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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2823 回例会 平成 30年 12 月 7 日（金） 

◇ 出席奨励   村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長 

11月の出席率は 68.72％でした。例会に出席できない方は、メイキャップをお願いします。 

◇ Ｓ.Ａ.Ａ.（正）  香取 竜也 会員 

今日は、クラブ協議会・年次総会となっております。発表者の方はデータの提出をお願い

します。21日は ANAクラウンプラザホテルさんで忘年例会です。皆さん奮ってご参加下さ

い。28日は休会です。メイキャップもありません。 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 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  石橋 菊太郎 会員 

◇ 誕生祝い 

小坂明宮己 S37.12.15 

【11月】 

笠原智 S56.11.1 

【10月】 

谷直知 S45.10.16 

【欠席】  

矢野理恵 S46.12.24 

◇ 結婚祝い 

平野省二 S44.12.17、谷直知 H7.12.3、香取竜也 H7.12.6、ローソンかおり H15.12.31 

菊地貴 H28.12.24 

【11月】               【欠席】 

堀口路加 S58.11.19           小池正昭 H15.12.3 

 

◇ お客様 

千葉ロータリークラブ 

清田 浩義 様 

佐倉中央ロータリークラブ 

 萩原 勇作 様 

櫛引 則彦 様 

多古ロータリークラブ   

飯田 武之 様 

千葉銀行 成田支店長 長岡明大 様 
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◇ ニコニコボックス 

石川 憲弘 会員：先日、成田観光協会の紅葉祭の手伝いで成田山

書道美術館や三の池にあります浮見堂に行ってきました。その際、

前成田会長年度の社会奉仕事業で行いました『成田山 1080年祭記念

植樹』の場所へ行ってまいりました。植樹しましたシャクナゲの木

74本が蕾を持ち、青々と元気に育っているようでした。来年成田山

公園を訪れる参拝客の目をきっと楽しませてくれるでしょう。 

 

桜井 誠 会員：先週の移動例会では、弊社の“がすてな～に”に

お越しいただきありがとうございました。また至らないところもあ

ったかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。ガスとかエ

ネルギーのことを知るきっかけになればいいかなと思っております。

ご来館御礼と言うことでニコニコさせていただきます。また皆さん

のレターボックスに卓上カレンダーを入れさせていただきました。

お荷物になりますがお待ち帰りいただければと思います。 

 

仲村 盛政 会員：先月五十何回目かの結婚記念日でした。クラブ

から記念品をいただきました、ありがとうございます。日ごろは出

席責任が果たせず、猛烈に反省しております。どうか大目に見てい

ただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

大橋 創一 会員：12月 3日付で成田支店長から本部の経営管理部

の部長を拝命いたしました。1年 5ヶ月前 NAAの松本さん、東京ガ

スの桜井さんと同時に入会、ロータリークラブが初めてと言うこと

で皆さんとの懇親も深めさせていただきつつ、ロータリーの精神に

ついてもまだまだ足りないですが、学ばせていただきました。ロー

タリーを通じて広く皆様ともお付き合いいただきましたし、緒先輩

方からもいろんなご指導をいただき、今後の経験にいかせていけたらいいなと思っていま

す。残念ながら本部ではロータリー関係は役員クラスが対応しておりますので、しばらく

はロータリーに関わることもないのかと思いますが、今日は私の後任となる長岡と一緒に

出席させていただきました。皆様にお世話になりましたことを感謝

しニコニコさせていただきます。ありがとうございました。 

 

佐久間 高直 会員：ゴルフで優勝させていただきありがとうござ

いました。 

 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。12月に入り、雪のたよりも聞こえてくる季節となりました。また、朝

晩などは寒くなってきましたが、忘年会シーズンにもなります。体調管理には十分ご配慮

ください。 
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千葉 RC 清田浩義様（地区 RLI 推進副委員長）、佐倉中央

RC 萩原勇作様、櫛引則彦様、多古 RC 飯田武之様、千葉銀行

成田支店長 長岡明大様、ようこそいらっしゃいました。ご

ゆっくりお過ごし下さい。 

 

先週は移動例会で、豊洲・築地方面に行ってまいりました。

はじめは、豊洲にある東京ガス、ガスの科学館「がすてな～

に」で暮らしを支えるエネルギー、「ガス」について理解を深めました。LNG（液化天然ガ

ス）は、60分の 1の大きさの液体にして運搬しているなど、クイズに出そうなことが東京

ガスガイドさんのお話や実験でございました。また、豊洲市場に対してエネルギーネット

ワークで電力供給を行っているそうです。その後、昼食は築地のすいざんまいでとり、ま

た豊洲市場に向かい見学をしましたが、見学者はとても多くいましたが、午後ということ

もあり、物販店舗では 3 割程度が営業しているだけで、玉子焼きや海苔、包丁などが売ら

れており、まぐろの冊を購入しようと思っていた人々には残念でした。また、バスの駐車

場や乗降場がないのも残念でした。 

 

