国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー

第 2773 回例会 平成 29 年 11 月 24 日（金）
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成田 温 会長
それでこそロータリー
笠原 智 会員

2017-18 年度ＲＩ会長代理：茅ヶ崎湘南ロータリークラブ
松宮 剛（まつみや たけし） 様
◇ ニコニコボックス
土井 豊彦 会員： 先日２1 日にローターアクトの OB 会を行い
ました。出席人数１０名で、その中に成田市長もいらっしゃいまし
た。ニコニコさせていただきます。

設楽 正行 会員： １１月２４日、本日は成田市の町民全員の忘
年会というのをご存知でしょうか。成田祇園祭の山車は全部で１０
台出ます。そのうち成田山と土屋、囲護台の山車を除きますと７台
になります。その７基の町内がそれぞれに愛宕神社を持っています。
この愛宕神社を、今朝全町内がお参りするわけですが、それはなぜ
かといいますと、愛宕神社というのは火伏せの神様であり、また疫病を防ぐ神様でもあり
ます。町の外れに閉塞を建てまして、ここからこっちは疫病来ないでよ、ということを祈
る神様でありまして、今朝みんながこれから寒さに向かう折柄、火伏せという事で町民が
お参りをし、そして今夜、盛大にそれぞれ忘年会を行うわけでございます。私も花崎町の
神社総代の端くれでございまして、無事済んだということでニコニコさせていただきます。
平山 秀樹 会員： 二点ニコニコさせていただきます。まず、去
る１１月１８日土曜日 RI2790 地区第 9 分区ロータリー情報研修会
が開催されました。成田 RC からもたくさんの方が参加くださいま
した。ありがとうございます。総参加者ベースで１２０名あまりの
方が参加してくださり、活発な討議、研修が行われました。諸岡ガ
バナー補佐の懇切丁寧なご指導のもと、お手伝いをさせていただきましたが、実は１１月
が近づいてもまだ準備の足りないところが多数ありました。そうした中、地区の研修委員
会に出向されている齊藤会員が情報提供からすっかりご協力をいただき、ようやく開催に
こぎつけたのが実情です。また、事務局さんにも大変なお仕事をしていただきました。あ
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りがとうございました。
二つ目です。同じ１８日研修会終了後、同じ当ビューホテルにおいて、中学生硬式野球の
日本一、ジャイアンツカップで優勝された野球チーム、佐倉シニアの祝勝会が行われまし
た。私は頼まれ後援会長をさせていただいておりまして、乾杯の御発声をさせていただく
栄誉をいただきました。文字通りダブルヘッダーでした。ちょうどビューホテルさんの料
飲のご担当が、情報研修会も祝勝会も同じ飯塚さんという方だったものですから、大変驚
かれ「平山さん、何をやってらっしゃるんですか？」と、私のところまで来られるという
一幕もあり、楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。
菊地 貴 会員： １１月１２日に谷会員のボンベルタ百貨店さん
よりご発注をいただいて、２５周年記念イベントの仕事をさせてい
ただきました。その際に、谷会員から地元のタレントさんを呼んで
くれということで、私の後輩に『ゆうたろう』というものまね芸人
がおりますので、彼にお願いをしました。土井先輩もよくご存じな
のですが、彼は私の家から５０メートルくらい、おーいと言うと声
が届くようなところに生まれておりまして、直属の後輩になります。ずっと一緒に育って
きた幼馴染でして、彼が芸能界に入った時に彼と約束をしていまして、もうかれこれ何十
年も前になるのですが、当時、私がイベントの設営の仕事を始めたばかりで、いつか必ず
一緒に仕事をしようねと話をしていたのですが、谷さんのお声掛けでそれを今回実現する
ことができました。克享（本名：かつゆき）と２人で「やっと一緒に仕事ができたな」と
いう話をしみじみとさせていただきましたので、今回、谷さんにそのお礼を言いたいとい
