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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2827 回例会 平成 31年 1月 18 日（金） 

◇ 出席奨励   村嶋 隆美 リーダー 

12 月の出席率は、72.86％でした。引き続き例会への積極的な出席、

よろしくお願いいたします。 

◇ Ｓ．Ａ．Ａ．  永井 秀和 会員 

1月、2月はいろんな行事が目白押しとなっております。各自ご確認

いただき、出欠のご連絡、よろしくお願いいたします。  

神﨑年度も半年を切りましたが、皆様のご協力で素晴らしい例会にし

ていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。  

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長  

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  歌唱 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

  滝澤 政樹 様 

片岡 孝治 様 

◇ 誕生祝い 
【1 月】 
大木健弥会員(ｓ19.1.2）、山田真幸会員(ｓ25.1.10） 
神﨑誠会員(ｓ33.1.17）、浅野正博会員(ｓ48.1.11） 
成島陽子会員(ｓ46.1.20） 
【12 月】 
矢野理恵会員(ｓ46.12.24） 
【欠席】 
ポールツジ会員(ｓ47.1.22） 
◇ 結婚祝い 
山田真幸会員(ｓ54.1.25) 

【欠席】 
小坂明宮己会員(ｓ61.1.19) 

 

◇ ニコニコボックス 

矢野 理恵 会員：今年もどうぞよろしくお願いいたします。嬉

しいお知らせが 2 つございます。一つ目は、長女が東京外語大学

言語文学科イタリア語学科に入学が決まりました。受験が一段落、

ほっとしております。二つめは、お手元に資料をお配りさせてい

ただいております。働き方改革セミナーのご案内です。日本生命

の成田支店長である伊藤会員にご協力をいただき、日本生命成田
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支社の会議室で開催させていただきます。小川先生が実務を担当していただくことになっ

ておりますので、安心して聴きにいらして下さい。 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。正月も半月が過ぎました。先週の新年会

には多くの会員に参加いただき、ありがとうございました。 

 皆様はもう初詣に行かれたと思いますが、私どもの会社

は昨日成田山に初詣、参拝、御護摩祈祷を受けてまいりま

した。本堂では参拝客が入りきれないほどでした。坊入り

もさせて頂き、大浦ごぼうはいつもの味で大変おいしかっ

たです。 

 成田コスモポリタン RC 滝澤政樹様、諸岡ガバナー年度幹事団をお願いした片岡孝治様、

どうぞごゆっくりお過ごしください。 

 気になるニュースがいろいろありますが、やはり第 72代横綱稀勢の里の引退だと思いま

す。茨城県牛久市出身ということで、長原会員を筆頭にファンが多かったと感じました。

17年間の相撲人生では、横綱になるまでは大変強い力士でしたし、19年ぶりの日本人とい

うことで大人気でした。しかし、怪我により、横綱在位 12場所 36勝 36敗あとは休場とい

う記録で引退しました。公傷制度があればと思わされました。会員の皆様も怪我には十分

ご注意下さい。これからは年寄荒磯として後進の指導にあたるそうです。「我が相撲人生

に一片の悔いなし」と言っていました。稀勢の里は漫画「北斗の拳」のファンであったと

聞いていましたが、皆様もご存知かもしれませんが、これは義兄ラオウがケンシロウに敗

れ、大往生を遂げる際、発した最後のセリフ「我が生涯に一片の悔いなし」であります。

まだ 32才、これからの人生のほうが長いので、今後の大相撲に貢献してくれると思います。 

本日は会員卓話の予定でしたが、急きょ小川会員の卓話に変更になりましたので、宜し

くお願いしまして挨拶とします。 

 

◇ 表彰 

・米山記念奨学 

第 6回マルチプル 堀口 路加 会員 

 第 4 回マルチプル 長原 正夫 会員 

・ロータリー財団 

 ＰＨＦ+３  堀口 路加 会員 

近藤 博貴 会員 

 

◇ 委嘱状 

ＲＬＩ実行委員会 委員 

神﨑 誠 会長、佐瀬 和年 会員 

佐藤 英雄 会員、矢野 理恵 会員 

 

◇ 医療情報  橘 昌孝 会員 
印旛管内でインフルエンザの感染者が 2 週間前は 249 人、1 週間前が 932 人。約 4 倍にな

っております。更なる手洗、うがいによる予防をしてください。 
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◇ 委員会報告 

・職業奉仕    長原 正夫 リーダー 

例会終了後、職業奉仕委員会を開催します。ご出席、よろしくお願

い致します。 

 

