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国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

～～ ロ ー タ リ ー 財 団 月 間 ～～ 

10 月出席率 100％ 
第 2489 回例会 平成 23 年 11 月 11 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 
◇ 国家斉唱 

◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ    我らの生業 
◇ 四つ の テ ス ト      小井戸 国雄 会員 
◇ お 客様紹介 
  千葉県成田警察署 警備課長 千葉県警部 降幡 治幸 様 

長畑 誠 様、蜂谷 泰史 様 
  成田コスモポリタンロータリークラブ  越川 和哉 様 

米山記念奨学生   ボボチョーさん 
   
◇ 結婚記念 

小宮山 四郎 会員、仲村 盛政 会員、 
滝澤 尚二 会員（欠）、藤崎 壽路 会員（免） 
澤田 喜信 会員（欠）、神崎 誠 会員（預） 
甲田 直弘 会員（欠）、市村 公道 会員（免） 
【10 月分】 
長原 正夫 会員、加瀬間 俊勝 会員 
◇ 誕生記念 

平野 省二 会員、矢島 紀昭 会員 
池内 富男 会員、角田 幸弘 会員 
 

◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

諸岡 靖彦 会員：１１月５日、成田ビューホテルで次男の結婚披

露宴を催しました。多くのロータリアンをはじめ、ご縁の深いゲス

トに祝っていただきました。ホテルのスタッフの方々には縁の下で

大変お世話になりました。ありがとうございました。８日夕刻成田

U-シティホテルにて、次世代経営研究講座が千葉興業銀行成田支

店の主催で行われました。成田地区の企業５社（全日本空輸成田空

港支店、フジタエアポートサービス、平山建設、藤屋、米屋）がチ

ームで参加して、経営品質プログラムに沿った学習を半年間つづけきた成果を、各社のト

ップも参加してこの日最終発表会として行なわれました。経営環境の厳しい中で、各社と

も次の一手を如何に打つべきかを研究発表し、熱気を帯びた議論が心地よい余韻を感じさ

せました。９日は成田市防火協会の会長として、横須賀に在る独立行政法人・港湾空港技

術研究所に視察研修に参りました。港湾の防波堤などの施設土木をモデル実験装置で研究

している一環で、２．５メートルの津波を人工的につくってデータをとる模様を映像で見

てきました。津波の破壊力が実感できました。 
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大澤 浩一 会員：今、本校では中学生・高校生とも修学旅行に行

っております。中学生は奈良、京都。高校生はオーストラリア。私

も見送りに空港へ行きました。そうしましたら、向こうの方からお

そるおそるこちらへ近寄ってくる女の子がおりまして「松田って知

ってますか？」と言われました。それは松田会員のお孫さんでした。

以前から話には聞いておりましたが、生徒も１，６００人おります

のでなかなか一人一人には会えないのですが、声をかけてもらって

何かほのぼのしたものを感じました。それと先週の土曜日、全国駅伝の県予選会がありま

した。この予選会で男子６位、女子１位、男子は 15 年ぶりに関東大会出場となりました。

女子は 3 年連続の優勝ですが、12 月 25 日、最後の日曜日に京都で行われる全国駅伝に参

加する事になりました。去年も言いましたが NHK で放映されます。1 区は１、2 番で走っ

てくれるのではないかと期待しております。スタートが 10 時 10 分なので、会員の皆様に

も応援していただければと思います。 
 

平山 金吾 会員：今日受付に来ましたら「表彰状がありますよ」

と言われ受け取りましたら、地区大会で渡されるロータリー米山記

念奨学会のメジャードナーの表彰状でした。開いてみましたら、

2010 年、2009 年、2007 年の古い物が渡され肝心の本年度分があ

りませんでした。今、事務局に問い合わせて今年度分を無事にいた

だきました。まだどこかに 2008 年度分があるかもしれません

ね・・・・（笑） 
 

江塚 春夫 会員：2 週間少々前になりますが、全日空でボーイン

グ 787 という新しい飛行機を導入いたしました。これは開発当初

から私どもが関わり、且つ、機体の 3 分の 1 以上が“MADE  
IN JAPAN“でございまして、”MADE WITH JAPAN“と

いうような標語がある飛行機です。9 月下旬に 3 年半受け渡しが遅

れましたが、やっと参りまして 1 ヶ月ほど慣熟訓練等をした上でさ

る 10 月 26 日、成田空港から香港行きのチャーター便ということ

で、世界ではじめてお客様を乗せたフライトを行いました。私共の

会社でも開闢以来の世界の報道陣が参りました。空港に参りました報道陣は 200 名以上、

香港便に乗っていった報道陣は 100 名程度おりました。半分以上はＢＢＣですとか CNN
などの海外メディアです。成田からの初の商業飛行ということでかなり成田、成田空港と

