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国際ロータリー2019～20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2876 回例会 令和 2 年 1 月 31日（金） 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  石井 一成 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 片岡 孝治 様 

白井ロータリークラブ   鈴木 孝 様 

印西ロータリークラブ   米井 重行 様 

富里ロータリークラブ   松永 達人 様 

千葉テレビ    小倉 奈保美 様 

 

◇ ニコニコボックス 

矢野 理恵 会員：しばらくお休み続きで申し訳ありませんでした。 

お正月に慣れない主婦業で家をピカピカに磨き上げましたら、廊下で

転んで全治 6ヶ月の怪我をしてしまいました。将来、親を介護できる

ような家にしようと建てた家でしたが、まさか自分の為に使うとは思

いもしませんでした。本当にご迷惑をお掛けして申し訳ありませんで

した。また、怪我をして一週間半後にベトナムへの出張が入っていた

のですが、成田空港の皆様とＡＮＡの吉田さんがお力を貸してくれ、ベトナム航空の方に

お話を通して下さりＶＩＰ待遇で、車椅子とハイヤーで歩かずに出張してきました。無事

に大きな商談が成立しましたのでお礼を兼ねてニコニコさせていただきます。 

 

角田 幸弘 会員：ガバナー月信 2 月号の表紙に、私のデザインし 

た蒸気機関車を載せていただきました。諸岡ガバナーならびに齊藤

月信委員長にお礼申し上げます。表紙の写真は、昨年 2 月の大雪の

日に撮影されたものです。道路は大変でしたが、雪のなかを走る蒸

気機関車を一目見たいと走らせたものです。ニコニコさせていただ

きます。  
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諸岡 靖彦 会員：赤羽国土交通相は本日（1月 31日）、成田空港

の 3本目の C滑走路を新たに建設し、B滑走路を現在の 2500ｍから

3500ｍに延伸する工事計画を許可することを発表しました。 

 今朝は、商工会議所で NHK千葉放送局より、「空港機能拡大につ

いて」取材を受けてまいりました。この件は、今年度内にはあるだ

ろうと思っておりましたが、思ったよりも早く朗報が聞けて、素直に嬉しく思います。で

すが、新型コロナウィルスの蔓延で、この嬉しいニュースの影が薄れてしまうことはとて

も残念です。地域社会の発展には、地元経済の進展が欠かせません。成田市は言うに及ば

ず、この空港機能の拡充は空港圏の 9 市町や、県内に人、物、資金の良き循環と交流、交

易を進めます。国策であります 2030年の 6千万人の海外旅客を受け容れるという、観光立

国を実現してこれからの日本経済を支えると言う大きな役割をナリタが果たすことになる

第一歩が「この許可」であります。今後の動きを注視するとともに、新しいステージに向

けて成田と空港圏の地域社会の体制整備と、市民レベルの受け入れ態勢をつくってゆくこ

とに衆知を集めてゆきたいと考えております。 

 地区大会が目前に迫っています。この朗報を糧として、大会を盛り上げたいと願ってお

ります。 

 

近藤 博貴 会員：1月 30日午前中に、成田山新勝寺の職員が、元全日本空輸（株）の社

長、会長を務められた大橋洋治さんの著者「私の履歴書 大空に夢を求めて」日本経済新聞

出版社刊行を届けてくれました。大橋さんは成田空港支店長時代に、成田ロータリークラ

ブに入会していました。平成 6年（1994）1 月の柴田實会長年度に入会し、平成 7年 1995 6

月の成田數正会長年度に退会しています。在会した期間は 1年 6ヶ月でした。 

 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 

今年は天気もよく神社仏閣は人出が大変多かったのですが、最

近、新型コロナウィルスが爆発的に増えています。今朝のニュ

ースで感染者 9700人、死者 213名と報道されておりました。今

後の動きが心配されるところです。政府は、指定感染症を発令、

明日から政令を出すそうです。WHOも公衆衛生上の緊急事態を

宣言しました。 

恒例の『今日は何の日？』、今日は、生命保険の日、生命保険のトップセールスマンの集

りである MDRT日本会が制定。1882(明治 15)年のこの日、生命保険の受取人第一号が現れ

たことが報じられました。1月 20日に心臓病で急死した警部長で、支払われた保険金は 1000

円、当人が払った保険料は 30円だったそうです。また、鹿児島市立病院で日本初の五つ子

が誕生した日でもあります。 

地区大会まであと 1週間となりました。本日は第 10グループの幹事団の皆様にもお越しい

ただきました。会員の皆様もご協力よろしくお願いいたします。 
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◇ 医療情報    橘 昌孝 会員 

