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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 2771回例会 平成 29 年 11 月 10日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励           香取 竜也リーダー 

10 月の出席奨励ですが 70.77%で若干下がり気味でした。今月は、今日と 24 日の 2 回しか

例会がありません。18 日の情報研修会のメイキャップは 17 日に成田ビューホテルにてや

っております。情報研修会ですと出席率が下がるというところもございますので、ぜひ皆

さんふるってメイキャップをしてください。それから、委員会のほうからですが、諸岡委

員長と私（出席奨励のリーダー）と会員増強の村嶋リーダーで、15 日に運営と予算につい

て話し合いをしまして、その後、委員会を開く予定です。あと半年しっかりやっていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）           伊藤 隆治 会員 

携帯電話はマナーモードにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。それから、

皆さんの顔色がすごく良くきれいに見えたものですから、今月も体調管理に気をつけて、

例会の方どしどし参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘        成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング      奉仕の理想 

◇ 四つのテスト         小岩井 学 会員 

◇ お客様紹介          

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   橋本 渉 様 

大木 裕信 様 

 

 

 

◇誕生祝い 

平野省二会員（Ｓ15.11.29）、角田幸弘会員（Ｓ30.11.1） 

 

【欠席】 

矢島紀昭会員（S15.11.17）、池内富男会員（Ｓ20.11.29） 

岸田照泰会員（Ｓ29.11.8）、芦谷源一会員（Ｓ38.11.12） 

笠原智会員（Ｓ56.11.1） 



 2 

◇結婚祝い 

滝澤尚二会員（Ｓ42.11.15） 

小宮山四郎会員（Ｓ46.11.14） 

堀口路加会員（Ｓ58.11.19） 

桜井誠会員（Ｈ16.11.11） 

 

【欠席】 

仲村盛政会員（Ｓ41.11.3） 

藤﨑壽路会員（Ｓ49.11.23）、神﨑誠会員（Ｓ57.11.6）、甲田直弘会員（Ｈ16.11.7） 

 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員： 今日は 11 月 8 日に２つの良いことがありまし

たのでニコニコさせていただきます。１つは、千葉市にあります千

葉県立保健医療大学で、私たちが今やっております「成田市笑医健

康の会」から生徒達約 180人を相手に「笑医」の出前をしてきまし

た。大変評判が良く、担当の先生からまた来年もやって欲しいと言

われましたので、大変嬉しく思いました。もう１つは、その日の夜、

成田市三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）で毎年 1 回話し合いをするのですが、そ

の席で、私が昨年まで 33年間、学校医を務めたことに対して感謝状をいただきました。関

川教育長さんが成田小学校にいた時に私が校医で行っておりまして、健康診断が終わった

後、校長や養護の先生方に耳鼻科のいろいろな話をしたんですね。そのことを褒めてくだ

さって、本当に嬉しく思いましたのでニコニコさせていただきました。ありがとうござい

ました。 

 

松本 大樹 会員： ＮＡＡの松本でございます。本日は当社の中

間決算が出ましたのでニコニコさせていただきます。中間決算です

けれども、前年同日に比べまして増収増益ということでした。中間

純利益としては 239億円ということで、非常に高い水準の決算にな

りました。これは、航空機の発着回数ですとか、あるいは旅客の数、

それから国際線の外国人のお客様の数、国内線の旅客の数、それぞ

れが実は開港以来最高という記録を出したということが大きな原因です。こういったこと

で、非常に良い経営を続けさせていただいております。これも、地元成田の方々がお支え

頂いているということで、本当にありがたく思っております。また、南日会員、石橋会員

をはじめ、航空会社の方たちがたくさんのお客様を連れてきていただいて、またそのお客

様たちが成田でいろいろな活動をして、地域の潤いに還元させていただければと思ってお

ります。この勢いを今年の残り半分も維持して、引き続き頑張っていきたいと思います。

ということで、今日はニコニコさせていただきます。ありがとうございました。 
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平山  秀樹  会員： ３点ニコニコさせていただきます。まず、