いう名前が 10 月の下旬には世界中に放映されたのではないかと思います。その後、遊覧飛

行もありまして、恐縮ですが一部の皆様には遊覧飛行にご搭乗いただきました。週報でも

ご報告されておられました。非常にお祭り的なフライトということでＮＡＡさんを始めと

して通常では許可にならないような部分も警備関係含め多大なるご配慮をいただき何とか

無事に終えることができました。この場をお借りして先ずは御礼申し上げたいと思います。

それからもう一点。昨今ＬＣＣ元年みたいな形になっております。先般成田空港から成田

シャトルと銘打ってスカイマークエアラインズが就航を始めました。かなりの勢いでＬＣ

Ｃモデルの会社が、今後、急速に増えていくと思います。私共のＡＮＡグループでもエア

アジア・ジャパンと言う会社を設立しております。これはマレーシアを中心にやっており

ますエアアジアと言う会社のやり方やブランドを買うと言う形で、合弁で日本に設立する

会社でありますが運行資本関係はＡＮＡのグループであります。これからはいわゆるデュ

アル・ブランドということで、流通に例えれば今まで百貨店商売（デパート商売）だけや

っていればよかったのですが、それだけではやはり無理だということで別ブランドも事業
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として並行的にやっていこうということでございます。エアアジア・ジャパンと言う会社

