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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 2759回例会 平成 29年 7月 28日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  菊地 貴 会員 

◇ お客様紹介       

松戸西ロータリー クラブ   山本 衛 様 

成田空港南ロータリークラブ   土屋 俊夫 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ  今仲 典雄 様、村島 義則 様 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：一昨昨日、土用の丑の日の売り出し、大変

好評のうちに終わりました。今年は初めて銀座の三越さんに出店

させていただきましたが、売場の周りに行列ができるほど大盛況

でした。ありがとうございました。今年はうなぎの出来がよく、

うなぎ自体もおいしくなっており、良い結果が出て大変良かった

と思います。もう１つ、今まで、私は社会福祉協議会の会長をや

らせていただいておりましたが、とうとう敬老会から招待状が届

きました。以上２点です。 

 

◇ 会長挨拶   成田 温 会長 

松戸西 RC 山本様、成田空港南 RC 土屋様、成田コスモポリタン RC 今仲様、村島様、よ

うこそお出でくださいました。ゆっくりとお過ごし下さい。 

新会員のオリエンテーションが済んだ様なので、今日は後ほど 3 名の入会式が行なわれま

す。 

成田国際空港（株）取締役管理部門長 松本大樹（ひろき）様 

（株）千葉銀行成田支店 支店長 大橋創一様 

東京ガス（株）佐倉支社 支社長 桜井誠様 

よろしくお願い致します。 
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また、今日の卓話は財団委員会担当でございます。 

ロータリー財団月間は 11 月ですので、本来であれば 11 月に

行うべきですが、年度当初に財団及び米山の寄付希望者を募

らねばなりません。 

特に、財団関係は円レートも変化しますし、ポイント制度に

関しては私も良く分かっておりません。更に今年度、重点項

目でポリオ・プラスへの寄付のお願いもしておりますので、

会員の方はもちろんですが、新会員への分かり易い説明を早めにお願いした次第でござい

ます。 

特に、ポリオ・プラスへの寄付は強制ではありません、あくまでも個人の選択と意思を

尊重いたします。 

財団、米山どちらでもと言う方は、今年度は財団へ、特にポリオ・プラス特定で寄付いた

だければということです。特に新会員の方でこれから寄付をしようとお考えの会員にはお

願いするしだいであります。 

最新の国際ロータリーのニュースでも、残念ながらナイジェリアが再びポリオ常在国に

なったそうです。これでアフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアと 3 カ国がポリオ常

在国です。 

ロータリーの人道的奉仕の実践からも、これ以上感染が拡大しない様に、また一刻も早く

ポリオ絶滅を願い、ご寄付のお願いを申し上げます。 

最後になりますが、ロータリーセントラルが一新され利用可能になったとのメールが来て

おります。パソコン・携帯端末の両方からアクセス出来るそうです。アクセス出来ないと

言っていた方は再度お試しいただければと思います。ありがとうございました。 

 

◇ 入会式    

・松本 大樹（まつもと ひろき）会員  成田国際空港株式会社 取締役 

推薦者 南日 隆男 会員、石橋 正二郎 会員 

顧問  近藤 博貴 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕 

＜推薦者：南日隆男会員＞ 

今ご紹介がありましたように、前任の大塚さんのあと、成田国際空港会社の取締役として

６月末に着任されております。８７年に運輸省に入省されて、そのあと重職を経験された

後、６月から成田にこられたということです。成田空港の今後のますますの発展、拡大に

向けてこれからお仕事をされていくということですので、我々成田ロータリークラブにと

ってぜひ一緒に会員になっていただきたいということで推薦させていただきます。 

＜松本大樹会員＞ 

本日は入会を認めていただきましてありがとうございます。ただいまご紹介いただきまし

た成田国際空港株式会社 取締役の松本大樹と申します。前任の大塚同様よろしくお願い

いたします。大塚同様、私、旧運輸省国土交通省を経験してまいりまして、比較的航空関

係が長かったという経歴ですが、今回こういう形で成田空港、特にこれから機能強化オリ

ンピック・パラリンピックでたくさんのお客様をお迎えするという非常に大切な局面で重
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要な責任をお預かりすることになりました。また成田空港は地元の方たちと支えあっての