ジャンチブ・ガルバドラフ新モンゴル学園理事長に、日本の旭日

小綬章が賞賜されました。長年の日本とモンゴル国際交流、日本

式教育のモンゴルでの普及が評価されたそうです。改めてジャン

チブ理事長、ブヤン校長の新モンゴル学園、新モンゴル高専への

支援を続けさせていただきたいと大変励みになりました。次に情

報研修会です。先程ご案内の通り来週１８日、当ビューホテルにおいて第９分区情報研修

会が行われます。成田からも多くの方が参加していただけるということで、ありがとうご

ざいます。皆様が語り、学び、明日のロータリー活動につながるような研修となりますよ

う、準備をしております。よろしくお願いします。三番目、昨晩当クラブの若手メンバー

との懇談の食事会がありました。私は仕事で遅れて参加したのですが、本当に数ヶ月ぶり

にお腹を抱えて笑うほど、楽しかったです。割り勘で六千円だったのですが、「お前は遅

れて来たからいい」と言われ、千円しか払わせてもらえませんでした。残りはニコニコし

ろということだったのでその通りにさせていただきます。ありがとうございます。 

 

諸岡 正徳 会員： 皆さんこんにちは。出席奨励をする立場であ

りながら、先月はほとんど例会に出て来られませんで、まずそのお

詫びを申し上げたいと思っております。出張が続いておりまして、

千歳から沖縄に行きますと、コート、マフラーを着た翌日には半袖

を着なければいけないという、そんな出張をしておりまして、大変

申し訳ございませんでした。それから、実は今研修医 2年目でお世

話になっております長男が、ご縁ありまして明後日結納をすることになったものですから、

この 2 点でお詫びがてら、お祝いがてらニコニコさせていただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶       成田 温 会長 

成田コスモポリタンロータリークラブ橋本様、大木様、ようこそ

いらっしゃいました。どうぞごゆっくりお過ごしください。 

今日は株価が下がっているようですが、１１月７日、株価がバブ

ル崩壊後の高値を抜けまして、景気回復が高度成長期の「いざな

ぎ景気」を超えて戦後２番目の長さと成った事が確定したそうで

す。株価に火をつけたのは上場企業の好業績ラッシュに海外マネーが割安な日本株に殺到

したものと思われると日経新聞に出ておりました。 

しかしながら、一方では「物つくり大国・日本」の内外の信用が崩れ始めているようです。 

神戸製鋼所では、製品の検査データ改ざん問題で、次から次へと不正の疑いが発覚し、JIS

の認証を取り消されたことも明らかになりました。 

日産自動車では、完成検査において完成検査員以外の作業員による完成検査が一部で行な

われていた事が判明しました。 

スバルでも同じく資格のない従業員に３０年も前から検査をさせていた事が明らかになり

ました。 

例によって、経営者が TV で頭を下げる場面が多数見られました。 
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競争力強化の為のコスト削減、納期短縮等、各々の事態についての詳しい事は分かりかね

ますが、この様な報道は全世界に一斉に配信されます。 

政治は三流、経済は一流としばらく前には言われておりましたが、「日本は製造業もダメに

なったか」と声が聞こえそうです。 

この問題に端を発して坂道を転がり落ちるように日本の安心・安全・信頼のブランドがこ

れ以上落ちる事のないように願うのは私だけではないと思います。 

 

我々ロータリアンは職業奉仕という根幹を持っております。 

地元の中小企業の経営者が多数を占めております我がクラブでは、小さいながらも自分の

職業に高い倫理観と高潔性を持って、社員や地域社会に貢献するという崇高な思想に少し

でも近づこうと日々努力をしているわけです。 

また、簡単に言えば四つのテストの中の「真実かどうか」にも大いに触れるところであり

ます。 

今回の事は、「他山の石」として我々もより一層の努力をして行かねば成らないと思い、会

長挨拶とさせていただきました。 

 