は、実は成田空港を中心に運行いたします。昨日講演会がございまして、社長になる岩片

と言うものが（25 日に卓話予定）成田空港に本社を持ってまいります。おそらく本社を成

田空港に置く会社というものは初めてだろうと思います。成田に本社、運行のベースとな

る会社になる予定でありますので是非皆様方の今後のご支援を社長になり変わりましてお

願い申し上げます。 
 
◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

皆さんこんにちは、１１月も１０日が過ぎ、朝晩めっきり

寒くなってまいりました。 
今月最初の例会になります。今日は卓話をしていただきま

す成田警察署 降幡警備課長様には、上からの突然のお願い

に大変お忙しいところ恐縮に存じます。短い時間ですが先の

東日本大震災時における被災地の警備についてお話をいた

だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。また、降幡

様にはこの夏の成田祇園祭におきまして、祭礼警備に大変お

世話になりました。今年の祇園祭は私の地元 花崎町が当番町でありまして、私は町内の

祭典委員長を務めておりました。同じクラブの会員に小泉英夫君がおります。彼は私より

もっと大変な成田祇園祭実行委員会委員長の大役を務めました。幸いお祭りは盛大に挙行

され、天候にも恵まれ、事故も無く終了しましたことは成田警察署の皆さんのおかげと感

謝もうしあげます。 
 １１月５日・６日、国際ロータリー第２７９０地区 地区大会が木更津かずさアカデミ

アパークにおいて開催されました。５日は会長と幹事で大会に臨むところでありましたが、

会員のご子息の結婚式にご招待を頂きましたため、登録のみで帰って参りました。当日は、

クラブ表彰ならびに感謝状の贈呈があり、成田ロータリークラブは財団ならびに米山奨学

会に成績優秀クラブとして表彰されました。また、個人表彰に長寿ロータリアンとして、

柴田實会員と藤崎政吉会員が表彰されました。その外、平山金吾会員と市村公道会員の米

山記念奨学会メジャードナー表彰をはじめ、クラブ会員の財団ポールハリスフェロー並び

に米山記念奨学会功労者に多くの方が表彰されましたので報告いたします。６日はＲＩ会

長代理、重田政信氏によるＲＩ現況報告があり、午後からの地区大会記念講演にはお茶の

水女子大学名誉教授 藤原正彦氏による「 日本の こ れか ら 」 と題し、公演を拝聴しました。

教授は、『日本人は素晴らしい民族である、古来、日本人は四季と共に生活をしてきた。

また、中国の儒教の教えを乞い、礼節をわきまえ、惻隠の心は、武士、貴族はもとより江

戸中期から寺子屋による読み・書き・そろばんの教えと伴に庶民に至るまで行きわたって

いる。現代、生活は核家族化しており、年寄りの教えが今の若者に行き渡らないのが心配

である。それと若い夫婦が子供を産まなく人口の減少は甚だしい。しかし、日本人の英知

と勤勉さをもって将来に立ち向かえば、自ずと道は開ける。』私はこのように解釈しまし

た。それと『日本の基本は農業である』と。教授は言う 

惻隠
そくいん

の 心・ ・ ・ 相手を 思い 、 い た わ り の こ こ ろ  
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◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会 雑誌・広報  池内 富男 サブリーダー 
「ロータリーの友 11 月号」より 
 11 月号で私自身理解を深めた記事は、14 ページからの「ロータリー財団の未来の夢計

画」でした。勿論、財団を担当なさっておられる秋葉委員長や委員の方々は熟知されてい

る訳ですが、私にとっては未知の世界であった為、興味深く読ませて頂きました。 
 2009 年 6 月に世界の５３１地区からパイロット地区として１００地区を選び、２０１０

年７月から２０１３年６月まで迄、「未来の夢計画」の試験運用に入り、日本からの６地

区が参加しています。この計画は６つの重点分野を設定して、又、財団の使命が見直され

「世界の貧しい人たちの健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを

通じて世界平和や親善を達成できるようにすること」としています。なんと崇高な理念な

のだろうと、無知な自分を恥じた次第です。 
 更に重点分野として 
平和と紛争予防、疾病予防・治療、水と衛生設備、母子の健康、教育・識字率向上 
経済と地域社会の発展 
 などを目指しているとのことで、このことにも私自身感じ入った次第です。 
 関連する課題として、６ページから１３ページに「水」の大切さにも感じ入るところが

多く、２年前、佐瀬幹事が「水の大切さ」を盛んにお話しになっていたことが思い出され

ます。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 秋葉 博行 委員長 

米山記念奨学寄付 小宮山 四郎 会員 
Ｒ財団寄付（PHF） 佐藤 英雄 会員 

 
・奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕  工藤 照淳 リーダー 
11 月 18 日、織田パストガバナーより職業奉仕の卓話予定であります。次週もスムーズな

例会進行のために、委員会報告などご協力をお願いいたします。 
 
◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、国際ロータリー 年次大会（バンコク大会）のご案内 詳細回覧 
２、週報の回覧 
  多古ロータリークラブ、成田コスモポリタンロータリークラブ 
３、会員の病気見舞い 
  小川賢会員、柴田實会員 
  １１/９会長、幹事でクラブ代表として成田日赤病院へお見舞いに行ってきました 
４、成田商工会議所 セミナーのご案内 
   「LCC の革新性と可能性」 
   日 時  ２３年１１月２９日 （火） 午後３時～ 
   場 所  成田市役所 ６F 大会議室 
   講 師  基調講演 戸崎 肇氏 
         全日空の取り組みについて  江塚春夫氏 
５、本日例会終了後理事、役員会を開催いたします 
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◇ 米山記念奨学金授与 米山記念奨学生 ボボチョーさん 
 一つだけご報告させていただきたいことがあります。私は卒業