う事でニコニコさせていただきます。
谷 直知 会員： 先ほど菊地会員からボンベルタでのイベントの
お話が出まして、大変嬉しかったので少し補足をさせていただきま
す。ボンベルタは１９９２年にオープンをしましたので２５年経ち
ました。当初、私はボンベルタにはいなかったので、当時の事は当
然知らなかったのですが、ある時、お馴染のお客様から「ボンベル
タができた時は、オープン記念に“きんさん ぎんさん”が来て、
すごく楽しかったんだよ」というお話しをされました。それで、今年２５周年記念をやっ
ておりますので、記念に大きなゲストを呼びたいと思っていた時に、菊地会員といろいろ
な話をさせていただいて、ゆうたろうさんが一番いいだろうというふうに思いました。当
日、ご挨拶の中でもお話させていただきましたが、
“きんさん ぎんさん”はもう天国から
ボンベルタを見守っていていただける、その存在に勝てるのは天国から石原裕次郎を召喚
するしかないんだ、という紹介でゆうたろうさんにステージに上がっていただいたんです
けれども、本当にそっくりです。石原裕次郎そのものです。
インターネットで調べたら、お兄さんの石原慎太郎さんがゆうたろうさんに会った時に、
「気持ち悪いくらい似ている」「幽霊なんじゃないか、足ついているか」と言ったほどで、
ばっちり三つ揃えのスーツを着ていただいてショーをしていただいたのですが、お客様が
本館別館の間のステージに詰めかけまして、思わず拝んでいるかたもいらっしゃいました。
非常に盛り上がりまして、５日間のセールスも予算にはちょうど１００万円ほど足りなか
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ったのですが、昨年対比では１００％を大いに上回る事が出来まして、大成功だったのか
なと思っております。
齊藤 三智夫 会員： 今しがた副幹事の平山会員からベタ褒めさ
れた齊藤でございます。いくつになっても人から褒められるという
のは嬉しい限りでございます。ということで、ニコニコさせていた
だきます。ありがとうございます。
田渕 公敏 会員： Ｊリーグが「明治安田生命Ｊリーグ」になり
まして今年で３シーズン目になります。地域の発展を願って、それ
ぞれの支社が応援するクラブを決めて今応援しております。成田支
社では２つのチーム、鹿島アントラーズとジェフユナイテッド千葉
を応援しているのですが、ご存知の方はご存知かと思いますが、鹿
島アントラーズはあと１つ勝てばＪ１の優勝、そしてジェフユナイ
テッド千葉もオリジナル１０でありながら、Ｊ２にずっと甘んじてたわけですが、最後リ
ーグ終盤７連勝で入れ替え戦のプレーオフに回っております。いずれのチームも今週の日
曜日（２６日）に試合がありますので、地域の発展を願って、期待も込めてニコニコした
いと思います。ありがとうございました。
◇2017-18 年度ＲＩ会長代理よりご挨拶
茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 松宮 剛 様
こんにちは。私がなぜ成田ロータリークラブに来ているかご承
知でない方もいらっしゃるかもしれません。１０月２７日の例
会で成田会長がお話しになっているようですので、多少はご存
知かもしれませんけれども、２月に実施されます地区大会の RI
会長代理で伺うことになっているのですが、この RI 会長代理
のやらなければいけないと書かれていることの中に、その地区
内のクラブの例会をいくつか訪問しなさい、というのがあります。それからもう１つ、そ
の地区で顕著なプロジェクトがあればそのプロジェクトにも参加するようにということな
んです。ですから、RI 会長代理というのは当日の２日間、何となく偉そうに出てくる感覚
とは違って、そういったことをして、それも RI 会長に対して報告しなければいけないとい
う義務がありますので、そのことを私は何年か前から気が付いて、会長代理として伺いま
す時に、そんなことも事前にやっているわけです。
ただ、今回館山ＲＣと勝浦ＲＣ、館山ＲＣでは例会訪問、勝浦ＲＣでは奉仕プロジェクト
だったのですが、ただ来賓として会場に座っているだけでしたので、こんなことで奉仕プ