◇ 表彰式 

・ロータリー財団 ＰＨＦ＋２    近藤 博貴 会員 

  

◇ 委員会報告 

・ＲＦ委員会        吉田 稔 会員 

今週の火曜日にＲＦ委員会を開催いたしまして、今後の各同好会

の活動について意見交換を行いました。その中でゴルフコンペで

すが、今年度の 1 回目は来年 1 月 12 日に今日司会の永井会員率

いるゴルフ倶楽部成田ハイツリーにて開催する予定となってお

ります。詳細については来週ご案内させていただきますので、ふ

るってご参加いただければと思います。あともう 1 点は、ＲＦ内

に新たに旅行倶楽部が発足いたしました。飯田会員が先頭でこれから活動をという段階で

すので、こちらのほうも皆さん参加についてご検討いただければと思います。以上でござ

います。 

 

・ロータリー財団委員会       諸岡 市郎左衛門 会員 

11 月は「ロータリー財団月間」です。 

それに先立ち「2790 地区財団セミナー」が 10 月 29 日(日)千葉

市で開催され、出席しましたので、概要を報告します。 

成田クラブからは、諸岡靖彦会員が来賓出席され、2019-20 年度

ガバナーとしてセミナー冒頭に来賓紹介がありました。 

 

〇地区補助金 

2018-19 年度（橋岡ガバナー年度）の地区補助金事業申請については、来年 3 月に申請受

付の予定であり、各クラブにおいては、奉仕プロジェクトの案を検討しておいて欲しいと
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のことです。 

ちなみに、2017-18 年度については、45 クラブが補助金を活用しており、2790 地区内 83

クラブの過半が活用しているとのことです。 

2016-17 年度の一人当たり寄付実績について、成田クラブは 163.9 米ドルで、全国平均の

151 ドルを上回っておりますが、2790 地区の平均は 125 ドルで、関東地域内で最下位、し

かも 4 年連続の最下位となっているとの説明がありました。 

〇ポリオプラス 

 日本のロータリアンの 30％は既にポリオは地上から根絶したものと誤解しているとの

ことです。 

 ポリオは人から人にうつる感染症で、幼児・5 歳以下の子供へのワクチン接種の徹底に

より撲滅は可能であり、現在、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの 3 か国での

発症例を残すのみで、撲滅も、後一息のところではあるが、ここで力を抜くと、難民の大

規模な発生・移動といった近年の情勢変化で撲滅の機を失いかねない、ロータリークラブ

が「世界で良いことをしている」ということの実践として、しっかり取り組む必要がある

との紹介がありました。 

 セミナー当日は、台風 22 号の関東地方接近と重なり、予定を早めて散会しました。 

 11 月は、「ロータリー財団月間」であり、引き続きご寄付をご検討下さい。 

 

◇ 幹事報告         長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古、印西、白井ロータリークラブ 

・週報    佐原、多古ロータリークラブ 

・財団室 NEWS 11 月号 

・2017-18 年度 地区大会開催のご案内 

・11 月の「ロータリー財団月間」リソースのご案内 

・RYLA 実行委員ご推薦のお願い 

・NEWSLETTER 11 月号 

・2018 年度国際ロータリー年次大会（トロント大会） 

参加旅行募集案内、申込書 

・11 月 26 日（日）里山の秋 参加者募集（本日応募締切） 

・成田ロータリー旅行倶楽部（温泉巡り同好会）規約案 

【連絡】 

・11 月のロータリーレート 1 ドル＝114 円 

・次週 11 月 17 日（金）は、18 日（土）情報研修会への振替休会となります。 

 メイキャップをされる方は、17 日（金）成田ビューホテルの受付にてお願いします。 
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◇卓話 