研究として私がお世話になっている成田ゆめ牧場さんのプロモー

ションビデオの作成をしております。撮影・編集とも頑張ってお

りますので応援宜しくお願いいたします。 
 
◇ 卓話 

『東日本大震災に伴う災害警備について』 

千葉県成田警察署 警備課長 千葉県警部 降幡 治幸 様 

「 緊急地震速報！大き な ゆれに 注意し て く だ さ い 。 落ち 着

い て 避難し て く だ さ い 大津波に 注意し て く だ さ い ！」 皆様も

幾等々となくこの放送を聞かれ大変不安になられたのではな

いでしょうか。私自身も今まで荒れ現場、航空機の墜落事故、

更には電車の脱線事故などを経験しておりますが、今でも緊

急地震速報や地震の揺れを感じますと３月１１日東日本大震

災を思い出します。本日は東日本大震災を中心にお話を進め

たいと思います。皆様もご存知のこととは思いますが、東日

本大震災の概要についてお話します。 
 ３月１１日金曜日午後２時４６分、三陸沖を震源地とするマグニチュード９．０の巨大

地震が発生しました。観測至上最大のものです。地面を突き上げるような縦揺れに続き、

大きな振幅の横揺れ、最大震度７．岩手県や福島県などでは震度６強を観測しました。更

に地震を伴う大津波は宮城県南三陸町で高さ１５．８メートル、岩手県宮古市ではなんと

４０．５メートルの観測至上最大の津波を観測し、瞬く間に町を飲み込んでいきました。

この津波や地震で多くの尊い命が奪われ、東京電力第１原子力発電所の爆発事故を伴う放

射性物質の漏洩が起き、多くの方々が避難所生活を余儀なくされ、二次被害も甚大なもの

となりました。一方千葉県では成田市、印西市で震度６弱、その他の市長村でも震度５強、

震度５弱の地震が発生し、津波は太平洋沿岸から内房、更には東京湾に及び特に飯岡地区

では高さ７．６メートルの津波が襲来し湾岸部に大きな傷跡を残しました。 
特にコスモ石油千葉製油所のガスタンク爆発事故、ＪＦＥ東日本製鉄所の火災などが発

生しました。更には、浦安市、習志野市、香取市などでは液状化現象による水や土砂の吹

き上げ、地盤沈下、家屋の沈みこみ、傾斜、護岸の崩壊など大きな都市型災害となりまし

た。その他にも電気、ガス、水道などのライフラインの供給停止、鉄道の運行停止、緊急

交通路確保の為の高速道路の通行止めなど、都市機能が大きく麻痺し多くの帰宅困難者や

駅滞留者などが発生しております。 
●被害状況（全国） 
１０月末現在～警察庁調べ～ 
 死者 １５，８２９名  負傷者 ５，９４３名  行方不明者 ３，６８６名 
 建物の全半壊 ３０６，７４２戸 一部破損 ５８９，７５４戸 
 道路損壊 ３，５５９箇所  山崖崩れ １９７箇所 
●千葉県の発災状況 
～１０月３１日現在～ 
 死者 ２０名  負傷者 ２５０名  行方不明者 ２名 
 建物の全半壊 ９，８４３戸 一部破損 ３２，２９２戸 
 道路損壊 ２，３４３箇所  山崖崩れ ５５箇所 
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多くの方々の大切な命が奪われましたが、全国の警察官でも殉職と行方不明者を合わせま