帰路に際し、東京オリンピック関連工事がいろいろな場所で進捗中で、市場を出発する

とすぐに左には 10 月完成予定のバレーボール会場「有明アリーナ」が、右には 12 月完成

予定の体操会場「有明体操競技場」が建設中で、建設費はアリーナが 253 億円、体操競技

場が 357億円の予定だそうです。奉仕 PJ委員会甲田委員長、長原リーダー、桜井サブリー

ダーには大変お世話になりました。また、参加された皆様、ご苦労様でした。この体験を

今後の話のタネにして下さい。 

 

本日は年次総会です。次年度小泉会長の役員および理事の決定がございます。また、小

泉会長対象の Petsは、ビューホテルにおいて、2月 16日（土）13時 30分から 17時まで、

3月 24日（日）9時から 17時までと 2日間行われる予定になっております。皆様のご協力

をお願いしまして挨拶とします。 

 

◇ 表 彰 

米山功労者 

第 6回マルチプル 角田 幸弘 会員 

第 5回マルチプル 小寺 真澄 会員 

第 11回ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅー 設楽 正行 会員 

 

◇ 委嘱状 

2018−19 年度国際ロータリー第 2790地区 

広域財団法人ロータリー米山記念奨学生選考の面接官 

諸岡 靖彦 会員 
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◇ 委員会報告 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団   諸岡 市郎左衛門 ロータリー財団・米山記念奨学委員長 

１．ロータリー財団への寄付 

近藤博貴会員から、500米ドル（56,000円）の年次寄付を頂き、

それに 500認証ポイントを上乗せして寄付申請をしました。認証

ポイントの活用による寄付については、11月 16日例会でご案内

したもので、早速にお申出を頂きました。今回の認証ポイントに

ついては、豊田磐・元会員（会友）のポイントで、豊田様にはご

多忙のところ、ポイント移譲へのご快諾を頂き、早速に必要書類

に署名し、お届け下さいました。 

堀口路加会員から、1,000米ドル（112,000円）の年次寄付を頂きました。 

ご寄付ありがとうございました。 

２．米山記念奨学金への寄付 

堀口路加会員から、100,000円を寄付頂きました。ご寄付ありがとうございました。 

３．ロータリー財団地区補助金 

 地区補助金については、今年度（2018-19年度）、成田クラブで申請し、補助事業を実

施しているところですが、地区ロータリー財団委員会において、この地区補助金の上限額

引き上げを検討中です。上限額は現行 30万円相当ですが、2019-20年度、20-21年度の人

道的国際奉仕に対しては、上限額を 60万円相当に引き上げる方向です。年明け以降に、地

区財団委員会から正式なお知らせがある予定ですが、地区補助金活用の事前検討等の参考

情報として、ご承知置き下さい。 

 

・成田環境ネットワーク 出向者 小宮山 四郎 会員 

12月 10日（月）平成 30年度第二回空

港周辺道路美化活動が実施されます。9

時 15 分から出発式となりますので、9

時に国際文化会館集合です。雨天の場

合は中止。軍手、飲み物は各自用意。

クラブシャンパー、帽子着用でお願い

します。現在、7名参加予定。当日参加大歓迎です！ 

 

・広報・公共イメージ向上委員会 菊地 貴 委員長 

12月 15日例会終了後、委員会を開催します。 

 

◇ 地区大会の御礼及びハンブルク国際大会のお知らせ 

・佐倉中央ロータリークラブ  櫛引 則彦 様 

地区大会では大勢の方に参加いただき、評判が良くとても喜んで

おります。ありがとうございました。 
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・佐倉中央ロータリークラブ 萩原 勇作 様 

11月19日よりドイツのハンブルクに下見に行ってまいりまし

た。15 日までが早期割引対象になっております。現在五十数

名のご登録をいただいております。目標まで 70名、もうわず

かです。諸岡年度に勢いをつけるためにも成田ロータリーク

ラブさんからのご参加をよろしくお願い致します。 

今回、ハンブルクは非常に遠いので、橋岡から特別な来賓を

と言うことで、ハンブルク総領事館に表敬訪問して在ハンブ

ルク日本領事の加藤総領事がジャパンナイトにご参加いただけることになりました。加藤

総領事は、若い頃、ロータリー財団の奨学生であったと言うことと、国際大会が開催され

るにあたり現地ハンブルクのロータリークラブにご加入の予定だそうです。ロータリーク

ラブと縁の深い総領事で、パーティーで皆様にお会いできるのを楽しみにしているという

ことを言付かってまいりました。またバリー・ラシン会長が橋岡ガバナーの直談判でジャ

パンナイトに参加していただけると言うお返事をいただきました。 

同地区の騎士で RI 会長がご参加いただく事は初めてのことになります全世界で 537 地区。

数多くの地区の中から当地区のパーティーを選んでいただいたのは非常に光栄ですし身の

引き締まる思いですので、ぜひ皆様にご参加いただき生バリーをご覧になっていただけた

らと思います。 

 