空港ですので、ぜひこのロータリーのみなさまとも関係を築かせていただいて、成田空港

共々私もお支え頂きますようよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。 

 

・大橋 創一（おおはし そういち）会員  千葉銀行成田支店 支店長 

推薦者 芦谷 源一 会員、小岩井 学 会員 

顧問  石橋 菊太郎 会員 

委員会 会員増強・退会防止委員会 会員増強 

    奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕 

＜推薦者：芦谷源一会員＞ 

大橋さんは６月に異動で退会されました高橋さんの後任として、千葉銀行成田支店の支店

長として赴任をされています。ご出身は流山市で今も流山市の松ヶ丘にお住まいだそうで

す。平成元年に千葉銀行に入行されまして、営業の支店の現場と本部とをバランスよく経

験されております。支店では３か店の支店長を、本部では人事部と直近までいらっしゃっ

た地方創生部を経験されておられます。地方創生部というと地域の活性化にかかわられた

と思いますので、ぜひ成田の地方創成活性化にそのノウハウをいかしていただけるのでは

ないかと考えています。趣味はスポーツ観戦、旅行、ドライブ、ゴルフは目標２桁とお聞

きしておりますので、高橋元会員のゴルフの腕前も引き継いでいただけたらと思っていま

す。以上、自分では本当にご経験、ご見識をお持ちの方だと思いますので、ぜひ推薦させ

ていただきたいと思います。 

＜大橋創一会員＞ 

皆さんこんにちは。ただいま入会をお認め頂きました千葉銀行成田支店大橋でございます。

私も３か店支店長経験があるのですが、実はロータリーは初めてということで、新米のメ

ンバーでございますのでどうかご指導ご教示いただければと思います。成田支店が昭和１

８年に今の千葉銀行になってから４３人目の支店長ということで、あらためて地域の皆様

にロータリー等を通じて各歴代の支店長がお世話になっていたことと思います。私もそれ

を引き継いで地域のために頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

・桜井 誠（さくらいまこと）会員  東京ガス株式会社 佐倉支社 支社長 

推薦者 成田 温 会長、諸岡 靖彦 会員 

顧問  成田 温 会長 

委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム 

    奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕 

＜推薦者：成田温会長＞ 

正直言いまして、大変な時に支社長になられたと業界の人間として思っております。いろ

いろ今一生懸命やられているところでございます。ご自宅は八千代市の勝田台で単身赴任

です。ご自宅は品川にあり、そちらには奥様がお住まいでいらっしゃいます。非常にまじ

めな方ですので、みなさんご承知の前任の角田さんにも増して当クラブにいろいろ影響力

があり、いろいろなことをやっていただけるのではないかと思っております。 

＜桜井誠会員＞ 
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ただいまご紹介いただきました東京ガス佐倉支社の桜井でございます。本日は入会ご承認

ありがとうございます。お話にありました通り前任の角田のときは千葉ガスという会社で

したが、昨年の５月に東京ガスと合併いたしました。千葉ガスのエリアをそのまま東京ガ

スの佐倉支社ということで引き継いでいるということでございます。私もロータリーは初

めてでございますし、千葉方面で仕事をするのも初めてでございます。そういった意味で

は、今いろいろと地域の情報を収集しているところでございまして、成田山新勝寺をお伺

いしたり、成田空港を見学させていただいたり、先日は成田祇園祭を拝見させていただき

ました。ガス会社というのは地域に根差した会社でございますので、地域のために少しで

も貢献できればと思っております。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇委員会報告 

・職業奉仕   甲田 直弘 会員 

先週例会終了後に委員会を開催いたしまして、すでに内容は週報

に掲載されておりますが、簡単なご説明をさせていただきます。

出席者は長原さん、深堀さん、堀口さん、石橋さん、橘さん、仲

村さん、芦谷さん、私です。まず、これから１年間のスケジュー

ルということで、一番話し合わなければならないことは、１月に

職業奉仕委員会で卓話をするということで誰にやってもらうかと

いうことでしたが、芦谷さんに決定いたしました。そのための資料作りということで、ま

ず９月に U－シティホテルで委員会を開催し、各自職業奉仕とは何かという自分の考えを

ざっくばらんに話していただき、そこで芦谷さんに資料を提供するということで話をしま

す。そして１２月に菊屋さんで９月に出た話をまとめて、１月に発表する内容をほぼ決め

たいと思っています。また３月には職業奉仕として職場見学を考えています。まだ決定で

はありませんが、空港見学をさせていただければと思っています。 

 