すと３０人となります。幸いにも千葉県警察の殉職者はおりませんが県下３９署中、２９

署で建物の損害が発生しております。 
 
次に私自身が経験したことを交えまして初動対応から成田警察がどのような措置をとっ

たかということについて説明したいと思います。私自身、地震発生の前日３月１０日、成

田市滑川地先に置いて貨物電車３両が脱線、転覆するという事故の対策に従事しておりま

した。脱線転覆事故では幸いなことに、人的な被害はありませんでしたが、仮に危険物が

掲載されていた場合には大惨事になる危険性をはらんでいました。この対策には機動隊の

応援を得て深夜まで警察的な措置を講じてきました。その後、３月１１になり列車事故も

一応のめどがついたことや、明日、明後日久々の休日ということもあり心なしか落ち着い

てテレビを眺めていました。そして、午後２時４６分、突然の緊急地震速報、激しい横揺

れ、断続的な停電、何が起こったのか、職員の中には、過去大震災を経験した者がおり、

「まだまだ小さい！大丈夫だ。落ち着け！」と大声を張り上げ、落ち着くことを促すもの

もおりました。突然の地震で私自身、４階の窓から成田市内を見渡しましたが、火の手や

煙が立ち上っている状況はありませんでした。しかし、繰り返し揺れ、けたたましい緊急

地震速報、大波警報で日本はどうなってしまうのか？と強い焦りに駆られました。“声を

だし、何かを指示しなければならない、そうでないと署員が動かない！”ととっさに思っ

たのが課員や各交番、署員に対し、管内の被災状況の情報収集に当たらせることでした。

成田市や富里市にも職員を飛ばし、情報の一元化も諮りました。警察力が必要な場所、特

に人命に関わる場所を早急に把握して早く部隊を投入する必要があるからです。幸いにも

地震の発生が平日の中間帯であったことから、署内には多くの署員が出勤しており、自主

的に参集する基準もあらかじめ設けられたことからスムーズに体制を整えることができま

した。その結果、甚兵衛大橋に大きな亀裂が入り通行ができない、成田市中台地区で路面

が波打ち家屋が倒壊している、店舗の壁が崩れ落ちたり、屋根瓦が多く落ちている場所が

ある、停電で踏み切りが下りており、その影響で大渋滞を引き起こしているなどとする多

岐に渡る情報が飛び込んでまいりました。幸いにも人命の救助を必要とする事態の発生は

ありませんでした。しかし、その後大震災は様々な部分まで影響が波及し交通渋滞、駅へ

の滞留、帰宅困難者など決して予断を許さない状態でした。職員の中には、宮城県に実家

があり連絡がつかないもの、旭市内の沿岸部に自宅があり、家屋が倒壊しているものなど

わかり、決してそのようなものでも弱音を吐くものはいませんでした。その後も管内の駅

の混雑対策、停電に伴う交通整理誘導、自主避難場所に対する警戒活動、引き続きの情報

収集等が必要になり署員は三日間不眠で勤務いたしました。私自身も地震発生から四日目

の夜、風呂に入るため官舎に戻りましたがコンビニからは食べ物が消え、ガソリンスタン

ドは長蛇の列、部屋の中の食器は落ち、風呂のガスがつかない、皆様が経験されたとおり

です。私も過去に母親から「世の中で一番怖いのは地震、雷、火事、親父」と聞かされて

いましたが、身を持って地震の怖さを体験しました。その後も電力需要の逼迫による計画

停電、主要交差点の交通整理、自主避難場所の把

握と警戒活動、また４月には行幸啓に伴う沿道警

戒など多くの対策を講じてまいりました。続きま

して、現在も続いております被災地への特別派遣

についてご説明します。 
地震発生から、千葉県から機動隊、検死官をはじ

め刑事部、地域部、交通部、生安部など全部門の

職員が宮城県、福島県、岩手県に派遣され、１０

月末現在で千葉県から述べ３，４９４人。当署か
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らも５回、１１人あまりの警察官が活動しております。派遣されたものは肉体的にも、精

神的にも過酷な状態でありますが、派遣を終えたものは「行ってよかった！被災した方々

から逆に励まされた」とか「塩おむすびを食べていたら、被災した人を思い出し涙がこみ

上げてきた」と不平どころか警察官としての誇りや使命感を実感した声が上がっておりま

す。ここで派遣された当県の警察官の手記を読み上げたいと思います。 
消防団の方が毛布にくるまれた大きな担架をゆっくりとした足取りで運んできた。消防隊

員は沈痛な面持ちで、普通ではないことを感じ取ることができた。毛布を広げてみると思

わず絶句しました。幼い女の子を抱いたまま絶命している母親。あまりにもむごい光景に

言葉を発することができなかった。母親と女の子は泥まみれで、女の子の口元が不思議と

微笑んでるように見えた。上司の検死官はママと一緒でよかったな、今、綺麗にして上げ

るからな」と言いながら体を綺麗にふき取り検死を行い、そして検死を終えたら再び母親

の腕に女の子を抱かせた状態に戻し、私はあのときの親子の姿や上司が遺体に話しかけた

言葉を一生忘れません。 
次に警備部隊員として派遣された当県の警察官の手記です。 
岩手県の釜石警察署管内で行方不明者の捜索活動に従事した。釜石警察署の２８歳の刑事

の遺体を発見し、現場に駆けつけた釜石署員が涙をこぼしながらありがとうございました。

これで両親に引き渡すことができます・・・と深々と頭を下げてくださいました。今でも

その言葉を忘れることはできません。なくなられた警察官の勇姿は我々の誇りです。こう

いう貴重な、また峻烈な経験を得た警察官は県民にとっても間違いなく頼りになる警察官

です。 
次に震災の関係で日頃から準備をお願いしたい二点を紹介します。 
①非常食と水は３日分！ 
 災害支援物資が届くようになるまで３日間それまで凌がなければなりません 
②寝室にはスリッパか運動靴の備えを！ 
 最近の建築はガラスが多用され、震災の際はガラスが散乱。素足での避難は不可能 
 