～自己紹介～ 
眞々田 美智子 会員 

（株）エムケイハウジング 取締役 

成田ロータリークラブの皆さん、こんにちは。 

私は、去年 11 月、石川憲弘会員の紹介で入会しました眞々田

美智子です。よろしくお願いいたします。 

せっかくロータリークラブに入会させていただいたのに、当

時、成田市倫理法人会会長を務めており、また娘に子供が生

まれたこともあったりで、なかなか出席できませんでしたが、

今年の 5 月からロータリーへ参加できるようになりました。 

今回卓話の話をいただき、かなりプレッシャーと緊張もありますが、「自分の事を話せば

いいんだよ」とアドバイスをいただきました。自分の事なら話せます。おバカな生き方も

ありましたが聞いてください。 

 

私はＪＲ酒々井駅前でＭＫハウジングという不動産業をやっております。32 年経ちます。 

佐倉王子台で 10 年、酒々井で 22 年経ちました。 

昔は酒々井と言っても「どこ？」と言われましたが、今は‘酒々井プレミアムアウトレッ

ト’で有名になりました。酒々井インターも出来ました。‘湯楽の里’という地下 2,000

ｍ掘った天然温泉もあります。1 か月前には‘いずもマルシェ’という道の駅風のお店も

オープンしております。 

酒々井は日本一古い町らしいです。人口 2 万人の小さな町。町長が“コンパクトシティ”

と名付けました。 

アウトレットは私の所から車で 8 分で行けます。私も仕事が終わってから時々覗きます。 

安い掘り出し物を探しに。今着ている服もアウトレットで見つけました。似合っていま

すか？ 女の人は買い物が好きですから、男性の方、大目に見てください。男の人が酒

場が好きなのと同じ感覚です。アウトレットで働いている人がたくさんアパートを借り

てくれているので、そのお返しです。 

 

会社は、3 年前より息子が社長で、嫁さんと娘も働いています。それから、事務員、ハ

ウスクリーニングの人、除草作業の人、いろいろ出入りしています。 

私の仕事は、会社にいる時、全員分のご飯を作ります。法務局、銀行の支払い、管理物

件の巡回、アパートや駐車場の草取り、段ボールや粗大ゴミの回収、処分など軽トラッ

クで動き回っております。雨の日は階段や通路を高圧洗浄しています。 

午後 1 時になると娘が 1 歳 3 ヶ月の孫を連れて出勤。嫁さんは幼稚園から孫を連れて来

ます。今度は託児所のおばさんです。疲れますけど、楽しいですよ。 

それから生活保護を受けている人の家賃回収、話し相手、遺品処分もします。部屋で動

けなくなったり、亡くなる人もいるものですから、年に２、３回は遺品処分があります。

部屋で手を合わせてからバイトの人と片付けます。知っている人ですので、写真処分を

する時には涙が出ます。お金をかけられない人たち。燃やせるゴミは近くのゴミ置き場
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へ、磁石で付く鉄物は買取業者へ、家電は電気屋へ依頼し、残りをリサイクル処分場へ

持っていきます。時には押入れの奥からエロビデオが山のように出てくる時もあります。

亡くなった人の唯一の楽しみだったのでしょう。 

冗談を言える人には部屋に入る時「生きてる？」と声をかけます。大きな声で「生きて

るよ！」と返ってきます。ほうれん草やカボチャの煮物など、差し入れをすると喜んで

くれます。「いちごはいらないよ。入れ歯につぶつぶが挟まるから。」面白いことをた

くさん言って笑わせてきます。私も楽しんでおります。 

 

5 年前に亡くなった夫の事を少しお話しします。 

夫は脳梗塞が 2 回起きた為、食べることも話すことも動くことも出来なくなりました。 

生前「俺に何かあったら無理な治療はするな。胃ろうもするな。口から食べられなくな

ったらおしまいだ。それでいいんだ。」と言っていました。どうすれば良いか、家族で

悩みました。私が話しかけると、わずかに動く右手・右足で合図をしてくれます。耳は

全部聞こえています。目も見えます。私が病室で泣くと、夫も泣いています。生きてい

てほしい。胃ろうに踏み切りました。 

毎日病院へ行って励まそう。お風呂に入れないからきれいにしよう。髪も切ろう。体が

固まらないようにマッサージをしよう。そう決めました！ 

大きめの洗面器にお湯をもらい、足湯だけは毎日しました。気持ち良さそうでした。 

午前中は会社で、午後は病院です。 

夫はカラオケが大好きでしたので、私が‘宗右衛門町ブルース’‘きよしのズンドコ節’

