてほしくない。 

余談でありますが、ＣＬＰ委員会は、チェック機関となるべきで、プランを立てるところ
と、チェックするところは分ける必要がある。 

・例会をもっと充実してほしい。卓話等を増やし時代に合わせたクラブになってほしい。 

・ロータリーアンとしての基本をもっと学ぶべきである。たとえば、親睦と親睦活動の違
いについて（わかりやすいロータリーP44 参照） 

○我が職業奉仕 
・「アイサーブ」で自分の仕事を通じてその仕事の質を高める。 

つまり、自分の職業そのものが奉仕である。信頼される人間にな
る為に心を磨き、職業に取り組む。その結果、利益を上げ、企業
を発展させて社員及び会社関係者の生活を守ることこそ職業奉仕
である。 

・人生の根本的なことで「自分の行いで、他人が喜ぶ」、ロータリ

ーの網領・精神に則って、自分の職業を通じていかに社会貢献を
するか。 

・クラブを通じての職業奉仕があってもいいのではないか。 

「ウイサーブ」の良い面を活用して行動してもよいのでは。 

 

≪Ｂ班≫ 

リーダー 喜久川 登 会員／発表者 吉田 稔 会員 

於：成田ビューホテル 

みなさん、こんにちは。Ｂ班、発表者の吉田でございます。Ｂ班は、４月１２日（金）の
例会終了に第一部および第二部と分けた二部構成で実施いたしました。 

第一部は、成田ビューホテル内に昨年９月に新規オープンした「美湯（びゅう）」（ゆっ
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くり天然温泉）において、裸のお付き合いをしたあと和室の休憩室にてくつろぎながら歓

談をいたしました。 

第二部は、小宮山会長のオブザーバー参加もいただき、館内のダイニングルームにて食事
を交えながら意見交換をいたしました。 

大きなテーマは、「ロータリークラブに思うこと、そして我が職業奉仕」ということです
が、この大意のもとで各自が日頃感じていることや今後の方向性等について意見交換をい
たしました。 

 

①ニコニコについて 

≪発表者≫ 

積極的にニコニコする方が限られる傾向があり、特定人の負担軽減をはじめニコニコする
方を輪番制にしてはどうかという発案がありました。しかし、ニコニコの性格はあくまで
自発的な事でありボランティアとはちがう。 

≪内容≫ 

各位のプライベート事項や仕事の関連等が中心であるが、個人的
な事ではなくみんなが知りえる季節のこととか、話題の拡大が望

ましいという発案がありました。 

しかし、ニコニコの内容云々については発表者の内容を尊重する
べきであり、また情報の共有化にもつながっている。 

※小さなまとめ 

ニコニコボックスにより予算管理にも大きく寄与しており、各位
積極的にニコニコすることにより卓話の機会とあわせて経験を
積みロータリアンとしての風格をみがこう。 

 

②例会ついて 

≪出席義務≫ 

ロータリーの源は例会への出席にあるということで、出席義務について共通認識している
ものの一方で各会員の個別事情等あることも事実である。 

各事情を踏まえて、各自の仕事が優先する旨の配慮やお言葉がある一方で、それを良とし
ない面も多々あるのも事実である。 

これらの考え方や、認知方法について整理するべきであるという発案がありました。 

本件については、各自思い込みが強いようで特に活発な意見交換がなされました。 

・出欠は本人の事情を尊重するものの連絡義務は果たしていただく。 

・本職以外の外部役職に従事している場合や出席率の低い方については事情を公開してい
ただく。 

・各会員は、重責の立場にある訳だから個々人の事情には抵触するべきでない。 

※小さなまとめ 

出席義務の定義について、緩和するとともに共通認識事項として明示する。 

 

③成田ロータリークラブについて 

≪伝統と信頼≫ 

・伝統ある成田ロータリークラブは、和気あいあいとしており各位が切磋琢磨しつつ良い
クラブである。 

・伝統を守りつつ、新人会員を育てる世話役が必要である。 

・今後も会員相互の親睦を中心に活動していきたい。 

※小さなまとめ 

細かい点では、各位様々な意見はあるが結局成田ロータリークラブが大好きであるし誇り
をいだいている。 
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まとめ 