・青少年奉仕   矢野 理恵 リーダー 

今日は報告というより、みなさまへのお願いです。来る 8/26(土)

に剣道大会とインターアクト年次総会が同じ委員会で重なってお

り、参加者が大変少なく対応に追われております。従って、本日、

出欠の案内が回覧されているかと思いますが、剣道大会は成田ロ

ータリークラブ主催の大会ですので、ぜひ人を集めたいと思って

います。開会式だけでも結構ですので、お時間の都合をつけて足

を運んでいただければと思います。私のほうからも個別にご出席のお願いをする電話をさ

せていただくと思いますのでよろしくお願いいたします。またインターアクトの年次大会
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は、小寺会員にお願いいたしまして、委員会を超えてご協力いただけることになりました。

急なお願いで申し訳ありませんが、みなさまスケジュールの調整をお願いいたします。 

 

・国際奉仕    南日 隆男 サブリーダー 

使用済み切手の実績が出ましたので報告いたします。石川年度で

収集した枚数は 11,600 枚となりました。月 1,000 枚程、みなさん

に集めていただきました。今年度も引き続き取り組んでまいりま

す。月初めの例会で受け付けに箱を置いておきますのでぜひご持

参いただきたいと思います。大所の会社もいくつか見つかりまし

て大量に集まるのですが、少ない枚数でも結構ですので月初めに

持ってきていただき受付に置いておいていただければと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

・米山記念奨学／クラブ会報  浅野 正博 リーダー  

まずは米山記念奨学のほうからご報告いたします。本日、小川会

員から米山記念奨学へ１０万円の寄付をいただきました。また本

日も先週と同様、寄付のお願いを回覧してございますのでご記入

をお願いいたします。続きましてクラブ会報でございます。本日

例会終了後、この例会場で委員会をやりますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

・親睦    菊地 貴 リーダー 

来週、今期初の親睦委員会を開催させていただきたいと思ってい

ます。例会終了後に予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◇幹事報告       長原 正夫 幹事  

【回覧】 

・例会変更 佐原ロータリークラブ 

・週報 成田コスモポリタンロータリークラブ 

・クラブ活動計画書 富里、多古ロータリークラブ 

・第１６回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

・ロータリーデーBBQ 大会のご案内 2017 

・九州北部豪雨災害に対する義援金 （53,600 円） 

【連絡】 

・本日例会後、１階ラウンジにて理事会（8 月分）を開催いたします 

・レターボックスが本日から新しくなりました 

・８月のレート １１１円 
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◇クラブ協議会 奉仕プロジェクト委員会 堀口 路加 委員長 

奉仕プロジェクト委員会の堀口です。一年間どうぞ宜しく

お願いします。クラブ協議会での発表の順番を先々週から

待ちわびておりました。長原幹事から今日は特別枠をいた

だきましたので、しっかりと原稿を準備してまいりました。 

さて、先々週 7 月 14 日、例会前の時間に奉仕プロジェク

ト委員会の各委員会のリーダー、サブリーダーにお集まり

いただき第一回の奉仕プロジェクト委員会を開催し、一年

のスタートにあたり、各委員会の活動計画について打ち合

わせを致しました。 

又、先週は例会終了後に職業奉仕委員会を開いていただき、委員会開催計画の検討がなさ

れ、奉仕プロジェクト委員会がようやく動き出した印象です。 

今後、一年間を通して奉仕プロジェクトの各委員会が職業奉仕委員会のように年間計画に

基づいて委員会を開いていただき、みんなで奉仕プロジェクト委員会を盛り上げていただ

ければと思います。 

奉仕プロジェクトの中には職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕が含まれます。「他

の人の役に立つこと、そのために何ができるかを考え行動する。」これが奉仕の基本であ

り、ロータリー活動の中核をなすものです。 

それを自分の仕事の中で大切にしていくことが職業奉仕で、長くロータリーが大切にして

きたことですが、職業奉仕に限らず、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕など様々な活動に

この奉仕の精神を込めて、総合的に考えて、会員みんなで活動をつくりあげていくことが

大切だと考えます。 

2017－18 年度 RI 会長のイアン・ライズリー氏は未来のために地球環境に配慮し、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ます。このこと