を歌うと、わずかに動く右足で合図をしてくれます。2 人の楽しい時間でした。 

少しずつ体が衰弱していき、肺炎を4回も起こしました。最後まで頑張ってくれました。 

生きたかったんだと思います。孫たちにも生きる事の大切さを教えてくれました。 

 

夫が亡くなり、すぐに前妻の子供から遺産の件で電話がありました。不動産屋だから、

だいぶお金があると思ったのでしょう。莫大な借金があるのに･･･。 

夫の子供だし、1,000 万円だけは何とか都合していたのに、そんな金ではダメだという

事で、弁護士さんにお願いしました。資料を集め、千葉の弁護士事務所へ何回も何回も

通いました。1 年かかりました。支払った金額は、私が提示した 1,000 万円でした。ホ

ッとしました。 

 

私達夫婦は再婚同士で、共通の友人の紹介で知り合いました。お見合いでした。 

夫 48 歳、私 30 歳、私には小学校 3 年生の息子がいました。その後、娘が生まれました。 

夫は「ご飯を作ってくれて、家に帰った時に灯がついていればそれだけでいい。」と言

ってくれました。それなら簡単。もう仕事もしなくていいし、カギっ子の息子といられ

る。心の中でラッキー！！と思いました。夫は前妻と離婚して 5 年経っておりました。 

 

私には、高校生の時、親が決めた婚約者がおりました。遠縁の大工さんで、親子で実家

の茅葺き屋根をトタンに直す工事に来ていました。相手はその息子さんです。学校から

自転車で家に帰ると、２階の屋根からいつもいつもじぃっと私を見ています。小太りで

何となく好きになれませんでした。その時間に帰りたくなくて、友人とおしゃべりして
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いました。そのうち、駅でたむろする不良と話すようになりました。 

その中の１人が息子の父親です。いい男だったんです。顔だけが。バカでしょう、私。 

２１歳で息子ができ、結婚しました。同い年でした。彼は遊びが忙しく、ほとんど帰っ

て来ませんでした。２年も暮らしていないです。 

親の顔に泥を塗るし、怒られ、勘当に近かったです。「家に帰ってくるな！」と言われ

ました。子供が子供を産んで、途方に暮れていました。 

それからの１０年近く、実家に帰っていないし、連絡もしていませんでした。思い出し

たくない２０代ですが、強くなりました。当時の私には笑顔なんてありませんでした。

絶えずびくびくしながら暮らしていました。その間に離婚しました。 

子供の幸せを願って決めた縁談だったのに…親に申し訳ないことをしました。後悔しま

した。 

 

そして私は３０代になりました。幸せな家族連れを見るとフン！としていました。人生

に疲れていました。 

１８歳年上でしたが、これもありかな、と再婚に踏み切りました。ただ、息子にだけは

相談しました。「何回か会わせていたおじちゃんに、お母さん、結婚を申し込まれてい

る。お前が嫌なら結婚しない。」と言うと息子は「お母さんがいつも家にいてくれるよ

うになるなら、ぼくいいよ！」と言ってくれました。そして佐倉市に住みました。 

 

結婚当初、夫は船橋の不動産会社に勤めていました。働き者でした。 

会社を思い、アイディアやいろいろ意見を言っていたようですが、煙たがられ、何回か

仕事を変わっています。３年の間に７回変わりました。辞めた会社の給料を貰いに行く

のが私の役目になっていました。昔は手渡しも多かったです。「汚い格好で行け！」と

夫が言うので、子供を背負い、髪もとかさずに、なるべくボロボロの服で行きました。

会社の入口で子供の靴下を片方脱がします。それで行くと、なぜか全額貰えました。私

は血液型がＡＢ型。女優ができるのです。ありがたい社長様でした。 

 