ロジェクトに参加したと言えるのかな？と心配はしています。
とりあえずは、寺嶋ガバナーに代表的なクラブではなくて、特徴のある奉仕プロジェクト
をやるところ、それから固まったところ（千葉市内に３つとか）ではなくて、いろいろな
ところに訪問させていただきたいと申し上げましたところ、ご紹介いただいたのが成田Ｒ
Ｃと、２７日に伺います千葉ＲＣになります。
もう少し寺嶋ガバナーにお話ししておくとするなら、地区内に２０名以下のクラブも結構
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多いと思いますので、いろんな悩みを抱えているクラブなど、悩みに答えて何かできると
いうわけではないですけれども、そういった実情も会長に報告したほうが良いという点で
は、悩みを抱えているクラブに訪問することも本当は必要なのかもしれません。
こちらの成田ＲＣは、圧倒的にお元気で、たぶん成田コスモポリタンＲＣも第 2790 地区で
はお元気なクラブだと思うんですね。会員数も増えているご様子ですし、面白い先生もテ
ーブルのお隣にお座りでしたし、鹿爪らしい顔をされている地区の理念研修委員会を務め
ていらっしゃる方もいらっしゃいますし、それからニコニコの内容をお伺いしております
と、もしかしたらロータリーの話をしないことが元気の源かなぁ？と勝手に思っておりま
したが、この例会の後も若干名の方々とお話をしたりして、クラブの事をもう少し詳細に
見させてもらいたいと思っております。今日はどうぞよろしくお願いします。
◇ 会長挨拶
成田 温 会長
今年度地区大会において RI 会長代理としてご臨席をいただ
きます RI 理事でもあります第２７８０地区パストガバナー
松宮剛様、ようこそお出でくださいました。例会終了後の懇
談会をよろしくお願い致します。
さて、先週の１８日（土）に当クラブの諸岡靖彦ガバナー
補佐主催の第９分区ロータリー情報研修会が行なわれまし
た。今回は地区研修・研修統括委員会の運営の合同例会でございました。６クラブで参加
人員１００名を超える盛大な研修会で、当クラブからも多数の会員が参加いたしました。
また、ホストクラブとして多数の会員が活躍いたしましたので、都合により参加出来なか
った会員歴の浅い会員の為、簡単にご紹介いたします。
当クラブ平山ガバナー補佐幹事の司会で、国家斉唱、ロータリーソングの後、主催者挨
拶で諸岡ガバナー補佐より、この機会に「ロータリアンの誇り」について考えてみましょ
うとのご挨拶で始まりました。次に当クラブの深堀地区理念研修委員より趣旨説明があり
まして、基調発表へと移ります。
本当に私見ですが、基調発表で学んだ事は、
１．ロータリーを誇りに思うには、ロータリーの本質を学ぶ事。
１．本質とは、人を思いやり、人のために尽くし、寛容の精神を学ぶ事。
１．学ばなくては、ロータリーの素晴らしさを認識理解出来ない。
１．学ぶには、「ロータリーの友」６ページを読み解き、また手続要覧 P3 に記載されて
いる「社会奉仕に関する１９９３年の声明」一般に言う決議２３－３４を読み精通す
る事。
私なりに汲み取ったのは簡単に言えば、以上です。
その後は、テーブルディスカッションです。テーブルリーダーには当クラブでは、石川研
修委員長、齊藤 RLI 委員の２名が活躍されました。
休憩をはさんで全体会議では、当クラブの松田地区理念研究委員長が進行を務めました。
１２テーブルの発表に松田会員が的確な寸評をして終了です。
やはり皆様ロータリアンだけあって様々な意見が飛び交ったようです。
印象に残っているのは、「表立って誇りにしようと言わなくても、日本には隠匿善事が
ある。」「ロータリーバッジをいつも付けていますか？」の二つでした。
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最後に関口徳雄地区研修リーダー、研修・研究統括委員長より講評があり、その後閉会と
なった次第であります。
私自身、頭で理解したつもりでいても行動が伴っていない等、勉強になった半日でした。
以上、簡単ですがロータリー研修会の報告でした。
◇ 委員会報告
・会員増強・退会防止委員会