と成田山新勝寺開基 1080 年を迎えることをも記念して成田会長年度は会員一人一本苗木

を植樹する計画を予算化しています。活動計画書にはもみじと書いてありますが、成田山

新勝寺のご希望で月桂樹とシャクナゲになる予定です。 

2018 年 3 月 30 日の例会を移動例会として実施する計画で、これを社会奉仕活動に位置付

ける考えです。 

国際奉仕では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への支援

を継続します。当年度をもって３年としていた支援期間が経過することから総括しその成

果をまとめることとします。佐瀬会員と平山会員が再度ポケットマネーで新モンゴル高専

を訪問してくださるとお聞きしています。また社会福祉協議会を通して継続的に行なって

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

を送る支援活動を継続してまいります。 

青少年奉仕では継続事業である地域中学校の剣道大会（8 月 26 日（土））を支援し、青少

年の健全育成の一助になるよう努めたい考えです。この大会は今年で 11 回目となり、今年

度は中台体育館のメインアリーナで開催しますので、是非ともたくさんの会員に応援に来

ていただけるようにこの場を借りてお願いいたします。 

 職業奉仕では 9 月にオープンな形で職業奉仕を語る勉強会を開催し、1 月の職業奉仕月

間に委員会として卓話をさせていただくことを考えています。 
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また会員が自身の職業に「誇り」と「愛情」を持って最大限の努力をしている姿を垣間見

ることで、職業奉仕の実践の姿を学ぶ機会として職場見学を実施させていただく計画で、

日程は調整中ですが成田空港会社を見学させていただくことができればと予定しています。

クラブ活動計画には年２回の職場見学とありますが、プログラムとすり合わせが十分でな

かったこともあり、委員会としての卓話と職場見学１回に計画を変更させていただきます。 

以上が奉仕プロジェクト委員会の活動方針でございます。一年間、会員の皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

◇卓話   

「ロータリークラブ財団委員会」 

近藤 博貴 

 ロータリー財団委員会では、本年度寄付目標額を１８０

万円としました。例年は１２０万円ですので、目標を達成
するには会員の皆様のご協力をお願いしたく、本日最初の
卓話をする次第となりました。 

 毎年ロータリー財団への寄付は、米山記念奨学寄付に比
べて少ないように思います。これにはいくつかの理由があ
るように考えられます。米山記念奨学寄付は金額が１０万
円で一定していること、しかも寄付の使用目的が奨学金の
給付と明確で判りやすいと思います。これに対しロータリ

ー財団は、ドル建で為替レートが変動するため寄付額が一定しません。更に寄付の種類が
多く、しかも、使用目的が複雑で理解しにくい点があります。１,０００ドル寄付する場合、
１ドルが１１０円ならば１１万円となりますが、１１５円と円安になれば１１万５千円が
必要です。 

寄付は 1,０００ドル一括で頂ければ幸いですが、毎月１３,０００円の分割で９ヵ月ない
し１０ヵ月寄付していただく方法もあります。更に、ご協力を得やすくする 

手段として、ポイントの制度の利用もありますので説明します。 

成田会長は本年度の重点目標の一つとして、ＲＩの人道奉仕であるポリオの撲滅運動に
協力するため、ロータリー財団のポリオ・プラス寄付を推奨しています。 

今日はロータリー財団委員会の寄付目標を達成するため、時間が許す限りロータリー財
団の事業の歩み、2013～14 年度から始まった「未来の夢計画」の概要などを説明したいと
思います。 以下レジュメを参照してください。 

 