独立することになり、夫の名前の頭文字をとり「エムケイハウジング」を設立しました。 

夫と私だけの小さな会社です。夫は５０歳を過ぎておりました。人の３倍働かなければ

安定した生活はできない、と覚悟してその通りにしました。１５年くらい順調に進みま

した。夫は何でも知っているし、頼りになる先生でした。頼もしかったです。やがて酒々

井町に自社ビルも持てました！ 

 

バブルがはじけた頃、夫は大型トラックを避けようとして、ガードレールに激突する事

故を起こしました。かなりのスピードが出ていたようです。車は大破しました。頭を強

く打ち、呆然としていました。すぐに病院に行きましたが、その時は何もなかったので

す。２～３日してからだんだん眠れなくなり、１０kg 以上も痩せ、ふらつくようにな

りました。眠れないので大量の酒をあおり、いろいろな薬をたくさん飲みだし、別人み

たいでした。昼と夜が逆転し、夜中じゅうお客さんに電話します。業者ともトラブルば

かり起こすようになり、精神障害を起こして入院しました。 

それからです。会社がおかしくなったのは… 
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アパートや建て売り住宅がありましたので、借金を 7 億円抱えました。夫は北海道や宇

都宮にもマンションを買っておりました。銀行との関係も悪化しました。潰れると思い

ました。この 15 年、ローン返済など 1 回も遅れていないし、ゴルフ会員権などたくさ

ん協力しましたが･･･しょうがないですね。 

柏の不動産会社で店長として働いていた息子を呼び戻しました。息子に宅建を取らせて、

同業を勧めていて良かったです。娘も宅建を取り、スターツ関連会社で店長をしており

ました。子供達が私を支えてくれました。神に感謝しました。 

 

銀行さんはもうお金を貸してくれないと思い、リスクの多い建て売り住宅はやめました。

当時、佐倉に 5 棟の建て売り住宅が残っておりましたが、利益を０にして全部売りまし

た。借金を少しでも減らしたかったのです。 

信頼してアパートを借りてくれたお客さん、仲介した人達に迷惑はかけられません！ 

「俺は給料要らない」息子が言いました。私も娘も給料なしで銀行の返済に回しました。 

 

私は食費を 1 日 1,500 円にしました。もやし、ニラ、大根、ひき肉など、工夫するとけ

っこう美味しい物が沢山作れます。大変だなんて思いませんでした。かえって楽しんで

いました。 

 

それから何年か過ぎました。会社の隣のテナントがずっと空いていましたので、カラオ

ケの好きな夫に「午後から 2 人でお店しない？1,000 円で歌い放題、今流行ってるよ～」

夫はすぐに乗ってきました。「酒、つまみ、食事など 1 日 3 万円を売上目標にしよう！

月に 20 万円借金を返せるよ。」喜んでいました。 

夫は畑を借り、つまみは畑の野菜中心です。私はお客さんを喜ばせようとマジックを習

いました。お店は繁盛してくれました。セーラー服に浴衣、コスプレなども揃えました。

お年寄りは喜んでセーラー服を着ていました。おもしろかったです。サービス、サービ

スで恥ずかしかったらできません。周りの人が喜んでくれたら、私は何でもしました。

生活がかかっていましたので。昼、夜働いてもぜんぜん苦になりません！６年続いた店

も、夫の体調が悪くなりやめました。東日本大震災があった同じ月です。 

夫は運転免許証を返し、病院、図書館、散歩、いつも一緒でした。夫と暮らした 30 年

おもしろかったです。かなりワンマンで個性的でしたが、私にはそういう人が向いてい

たのでしょう。 

 