各会員は、各社において重責をになう親分であるので会員相互が尊重したうえで切磋琢磨
して、おおきな気持ちでお互いを受け入れていく。 

これにより、一層充実したロータリーライフを送れることとおもう。 

ホームミーティングをとおして、日頃のガス抜きが出来た。 

あわせてロータリアン同士の友情を再確認した。 

 

≪Ｃ班≫ 

リーダー 沢田 喜信 会員／発表者 本宮 昌則 会員 

於：菊屋 

職業奉仕という言葉自体、かなり広い意味合いがあるように思います。会員の皆さんから
聞いた内容からすると、皆さん仕事に対する信条のようなもの（奉仕という言葉と若干違
うのかもしれませんが）、そういう話をお伺いすることができました。各個人からの意見
を発表させていただきます。 

 

〇仕事がそもそも社会福祉法人であるため、仕事自体が奉仕とダブっていて、むしろそれ

に従事している自分たち、従業員がそういう感覚で仕事をできるかどうかということを考
えていかなければならない。(沢田喜信会員) 

〇周りの人たちのおかげで商売させてもらっているという気持ちを常に忘れずに仕事をし
ている。（平野省二会員） 

〇自分が行きたい店を作りたかった（石橋菊太郎会員） 

〇仕事を通して、会社のためにというところから始まっている（高橋晋会員） 

〇常に相手の顔を見て話をしながら仕事をしたい（平山秀樹会員） 

〇自分の子供ぐらいの年齢の若い人たちを相手にする仕事が非常に多く、その若い人たち
が喜ぶ姿をみたいということを前提に仕事をしている。（本宮昌則会員） 

 

以上のことが、職業奉仕なのか信念なのかというところがありますが、相当大きな概念な
のでダブっていてもいいのかなと感じながら、みなさんのお話をお
聞きしました。 

また、“成田ロータリークラブについて思う事”といたしまして、 

楽しみながら参加したい、 3 年経ってやっと楽しさがわかった等の

意見がありました。私自身、昼間の例会はどうしても堅苦しくかし
こまってしまいがちですが、夜、お酒をいただきながら、個々の個
性が出るような話ができているので、それもいいのではないかと思
いました。 

 

≪Ｄ班≫ 

リーダー 深堀 伸之 会員／発表者 逆井 哲也 会員 

於：成田Ｕ－シティホテル 

１．成田ロータリークラブ（あわせてロータリークラブ全般）に思う事 

・自分の会社外から幅広い話が聞ける。 

・自分の商売に対し直接、間接にメリットが多い。 

・地元有力者と知り合いになれてよかった 

・他のメンバーの商売や経営方法が自分の商売のヒントになる。 

・当然、色々な方の集団で全員が１００％思い通りになることはないし、多少の不平不満
があってもそれは仕方がないのでは。 

・会員が増加し、出席率が高くなっている成田ロータリークラブ。裏を返せば自分にメリ
ットを感じ、また、参加していて楽しいということを意味するのではないか。成田ロータ
リークラブの成果がでている結果ではないか。 
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２．我が職業奉仕 

・職業奉仕の概念についてはよく言われるように 50 人のロータリアンがいれば 50 通りの
解釈、回答がある。 

・楽しくなければ本当のロータリーではない。楽しくするにはまず自助努力で自分の会社
を良くする、その集まりがロータリー。 

・入会浅い時期はただ参加しているだけであったが、職業奉仕を意識するようになったの
は役員になって初めて理解できた。 

・役員をやることによって本当のロータリー活動を知る事が出来る。 

・職業奉仕ということはロータリーに入会して初めて意識した。 

 

３．例会・卓話 

・会員からだけではなく業界で関連している人たちを呼んでみるのもいい。 

・会員も自らの経営哲学や経験を話してもらうのもいい。 

・出席が義務だが、あまり出席率を神経質に縛るのはよくないのではないか。各会員それ
ぞれの都合があるので、まずは商売でうまく利益をあげて。 

・ホームミーティングの雰囲気が例会であるといいが、それは酒が入らなきゃ難しいでし

ょう。 

 

４．親睦 

・ロータリーにとって親睦は大変意味のある活動であり、多くの会員に出席してもらうの
がよい。 

・その為にはなるべく多くの会員が参加できる工夫をしていく必要があるだろう。 

・たとえば、夫婦同伴もよいのだろうが、会員だけの集まりも開催するとか多くの参加を

得るために（土日利用など）日程に工夫していくのも一つではないか。 

 