諸岡

正徳

委員長

第２回委員会を来週１１月３０日（木曜日）１８時から菊屋さ
んにて開催させていただきます。議題としましては、会員増強、
退会防止等でございますが、当然会員増強としましては新入会
員の候補の方がいらっしゃいましたら、委員の方が持ち寄って
いただく予定をしておりますけれども、皆様のほうからもご案
内いただけますと幸いでございます。というわけで、委員の皆様、ご出席のほどよろしく
お願い致します。
・成田環境ネットワーク

小宮山

四郎

会員

成田環境ネットワークからのお願いでございます。１２月１９
日（火曜日）に空港周辺美化活動がございます。今年は、第１
回の美化活動でありますクリーンハイキングが雨と台風の為中
止になっておりまして、今年最後の美化活動になります。ぜひ
多くの皆様に参加をしていただきたいと思います。９時に成田
国際文化会館に集合、それから班に分かれて出発しますけれども、当クラブがどの班にあ
たるのかはまだ決まっておりません。当日までには皆さんに報告できるかと思いますので、
よろしくお願いいたします。締め切りが１１月２０日になっておりましたが、例会の変更、
休会等で案内が遅れてしまい申し訳ございません。すでに締め切りを過ぎておりますけれ
ども、環境ネットワークの事務局へ問い合わせをしましたところ、今月いっぱいに報告を
してくださいという事でございます。急なお願いになりますので、皆さんへ回覧でまわし
ても間に合わないと思いますので、事務局から皆さんのところへメールとＦＡＸにてお願
いをすることに致します。ぜひ多くの皆さんの参加をお願いしたいと思います。
・米山記念奨学
浅野 正博 リーダー
本日、遠藤会員より１０万円の米山の寄付をいただきましたので、ご報告をさせていただ
きます。
・クラブ研修委員会
石川 憲弘 委員長
11 月 18 日、諸岡ガバナー補佐主催の第 9 分区情報研修会が当ビューホテルで行われ、120
名ほどの方が出席しました。この情報研修会は入会 5 年未満の方が対象ですが、5 年未満
の方の出席率は 30%ほどと、少しさみしい気がいたしました。私の担当でありますＥテー
ブルでは、当クラブの遠藤会員、小宮山会員の先輩を差し置いて私がＤＬを務めるのはお
こがましい気もしたのですが、「ロータリアンであることを誇りにしよう」のテーマで約
50 分間話し合いが行われました。次年度はロータリーを知る上で、当クラブ 5 年未満の方
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には積極的に参加していただけたら良いのではないかと思いました。
◇ 幹事報告
長原 正夫 幹事
【回覧】
・例会変更
富里、八街ロータリークラブ
・週報
印西、富里、八街、成田空港南ロータリークラブ
・千葉北ロータリークラブ創立 20 周年記念式典のご案内
・ハイライトよねやま 212 号
・八街ロータリークラブ ホームページ公開のご案内
・かものはしプロジェクト 卓話のお願い
・ＲＬＩ パートⅠ 開催ご案内
・石橋菊太郎会員 奥様の通夜および告別式のご案内
・出欠表 （年次総会、クラブ協議会、海釣り、ゴルフコンペ、忘年例会、
第 2790 地区の地区大会）
【連絡】
・本日例会終了後に開催いたします松宮様との懇談会の会場は、3 階白鳥の間になります。
◇卓話

～～

自己紹介

～～

諸岡 市郎左衛門 会員／（株）諸岡市郎左衛門商店
成田 RC に、昨年 11 月に入会し、丁度一年を経過しました。この節目に卓話の機会を頂
戴し、御礼を申し上げます。

１．自己紹介
昭和 34 年 6 月に成田で生まれ、幼稚園、小学校、中学・
高校まで地元成田で育ちました。成田幼稚園、付属中学・成
田高校と成田山の事業による教育機関で学びました。
それ以降は、東京に出まして、大学・大学院を終え、昭和
60 年（1985 年）、当時の通商産業省に入りました。勤務先
は、霞ヶ関・永田町界隈が中心でしたが、2002 年～5 年まで
の 3 年間は中国・北京、また、さいたま新都心（関東経済産
業局）で 2 年間仕事をしました。平均すると 2 年前後で、仕
事の内容もポストも大きく変わりました。