借金は 3 億円を切りました。銀行さんとも良い付き合いをさせてもらっています。 

私はいつも頭にヘアーバンドをしていますが、これは私の鉢巻なんです。簡単でいいで

す。気合いが入ります。 

還暦を過ぎてから参加するようになった倫理法人会、商工会、ロータリークラブ。 

皆さんが温かく迎えてくれますし、前向きに生きている仲間。おおいに刺激を受けてい

ます。これからもよろしくお願いします。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 
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第 5 回役員・理事会 
１．11、12 月の例会及び事業、行事計画 

11 月の予定  

１０日 (金) 通常例会 会員卓話（眞々田美智子会員）・理事会 

 １７日 (金) 振替休会 情報研修会合同例会とする 

 １８日 (土) 第９分区ロータ
リー情報研修会 

成田ビューホテル 
13:15 登録 13:45 点鐘 17:00 閉会  
＊現在 29 名の参加 

２４日 (金) 通常例会 会員卓話（諸岡市郎左衛門会員） 
例会終了後、RI 会長代理 松宮剛様との懇談会 

12 月の予定  

１日 (金) 月初例会 クラブ協議会：４（年次総会）・理事会 

８日 (金)  クラブ研修会 

１５日 (金) 通常例会 外部卓話（元当クラブ会員） 

２２日 (金) 忘年例会 夜間移動家族例会 ANA クラウンプラザホテル 

 ２９日 (金) 休会  

２．第 2780 地区パストガバナー  松宮  剛様との懇談会出席者確認            
 詳細後日                                     承認 

３．定款変更に関する件 
細則「第 11 条 出席責務規定の免除」を年次総会 10 日前に全会員にＦＡＸで周知    承認 

４．地区大会記念ゴルフ大会変更の件  
  ７名変更なし 日時：12 月 4 日（月曜日）／会場：藤ヶ谷カントリークラブ（千葉県柏市泉 2348） 

承認 
５．地区大会開催のご案内 
  後日、全会員にＦＡＸ                                承認 
６．成田市体育協会 賛助金の件   

1 口 10,000 円                                     承認 

 

出 席 表 

 
ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 10月26日 新見ロータリークラブ 
諸岡 靖彦、諸岡 市郎左衛門 各会員 10月29日 地区財団セミナー 
松田 泰長、深堀 伸之 各会員 10月 30日 地区理念研究委員会 
諸岡 靖彦 会員 11月１日 印西ロータリークラブ 
渡辺 孝、小宮山 四郎 各会員 11月 1日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
諸岡 靖彦 会員 11月 6日 白井ロータリークラブ 
諸岡 靖彦、平山 秀樹 各会員 11月 7日 富里ロータリークラブ 
角田 幸弘、佐久間 高直、小宮山 四郎 
矢島 紀昭、永井 秀和、吉田 稔 各会員 

11月 7日 ＲＦ委員会 

神﨑 誠、佐瀬 和年 各会員 11月 8日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
喜久川 登、高橋 晋 各会員 11月 8日 高知東ロータリークラブ 
堀口 路加、吉田 稔、石川 憲弘、成田 温 
小泉 英夫、平山 秀樹、松田 泰長、設楽 正行 
長原 正夫、深堀 伸之 各会員 

11月 10日 
第 3 回諸岡ガバナー年度準備室
会議 

石川 憲弘、橘 昌孝、近藤 博貴、小川 賢 
小宮山 四郎、松田 泰長、設楽 正行、長原 正夫 
平野 省二、豊田 磐 各会員 

11月 10日 指名委員会 

成田 温、深堀 伸之、長原 正夫、小岩井 学 
小寺 真澄、石川 憲弘、諸岡 正徳、角田 幸弘 
堀口 路加、設楽 正行 各会員 

11月 10日 第 5回役員・理事会 

 ： 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７４ ７１ ４４ ２７ ６１．９７％ ７０．４２％ 

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 
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