       財 団 認 証 ポ イ ン ト 制 度 の 利 用 に つ い て 

◎ 財団認証ポイントについて 

年次寄付、ポリオプラス寄付などを通じてロータリー財団に寄付した会員に、１米
ドルにつき１ポイントが与えられる。恒久基金寄付への寄付は、認証ポイントの対象には
ならない。ポイントの所有者は自分のポイントを移譲することにより、他の会員をポール・
ハリス・フェロー(ＰＨＦ)またはマルチブル・ポール・ハリス・フェローにすることがで
きる。 

国際ロータリー日本支局財団室に「クラブ認証概要レポート」を請求することにより、
個人別の寄付額、ポイント数が分かる。請求は会長または幹事ができる。 

 ◎ 財団認証ポイントの移譲について 

   一度に移譲できるのは１００ポイントから５００ポイントまでで、「公益財団法人
ロータリー財団寄付明細書」「ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書」を作
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成する。 

 ・個人が所有するポイントの移譲には、所有者の署名が必要となる。 

・クラブが所有するポイントの移譲には、クラブの会長の署名が必要となる。 

◎ ポイントを利用して寄付をした場合の手続 

   寄付者から寄付金を受領した会計は、公益財団法人ロータリー日本財団の普通  
預金口座に銀行振込を行なった後、振込日を「公益財団法人ロータリー財団寄付明細書」
に記入して「ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書」とともに日本財団にＦ
ＡＸするか郵送する。 

  「公益財団法人ロータリー財団寄付明細書」「ポール・ハリス・フェロー認証ポイン
ト使用申請書」の２つの書式は、日本支局の書式をダウンロードして委員会で作成する。 

◎ ポイントを利用の実績 

   ２０１５～１６年度、成田ロータリークラブでは、初めてポイントを利用して 

  ロータリー財団への寄付を行なった。寄付者は設楽正行、橘 昌孝、堀口路加の 

  ３会員であった。 

 

         ロ ー タ リ ー 財 団 委 員 会 

○ ロータリー財団の使命 

   ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること 

  を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること 

○ 第２７９０地区のロータリー財団委員会は、次の６つの小委員会に分かれて活動 

 している。 

 １．グローバル補助小委員会 

   2013～14 年度から導入された「未来の夢計画」による国際財団活動資金(WF) 