・国家公務員時代
【北京での海外勤務】
北京で初めての海外勤務を経験しました。3 年間の勤務でした。今から 10 年ちょっと前
で、日中関係も現在に比べでおおらかな時代でした。中国政府関係機関との意見交換・情
報交換なども、申し込めばすぐに応じてくれるなど、難しい局面の多い現在の日中関係下
での駐在員よりも過ごしやすく、「北京の古き良き時代」だったといった印象です。
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赴任中に、中国本土で新型肺炎（SARS）の流行がありました。中国の南方から北上し
て北京でも流行が広がり、当初の北京市政府の不十分な情報発信からいろいろな噂が流れ、
普段は大勢の人で溢れる北京の銀座通り「王府井（ワンフチン）」に人影が全くないとか、
地下鉄、バスなどの公共交通機関に現地の人も乗りたがらないといった状況でした。その
間に、現地スタッフを事務所車で送迎するなどして最低限の事務所機能を維持したことを
思い出します。
中国国内出張では、西の国境で砂漠が広がる新疆ウイグル自治区、インドに接しチベッ
ト仏教の聖地のチベット自治区など中国本土の遠隔地にも足を運ぶなど、刺激的な 3 年間
でした。
語学については、赴任前に中国語学校に 30 時間通っただけで即赴任となり、そのため、
北京で語学学校に通うなど語学レッスンを受けました。駐在員としては、日本からの出張
者・訪中団の案内・アテンドが仕事の一つですが、一応はこなせる程度にはなれました。
オリンピック前でしたので、中国語ができないとレストランでの食事の注文も不自由な状
況で、少し話せると日本からの訪中者から感心されました。折角現地で身に付けた中国語
であり、帰国後 10 数年経ちますが、中国語の勉強の機会を多少でも持つように努めており
ます。
【内閣官房での勤務】
「内閣官房」という役所で仕事をしたことがあります。5 年連続の勤務で、省内外から
珍しがられました。「内閣官房」というと一つの役所の中の部局のようで、自治体など外
の方々からは内閣府の官房ですかとよく間違われました。内閣官房は、外務省、防衛省、
財務省といった役所と同じ一つの役所で、首相官邸を核とする内閣を支えるもので、外務、
防衛、財務といった省庁の一段上に位置付けられるとされております。
内閣官房勤めの 5 年間は、前の自民党政権最後の麻生総理、民主党政権になってからの
鳩山・菅・野田の三代の総理、今の自公政権の安倍総理ですが、総理説明の機会や、また、
かなりの頻度で官房長官・副長官といった官邸幹部説明のため、官邸内の総理、官房長官
等の執務室に足を運びました。
民主党政権時代に、全くの新規の法律案の作成に一から携わり、衆参両院で可決成立し、
公布、実施の具体化（施行）をしたことも思い出の一つです。
昨年 6 月に 30 年余の公務員生活に区切りをつけ、実家の諸岡市郎左衛門商店で家業に
携わっております。前後いたしますが、父の死去により、旧名「秀行」改め「市郎左衛門
」を襲名しました。昨年 11 月に代表取締役に付き、同月に成田 RC に入会を認めて頂きま
した。
趣味としまして、お能の謡（うたい）の稽古を 10 年ほど続けております。成田では昔か
ら門前の旦那衆、医師・歯科医師等の先生方による謡が盛んな土地柄です。毎年 5 月の成
田山新勝寺の薪能・蝋燭能も 40 回を数えております。とりわけ、能楽界の人間国宝の梅若
玄祥師、その父上の 55 世梅若六郎師から梅若とのご縁が深く、毎年、薪能でお能・お仕舞
のご奉納を頂いております。
3 週間ほど前の 11 月 1 日に謡の稽古をつけて頂いている久保田きくい先生の卒寿のお祝
いの会が成田公民館であり、人間国宝の梅若玄祥師も駆けつけて頂きました。この会で、
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「頼政」という謡の主役（シテ）を私が勤め、玄祥師に地頭をやって頂いて、謡一曲をご
披露しました。得難い経験をしました。
是非、能楽、特に謡にご興味がございましたら、遠慮なく仰って下さい。