最後に成田警察署からのお願いです。 
今、指名手配の検挙月間になっております。オウム真理教の３人を特別指名手配というこ

とで努力しておりますので、何か気になる事がありましたら成田警察署、もしくは１１０

番にお願いいたします。 
次に、成田警察署管内では、事故が非常に多くなっております。昨日まで緊急対策を講じ

ておりました。１０月末現在で成田警察署管内では８人の尊い命が失われております。特

にこの１０月には３名の方がなくなられております。特にスピードは控えめにしていただ

いて、交差点、横断歩道、高齢者、自転車の近くを通過する際には再徐行でお願いいたし

ます。 
それと、振り込め詐欺にご注意をしてください。現在新聞等々で出ておりますが、現在は

銀行で振り込む形ではなく、直接渡す形態が非常に多くなっております。最近の手口と致

しまして、警察官を電話で語りまして、「銀行口座から不正にお金が引き落とされている

のがわかりました。これからそのキャッシュカードを引き取りにいきます」という内容の

電話があります。その後、銀行員や警察官を装ったものがご自宅に現れまして、カードを

引き取った際に「新たなものをすぐに発行いたしますので、カードの暗証番号を教えてく

ださい」といってきます。これは今とても増えています。決して警察官や銀行員が暗証番

号を聞くことはありませんので、必ず確認してください。どうかこの２点について、ご家

族はもとより親戚、知人の方や各種会合で広く情報発信していただければと思います。 
本日はお忙しい中、ご清聴頂きまして誠にありがとうございます。引き続き警察署へのご

支援をお願いいたします。 
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第 5 回 理事・ 役員会 

１．今後の行事日程について 
 １１月の予定                                    承認 
    １１月１８日（金）  通常例会 卓話 織田パストガバナー 
    １１月２５日（金）  通常例会 卓話 エアアジア・ジャパン 岩片和行氏 
     ※11 月 29 日 「エクレール・お菓子放浪記」試写会 於：成田ビューホテル 
 １２月の予定                                     
    １２月 ２日（金）  年次総会（次年度の役員人事）理事・役員会 
    １２月 ９日（金）  卓話 ＮＡＡ 森中小三郎 代表取締役社長 
    １２月１６日（金）  忘年夜間例会 成田ビューホテル 
      会費 会員／8,000 円 家族／6,000 円 
    １２月２３日（金）  祭日休会 
    １２月３０日（金）  休会 
  ※1 月 13 日 新年夜間例会（ＡＮＡクラブンプラザホテル） 
   1 月 20 日 クラブ協議会   2 月 22 日（水）ＩＭ（ＡＮＡクラブンプラザホテル）  承認 
２．新入会員について                       
  （株）成田空港美整社 顧問 伊藤 斉 氏  
   顧問／神崎誠 会員、推薦者／藤崎壽路 会員、江夏満信 会員 
  千葉ガス（株）代表取締役社長 角田 憲司 氏 
   顧問／成田温 会員、推薦者／諸岡靖彦 会員、成田温 会員             承認 
３．年次総会 議題についての確認 
４．クラブ協議会 2011 年半期の総括 
  2012 年 1 月 20 日実施予定 
５．忘年夜間例会について 
  場所：成田ビューホテル 会費：会員８，０００円、家族６，０００円 
  オークション、その他開催予定                            承認 
６．会員の病気見舞いについて 
  柴田實会員（成田日赤病院）、小川賢会員（成田日赤病院） 各 10,000 円の見舞金    承認 
７．補正予算の申請                                   承認 
８．親睦、同好会の発足について（ゴルフ、囲碁、魚つり） 

あくまでも親睦委員会の中で承認を得ての活動                     承認 
９．桐生西ロータリークラブ創立 40 周年記念式典へのお祝いメッセージ 
  メールと書面の両方で対応 
１０．内規の改定について                                承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平野 省二、矢島 紀昭 各会員 11 月 5日 地区大会 
平山 金吾 会員 11 月 9日 第 1 回学務・学友委員会 
平野 省二、矢島 紀昭、渡辺 孝、大木 健弥 
飯田 正雄、小宮山 四郎、佐瀬 和年、石川 憲弘 
仲村 盛政、平山 秀樹 各会員 

11 月 10 日 クラブ管理運営委員会 

平野 省二、矢島 紀昭、小宮山 四郎、石川 憲弘 
諸岡 靖彦、飯田 正雄、深堀 伸之、吉野 裕 
秋葉 博行、松田 泰長、遠藤 英一 各会員 

11 月 11 日 第 5 回理事・役員会 

平野 省二、矢島 紀昭、小宮山 四郎、石川 憲弘 
諸岡 靖彦、遠藤 英一、長原 正夫、佐藤 英雄  
佐瀬 和年、大澤 浩一、近藤 博貴 各会員 

11 月 11 日 映画上映委員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５７ ４２ １５ ６８．８５％ 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 

 