・会員増強・維持拡大委員会  村嶋 隆美 委員長 

入会 3年未満の会員の方に集まっていただき、会員増強のメンバー

と退会防止のための意見交換会を行います。 

意見交換会は 2月 15日(金)、22日（金）、3月 4日（月）の予定で

す。対象者が 26名いらっしゃるので 3日に分けて行うことになりま

した。はっきり決まりましたら、再度ご連絡いたします。 開始時間

は、全て午後 6時から予定しております。 

今度はお願いです。新会員のご紹介を皆様にいただければと思います。御存じのとおり、

12月末で 2人の退会者が出ております。年度末には増えた形で終わりたいと思っておりま

すので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。  

 

・ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 委員長 

ロータリー財団への分割寄付では、クラブで一時的にお預かりした

積み立て総額が 1,000米ドル（1口）に達した段階で、会員歴の長い

方から順次寄付申請をしております。この程、分割寄付頂いている

神﨑誠会長の寄付申請をいたしますので、ご報告いたします。 
ロータリー財団及び米山記念奨学へのご寄付のご検討を引き続き宜しくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

・週報    八街、成田コスモポリタン、旭ロータリークラブ 

・出欠表（IM、新酒を楽しむ会、第１０グループゴルフコンペ、PETS

当日準備）※IMは本日締め切り 

・勝浦ロータリークラブより「創立 55周年記念誌」 

・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 337号 

・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」１月号（No.235） 

・比国育英会バギオ基金より「バギオだより」2019年 1月号（Vol.70） 

・国際ロータリー第 2710地区および第 2690地区より「平成 30年 7月西日本豪雨被害義援

金お礼」 

・2790地区 RMCC2790（二輪車同好会）より「橋岡ガバナー年度 第 2回初詣ツーリング

のご案内」 

・ロータリー囲碁同好会より「第２０回 RI囲碁大会」のご案内 

・成田スポーツフェスティバル実行委員会より「第 7 回成田スポーツフェスティバルへの

ご協力について（お礼）」・成田市体育協会より「ご賛同の御礼」 

・ハイライトよねやま Vol.226・2019-20年度会長テーマおよびロータリー賞の発表 

【連絡】 

・１月のロータリーレート １ドル＝１１２円 
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◇ 卓話 

「人を雇用するということは」 

小川 賢 会員／社会保険労務士 

今朝 10時頃、矢野会員からお電話をいただき、今日卓話をす

る方が休みなのでお願いしますと言うことで、急遽、私がお話

させて頂くことにな

りました。  

皆様は、各事業所

のトップやそれに準

ずる方達です。会社にもピンからキリまで色々

ありますが、最近、テレビの前で深々と頭を下

げている経営者が多いので、今日は、最低限こ

れだけは知っておいた方がいいと思う話をさせ

ていただきます。新聞紙上やテレビ等で皆さん

既にご存知かと思いますが、本当に基本的なこ

とです。 

 

 ※労働条件通知書兼雇用契約書について、説明

をいただきました。 

 

 

 

 

 

 
※理事会報告の修正と追記（週報 2826 号記載分） 
・休会 湯川 芳朗 会員（平成 31 年 1 月より）                
・RLI 参加者 成島 陽子、菊地 貴、高橋 晋、小坂 明宮己、小泉 英夫、笠原 智 各会員 
PARTⅠ：2月 11 日（月）、PARTⅡ：3月 30 日（土）、PARTⅢ：4月 22 日（月）、卒後：5月 27日(月) 
DL：6月 8日（土） 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７０ ６８ ４４ ２４ ６４．７１％ ７５．００％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

長原 正夫、松本 大樹、桜井 誠 各会員 1 月 18日 職業奉仕委員会 

神﨑 誠、平山 秀樹、設楽 正行、石橋 菊太郎、松田 泰長 
佐瀬 和年、成田 温、長原 正夫、浅野 正博、村嶋 隆美 
諸岡 市郎左衛門、小寺 眞澄、菊地 貴、石川 憲弘、矢島 紀昭 
甲田 直弘、石田 洋平、矢野 理恵、松本 大樹、香取 竜也 
小岩井 学、長岡 明大、永井 秀和、桜井 誠、橘 昌孝、小川 賢 
近藤 博貴、遠藤 英一、角田 幸弘、眞々田 美智子、高橋 晋 
小泉 英夫 各会員 

1 月 18日 第 1回 PETS 準備会議 

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 

 