２．商標について（話題提供）
自己紹介はここら辺りとしまして、ご参考までに、映像資料を用いまして「商標」につ
いて話題提供します。
公務員としての最後が、経済産業省特許庁でした。早口言葉の「東京特許許可局」を耳
にされたことがあると思います。特許庁は、発明、デザイン、これからお話しするブラン
ド・商標について審査し権利として登録する日本で唯一の役所。その特許庁で、商標審査
の責任者でした。
①商標、商標権
まず、「商標」とは、自社の商品などを他社のものと区別するために使用するネーミン
グ、マークです。トレードマーク（Trade-marks）とも言います。これらを財産として守
るのが「商標権」です。
マークと商品の組合せで一つの権利となります。後ほど例示を挙げて説明します。対象
とする商品などの範囲により料金も変わります。
商標権を取ろうとする場合は、特許庁に出願します。特許庁で審査し、登録をして初め
て権利となります。土地等の不動産の登記と全く同じで、だれが保有する権利か明確で、
これらの権利関係も公開されます。
②登録商標「うなりくん」
例示の一つとして「うなりくん」を挙げます。しっ
かり手続きをしたれっきとした登録商標です。「うな
りくん」は、この 11 月 20 日に「ゆるキャラグランプ
リ 2017」ご当地部門優勝に輝きました。
権利者は、成田市で、平成 22（2010）年 5 月に登
録、指定商品の範囲は当初３種で、翌年 2011 年に指
定商品として、着ぐるみ用衣類などを追加しておりま
す。
③ロータリーインターナショナルの商標
次にロータリー関係の例示として、ご存
じの歯車のマーク。戦後の昭和 24 年に出
願、昭和 26 年に登録、権利者はロータリ
ーインターナショナルです。「Rotary（英
語）、ロータリー（カタカナ）」も同時期
に出願、登録されております。国際ロータ
リー（RI）として少なくとも 19 件の登録
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商標がございます。
④ 権利の期間
商標は、登録してから 10 年で更新を迎えますが、10 年の更新の繰り返しで半永久的に
権利とすることが可能です。他方、発明、デザインは基本的に 20 年、また、著作権は著作
者の生存年間と死後 50 年間です。発明、デザイン、著作権は何れも一回限りで、権利期間
が経過すると権利が消滅します。商標権と大きく相違します。
先ほどお見せしたロータリーの歯車等の商標も 1951 年の登録であり、66 年間連続して
権利化しており、6 回の更新をしている計算となります。
⑤ 広がる商標の範囲
商標についての最近のトピックスとしては、商標の範囲が拡大しております。
従来、商標は、文字、図形（平面のものに限らず立体のものを含みます。）でしたが、
この数年間の動きとして、色、音などについても、従来は認められなかったものが商標と
して登録、権利化できるようになりました。色彩のみによる商標は今年（2017 年）、音商
標は一昨年（2015 年）に初めて登録されました。
⑥ 国・地域ごとの権利化
商標権を取得するには手続きが必要ですが、国・地域ごとに行う必要があります。これ
は属地主義と言われております。
日本で商標権を得るには「商標法」により特許庁に出願、登録します。日本の商標制度
は、明治 17（1884）年、133 年前に制定された「商標条例」がはじまりで、高橋是清が中
心となって制定したものです。高橋是清は初代特許庁長官で、後に大蔵大臣、総理大臣と
なりました。
また、海外で権利を取る場合には、中国、韓国、ベトナムといった個別の国ごとに商標
権を取るというやり方と、数か国分の申請手続をまとめる国際出願という簡便な方法もあ
ります。
ご留意頂きたいこととして、自社の商標が漢字、仮名を使っているから、外国での商標
登録は不要だろうと思っていると、思わぬ先駆け申請・登録がされていたという事例もあ
ります。従来から海外の展示会での出品時には要注意といわれており、また、訪日観光客
も増加していることも念頭に置くことが必要かと思います。
商標の分野においても国際連携が重要で、世界の商標出願の 60%以上を占める日米欧中
国韓国は、商標庁の代表者による会議（TM5）を毎年開催しております。その会議に在任
中に 2 回出席しました。2015 年 12 月は米国開催、その前年が日本開催で私が議長を務め
ました。
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⑦

参考

特許庁から電子版広報誌『とっきょ』が出さてお
り、池井戸潤の小説「下町ロケット」の主人公の社
長を支える良い方の弁護士のモデルとなった方（鮫
島正洋弁護士）と対談する機会がありました。TV ド
ラマ化されご覧になった方もおられるかと思います。
池井戸潤の作品では目下「陸王」が TV 放送中です。
商標を含め知的財産権にご関心がございましたら、
特許庁のウエブサイトにお立寄り頂き、ご高覧下さ
い。
今回の卓話におきましては、お能の構成をまねて
前半（自己紹介）、後半（話題提供）の二部仕立て
とし、特に、後半は前半と趣向を変えて、映像資料
を用いての説明としました。
そろそろお幕の頃合いと思います。ご清聴ありが
特許庁広報誌『とっきょ』2015 年 12－1 月号

とうございました。
◇

点

◇

松宮 剛

出 席

鐘

温

会長

2017-18 年度ＲＩ会長代理との懇親会

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７４

７１

５６

１５

７５．６８％

６３．５１％

ＭＡＫＥ ＵＰ
佐瀬
齊藤
渡辺
松田
藤﨑
矢島
渡辺
平山

成田

ＣＡＲＤ
氏

名
和年会員
三智夫会員
孝会員
泰長、設楽 正行、諸岡 市郎左衛門、遠藤 英一
礼子、橘 昌孝、成島 陽子、堀口 路加
紀昭、佐瀬 和年、小寺 真澄、近藤 博貴
孝、長原 正夫、石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠
秀樹、長原 正夫 各会員

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

10

月 日
11 月 8 日
11 月 12 日
11 月 15 日

ク ラ ブ 名
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
第 2790 地区 RLI 推進委員会会議
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

11 月 24 日

ＲＩ会長代理松宮様との懇親会

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