    と地区財団活動資金(DDF)の補助金を使用して、次のような活動を行なっている。 

   ① 人道的プロジェクト 

     ・平和と紛争予防／紛争解決    ・母子の健康 

     ・疾病予防と治療         ・基本的教育と識字率向上 

     ・水と衛生            ・経済と地域社会の発展 

   ② 奨学金制度  大学院レベルの留学に対する奨学金を支給する。 

   ③ 職業研修チームを支援する。 
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 ２．補助金小委員会 

   次の活動がこの補助金の対象となる。 

     ・財団の使命に当てはまる活動 

     ・ロータリアンが積極的に関与する活動 

       例えば当クラブがかって行なった映画会などの活動 

 ３．ロータリー財団資金推進管理小委員会 

     ・ロータリー財団への年次寄付金などを推進する。 

     ・寄付に際し、認証ポイント制度の利用を勧める。 

ロータリー財団の寄付の種類 

① 年次基金寄付 

     寄付された資金は３年間運用し、運用益は財団の運営費に使われます。 

３年後に元金は全額が地区財団活動資金（ＤＤＦ）と国際財団活動資金（Ｗ 

Ｆ）に５０％ずつ配分されます。 

② 恒久基金寄付 

     元金は使われず、運用益のみを地区と財団で使います。これもＤＤＦと 

ＷＦに５０％ずつ配分されます。 

③ 使途指定寄付 

   ・ポリオ・プラス寄付 

    ポリオ撲滅のため全額が使われます。 

・グローバル補助金寄付   

      クラブで拠出する寄付金、比較的大規模で長期のプロジェクトを対象と 

しています。後述５の項を参照。 

   ・平和フェローへの寄付 

    全額がロータリー平和センターのフェローシップのために使われます。 

世界の有名大学と協力して、平和および紛争解決の分野における国際問題 

研究などを行います。後述６の項を参照。 

    ◎ベネファクター 

      遺言状またはそのほかの資産計画に財団を受益者として指定することを 

書面にして寄付をするものです。 

 ４．ポリオ・プラス小委員会 

   ポリオは日本では小児麻痺と呼ばれていた。日本ではすでに撲滅されているが、 

  世界的には未だパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの 3 カ国で発症例が 

報告されている。予防接種のための資金援助が必要である。 

 ５．奨学金小委員会兼学友小委員会 

   グローバル補助金奨学生と地区補助金奨学生の募集選抜に関する支援を行なう。 

    ・グローバル補助金奨学生  海外の大学院レベルの教育プログラムを専攻 

                  するものを対象とする。 

    ・地区補助金奨学生   大学で 2 年間の課程を終了した者、または高校卒 

                業後 2 年間職業に就いた経験者を対象とする。 

    ◎学友小委員会     奨学金制度を利用して海外留学を経験した者を対 

象とした会。 

 ６．平和フェローシップ小委員会 

   ロータリー財団が行なう教育的プログラムの一つである。この奨学生は地区の 

  推薦を経て、ロータリー財団の機関で選考される。国際基督教大学、ブラッドフ 

ォード大学(英)、デューク大学及びノースカロライナ大学(米)、クイーンズランド 

大学(豪)、ウプサラ大学(スウェーデン)、チュラロンコーン大学(タイ)の 7 大学に 

ロータリー平和センターがあり、2 年間の修士課程で国際問題、平和、紛争解決 

を研究している。 
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◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 

＜報告＞ 

例会中、九州北部豪雨災害義援金のお願いということで募金箱を廻させていただきました。
集計しましたところ 53,600 円でした。これは第 2700 地区へ送金する予定です。被災地域
の皆様への一助となる活動ということで、ご協力ありがとうございました。 

 

 
第 2 回役員・理事会 

 
１．８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 

8 月の予定  

４日 (金) ガバナー公式訪問 クラブ協議会 パートⅢ 

１１日 (金) 休会（祝日）  

１８日 (金) 休会 お盆 （定款第 8 条第 1 節） 

２５日 (金) 通常例会  

９月の予定  

１日 (金) 通常例会 第 3 回役員・理事会  

８日 (金) 通常例会  

 １５日 (金) 納涼例会 ＡＮＡクラウンプラザホテル 点鐘 18：30 

 ２２日 (金) 夜間例会 成田ビューホテル 点鐘 18：30 

２９日 (金) 通常例会  

※8 月 26 日（土）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：中台体育館    
10 月 1 日（日）～3 日（火）：親睦旅行（金沢）               
10 月 6 日（金）：振替休会                              承認 

２．九州北部豪雨災害に対する義援金のお願い 
 次週、例会で募金協力のお願いをする。                         承認 
３．千葉北ロータリークラブ創立 20 周年記念参加依頼 
 11 月 8 日（水）袖ヶ浦フォレストレースウェイ 
               地区より諸岡会員出席予定                 承認 
４．ボーイスカウト千葉県連盟維持財団賛助金のお願い 
 特別賛助金 1 口 5 万円 1 口以上   今年度は無し                 承認 
６．桜井会員入会金に関する件 
 前任者の角田さんが 28 年 4 月に退会され 1 年 3 ヶ月経っているので、規定（3 ヶ月以内免除）通り
入会金（50,000 円）を頂く                               承認 
 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

遠藤 英一 会員 7月 14日 Ｒ財団・米山記念奨学委員会 

成田 温、長原 正夫、神﨑 誠、深堀 伸之 
小寺 真澄、石川 憲弘、角田 幸弘、堀口 路加 
遠藤 英一 各会員 

７月 28日 第 2回理事・役員会 

浅野 正博、藤崎 礼子、渡辺 孝、佐瀬 和年 
平山 秀樹、伊藤 隆治、田渕 公敏 各会員 

７月 28日 クラブ会報委員会 

堀口 路加、諸岡 靖彦 各会員 7月 30日 
ロータリー・ディ第 15 回国際
里山の集い 

  
 
 
 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ５５ １５ ７８．５７％ ７４．６３％ 

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 

 