５．会員増強 

・若い世代の会員増強をしていく必要がある。 

・傾向として成田コスモポリタンロータリークラブに若い人が多
く入っている。成田クラブは成田クラブとしての違いを打ち出し
ていく必要もある。 

・会員の 2 代目を入会させる、女性会員が入会するこれを呼び水

として女性や若い世代の会員増強をやっていけばどうか。 

 

６．まとめ 

いい意見が多く出てよかったという感じ。７～8 人の雑談がベス
トではないか。ミーティングが面白かったという感想。 

 

≪Ｅ班≫ 

リーダー 日暮 俊久 会員／発表者 角田 憲司 会員 

於：國之家 

・いつの間にか１６年目。楽しくやらせてもらっている。仕事の方も、まだ事務所にいな
ければならない人間だと思って頑張っている。ロータリーの良い所は、肩書きではなく個
人として対等に付き合うことができること。ふだんなら会えない人に会えることが魅力。 
・２年目だが、これまでは例会の時間帯に仕事が入っておりなかなか出られなかったが、
今後はスケジュールが変わるのでもう少し出られるようになると思う。（自分の）先輩は
出ていたのに自分が出られず「申し訳ない」と思い、会長に退会を申し出たところ、「出

られる時でいい」と慰留され感銘を受けた。 

・今は管轄の店舗を巡視するのが主な仕事だが、ゴミがあったらすぐ拾うということを心
がけている。（ロータリーに限らず）いろいろな所に出て、成田を盛り上げていこうと思
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っている。 

・前の勤務先では、いわゆる「世間」が狭かったが、今の会社に移ってロータリーに入会
し広がった。ロータリーでは、「例会に出席していればいい」「それで職業奉仕につなが
る」と言われて気が楽になった。 

・入会２年目で勉強中。例会や外部活動に多く出席することでロータリー活動を肌で理解
することを心がけている。公益性の高い仕事についているので、ロータリーでいう奉仕の
理想に近い領域にあると思っている。 

・入会２１年目。７０歳を越えるとだんだん気力も落ちてきた。１業種１代表ということ

で、同業者の後任候補は３～４名いるが、皆、個人企業なのでなかなか交代してもらえな
い。 

・ロータリー歴２５年。今の成田ロータリークラブは規模からみても「まあまあかな」と
思っている。今度は女性会員も入会されるし、だんだん良くなると思う。ロータリー関係
の外部ミーティングで職業奉仕について討論するが、なかなか説明しにくい。ロータリー
の倫理原則に「最も奉仕する者、最も多く報われる（He profits most who serves 
best）」という言葉があるが、ここから「最も多く仲間に対して奉仕する者、最も多く報わ
れる」という言葉に行き当たった。「仲間に対して」そして「社会に対して」奉仕できるよ

う、自分の人格を磨こう、ということではないか。 
・ロータリー歴１９年。勤務場所が変わってから、時間的な問題で例会になかなか出られ
なくなったが、会長に「出席をあまり気にすることはない」と言われ気が楽になった。今
の仕事は「天職」だと思っている。こちらが楽しいと思えば、クライアントもそう思って
くれるはずだと信じている。 

・ホームミーティングは、昔は「ファイアー・サイド・ミーティング（炉辺談話）」とい
って、話題は特にロータリーに限定されない、どんなことでも話し合う場だった。ロータ

リーの活動を出席とかで縛りすぎると、ロータリー自体が面白くなくなってしまう。幹事
をやると、クラブの不満がいっぱい入ってくるが、それを真顔で取り上げて堅くやってし
まうと長続きしない。初期のロータリー活動の目的は、親睦と相互扶助だった。そのうち
「仲間内ばかりでは発展性がない」ということで社会奉仕が入ってきた。 

・４月の「ロータリーの友」の投稿にあったが、職業奉仕を「ＩServe」に置き換えるとわ
かりやすい。女性会員の入会で成田ロータリークラブも変わってくるのかなと思っている。 