先週の感染者数は 487 人、今週は 673 名です。コロナウィルスも心

配です。自分で予防するしかありません。うがい、手洗い、マスク

が大事です。知っているのと実行するのは天と地の差があります。

皆さんも自分なりに努力をして感染しないようにしてください。 

 

◇ 幹事報告     甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古ロータリークラブ、佐原香取ロータリークラブ 

・出欠表（新酒を楽しむ会） 

・ＲＩ日本事務局より「財団室 NEWS 2020年２月号」 

・地区米山記念奨学委員会より「医療用マスクと防護服についてのお願い」 

・成田空港対策協議会より「2020年勉強会開催のご案内」 

【連絡】 

・本日例会終了後に第８回理事会が開催されます。 

 

◇ 地区大会 2日目リハーサル 

 

 

※お願い 

地区大会のお手伝いについて皆様にご協力をいただいておりますが、現段階でもう少し参

加人数が足りない状況です。 

事前アンケートで不参加を表明されている会員の方でも、スケジュールが空いて手伝いが

できるという方は、事務局までご連絡ください。 

本日は、全体の流れ、次週は委員会ごとの打ち合わせとなります。地区大会を成功裏に終

わるためにも、今一度皆様のご協力、よろしくお願いいたします。 

 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 
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第 8回理事・役員会 
1. 2、3 月の例会及び事業、行事計画の確認 

2 月 7 日（金）  新会員卓話（地区大会打ち合わせ予備日） ガバナー補佐訪問 
8 日（土） ☆ 

地区大会 会場：アパホテル＆リゾート幕張 
9 日（日）  

14 日（金）  振替休会 対象：地区大会 
21 日（金） ☆ 新酒を楽しむ会 会場：長命泉～ひかたや 
28 日（金）  通常例会  

3 月 6 日（金） ◎ 外部卓話 寺嶋 PG 財団学友会について 
13 日（金）  特別月間卓話 担当：社会奉仕 
20 日（金）  休会（祝日） 春分の日 

27 日（金） ☆ 【恋する豚研究所】職場見学 
予定 集合 10：30 現地集合/現地解散 担当：職業奉仕 

◎…理事会開催  ☆…移動例会 
承認 

2. RYLA 参加者について（2/15.16） 
 米屋から 2 名参加予定、成田ロータリークラブより浅野会員、実行委員として細井会員参加予定  承認 
3. IM（2/25）延期について 
 5 月ごろ開催予定、詳細は後日                               承認 
4. 会長エレクト研修（2/23,3/22） 

堀口会員参加予定                                    承認 
5. 地区チーム研修セミナー（3/7） 
 対象者：浅野正博会員、諸岡市郎左衛門会員、矢野理恵会員 個別に対応            承認 
6. 地区大会１日目晩餐会出席者 10 名→12 名に変更（神﨑会員、成田会員）  
 登録料 34,000 円（17,000×2 名分）追加支払い済み                      承認 
7．新規米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けについて 
 引き受けることに決定                                   承認  
8. 地区大会 2 日目 朝食は事務局にて用意 
 費用は地区負担                                      承認 
9. 2 月 9 日成田市消防出初式  

地区大会と重なる為、クラブからは欠席                           承認 
10.2 月 10 日成田青年会議所「賀詞交歓会」 

小泉会長出席予定 会費 7,000 円                             承認 
11.成田空港対策協議会懇親会（2/27 2020 勉強会閉会後） 

佐瀬会員出席予定 会費 8,000 円                             承認 
 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 クラブ 名 

小泉 英夫、堀口 路加、長原 正夫、甲田 直弘、長岡 明大 

眞々田 美智子、神﨑 誠、小寺 眞澄、石橋 菊太郎 

矢野 理恵、角田 幸弘、齊藤 三智夫、設楽 正行、佐瀬 和年 

石井 一成、諸岡 靖彦 各会員 

1 月 29 日 第８回理事・役員会 

小泉 英夫、齊藤 三智夫、諸岡 市郎左衛門 各会員 2 月 2 日 補助金管理セミナー 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７名 ６６名 ４６名 ２０名 ６９．７％ ７４．２４％ 

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 

 