・ロータリー活動も昔とだいぶ変わってきたのではないか？昔は
クラブからの補助などなかったし、もっと選ばれた人が入ってい

た。今は「会員増強」という名の下に探し回っている。誰かれ構
わず入れようとするシステムはおかしいのではないか？ また、
辞めるに際しても「なぜ辞めるのか」という理由を訊かない。理
由を訊ねるのもヒューマニズムではないか。成田ロータリークラ
ブの活動は、規約であまり縛らず、もっと崇高な気持ちで行うべ
きではないか？ 

 

※その他、ロータリー活動における自由と規律のバランスについて多様な意見が出された。 

≪Ｆ班≫ 

リーダー 矢島 紀昭 会員／発表者 堀口 路加 会員 

於：成田Ｕ－シティホテル 

 

○ 現在はホームミーティングと称しているけれど、歴史をたどると fire side meeting だ
った。ロータリアンのなん家族かが集まってロータリアンの家で炉辺を囲んでのミーテ
ィングだったことから考えても、あまりテーマを設けずともよい。（平山金吾会員） 

○ ロータリーの根本は I serve であるはずが、徐々に We serve になりつつあって、本来
のあり方ではなくなってきた感じがする時がある。また、I serve、職業奉仕の理解も、
仕事をして儲けを出して、税金を払ってさえすればそれで良いと考えている人も多いよ
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うに感じる。（小宮山四郎会長） 

○ vocational service、天職だと思って一生懸命仕事をすること、自分の仕事に誠実に、
取引先にまでその姿勢と思想が影響力を持つ自分であることが大切。（松田泰長会員） 

○ 職業奉仕は I serve だとずっと考えてきた。倫理を説くことしか職業奉仕委員会の仕事
はないと考えるが、最近は職業紹介まですることがその役割だと言い出すクラブまであ
る。（近藤博貴会員） 

○ I serve と We serve とどちらを選ぶべきか。We serve と I serve を議論せず、とらわれ
ずに個人の倫理の中で公平にステークホルダーに関わることで良いのでは。（矢島紀昭

会員） 

○ 会員増強、入会募集のあり方で、商売上の取引先を勧誘して入会させるようなあり方は
良い時もあるけれど、そうでない時もあって実際に、勧誘した会員が辞めると揃って退
会してしまうようなケースもあるので気をつけなければいけない。（平山金吾会員） 

○ 奉仕とは、心からわいてくるものだから、We や I を区別すること自体おかしい。 

ホームミーティング本来のあり方が Fire side meeting であるなら奥さんの顔や姿が見
えて非常に良いし、奥さん同士のつながりこそ亭主同士のつながりを強くする。 

（佐瀬和年会員） 

○ 集団でやろうとすると誰かが中央集権的なリーダーになる。そ
うするとどこかにひずみや反発が出てくる。ロータリーという
のは皆立派な職業を持っている人なのだから、個人を尊重する
ことこそが大切だと考えている。（山田真幸会員） 

 

※このあたりで規定の時間が超過したので、アルコールの入った
ホームミーティングに入り、以降は酩酊状態のため記録不能とな

りました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎、石川 憲弘、設楽 正行、小川 賢、福田 朗
日暮 俊久、飯田 正雄、高橋 晋、角田 憲司、丸岡 晋 
各会員  

4月 16日 ホームミーティングＥ班 

小宮山 四郎、石川 憲弘、平山 金吾、近藤 博貴 
佐瀬 和年、山田 真幸、松田 泰長、矢島 紀昭 
堀口 路加 各会員 

4月 17日 ホームミーティングＦ班 

小宮山 四郎、石川 憲弘、秋葉 博行、成田 温 
橘 昌孝、藤崎 壽路、小泉 英夫、佐藤 英雄 
小寺 真澄 各会員 

4月 17日 ホームミーティングＡ班 

小宮 山四郎 会長 4月 24日 長岡東ロータリークラブ 

平山 金吾、遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦 
平山 秀樹、池内 富男、山田真幸、角田 幸弘 
小池 正昭、矢島 紀昭、横田 国彦、小川 賢 
近藤 博貴、小宮山 四郎、設楽 正行、松田 泰長 
石橋 菊太郎 各会員 

4月 29日 地区協議会 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、角田 幸弘 
小池 正昭、矢島 紀昭、横田 国彦、小川 賢 
近藤 博貴、大澤 浩一、設楽 正行、松田 泰長 
石橋 菊太郎 各会員 

4月 29日 次期役員会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６０ ４０ ２０ ６６．６７％ １００％ 

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 

 