◇ 幹事報告  平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 多古、佐原香取ロータリークラブ 

・週報   印西ロータリークラブ 

・出欠表（忘年家族例会、ボーイスカウト交流会） 
・成田商工会議所より「永年勤続優良従業員表彰式」御礼

状 
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」第 234 号 
・国際ロータリー日本事務局業務推進・資料室より「疾病予防と治療月間 リソースのご

案内」と「Rotary Shop のご案内」 
・ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」Vol.4 No.4 (通刊 52 号) 
・成田コスモポリタンロータリークラブより「創立 25 周年記念式典ご出席の御礼」 
【連絡】 

・１２月のロータリーレート １ドル＝１１２円 
・本日、例会終了後に理事会を開催します。 
 

  

 

平山秀樹幹事が司会となり、出席奨励委員会村嶋隆美リーダーより定足数の確認（出席

会員 48名、委任状 13、合計 61；会員総数 72の 1／3を超える）があり、年次総会が成

立することの報告がありましたので、開会が宣言され、神﨑会長を議長として議案が審

議されました。 

年 次 総 会 
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第 1号議案：次年度副会長決定の件 

       会長エレクトの小泉英夫会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度副会長 高橋晋会員 

第 2号議案：次年度幹事決定の件 

       会長エレクトの小泉英夫会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度幹事 甲田直弘会員 

第 3号議案：次年度会計決定の件 

       会長エレクトの小泉英夫会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       次年度会計 長岡明大会員（大橋創一会員後任） 

第 4号議案：次年度理事決定の件 

       会長エレクトの小泉英夫会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       会員増強・退会防止委員長      小寺 真澄 会員 

       広報・公共イメージ委員長      石橋菊太郎 会員 

       クラブ管理運営委員長        矢野 理恵 会員 

       奉仕プロジェクト委員長       角田 幸弘 会員 

       ロータリー財団・米山記念奨学委員長 齊藤三智夫会員 

第 5号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

       会長エレクトの小泉英夫会員より、次の通り発表され、承認されました。 

       眞々田美智子会員 

第 6号議案：２０２０－２１年度会長候補決定の件 

      指名委員会成田温委員長より、２０２１－２０２２年度会長として長原正夫

会員が指名され、承認されました。 

  

 

＜上半期総括＞ 

・長期計画委員会         石川 憲弘 委員長 

上半期には、長期計画として青少年の健全育成奉仕活動第 12

回剣道大会が開催されました。この青少年奉仕活動剣道大会は

成田クラブとしてこれからも長く続けていきたい奉仕活動の一

つではないでしょうか。そして、12 月 23 日には、いこいの広

場にて日本ボーイスカウト成田第一団等広場利用者への衛生設

備寄贈式が行われる予定です。これも長期計画として 7 年も続

けている奉仕事業です。 

 下半期には大清水にあります社会福祉法人大成会への支援が行われます。2 回目の奉仕

活動ですが、今後この事業が長期活動とされることを願っております。今年度成田クラブ

は神﨑会長のもと、若い男性会員、女性会員が奉仕の楽しさを学び、クラブ全体が活性化

しており大変喜ばしいことです。 

 

・クラブ研修委員会        成田 温 委員長 

１０月５日（金）クラブ研修会を開催いたしました。 

内容としては、松田会員が委員長であった理念研究会より、

ク ラ ブ 協 議 会 
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「ロータリーって何？」の DVD が作成され各クラブへ配布された事、及び１０月１７日に

開催予定の第１０グループ情報研修会へ向けての事前研修を兼ねて、「ロータリーの理念

を再考する」という題で行いました。 

地区研修委員会の小寺会員にプレゼンターをお願いいたしまして、新会員にも分かり易く

説明していただきました。 

下半期は、５月３１日の新会員歓迎会前段で新会員中心に研修会を開く予定ですので、そ

の際は皆様のご参加をお願いいたします。 

 

・指名委員会            成田 温 委員長 

深堀クラブ会長エレクトの不測の事態による退会によって、会長エレクトの席が空白にな

り、そこを埋めるべく、緊急に指名委員会２回、＋パスト会長会１回を開きました。色々

の案が出ましたが、議論相談の結果、最終的には幹事エレクトである小泉会員を候補者と

することでまとまり、本人承諾の上、１０月１９日のクラブ協議会にて発表し承認されま

した。 

 

・内規規定・危機管理委員会     設楽 正行 委員長 

内規規定委員会の上半期は目立った活動はしていませんが、

本年度がＲⅠにおける規定審議会による３年ごとの改定の年

であり、３月か４月頃に日本語訳が発表されます。時代に合

ったスム－ズな活動がなされるために改定されるものであり、

これをいち早く取り込み、成田クラブの細則に反映し、クラ

ブ活動計画書にいち早く掲載すると同時に例会などにて会員

に周知徹底することを目的に今後委員会を開催いたします。 

危機管理委員会の活動は下半期にセクハラ、パワハラ等が起こらないよう事前の講習が

必要でありますので委員会で研修を行いたいと思います。 

 

・会員増強・退会防止委員会     村嶋 隆美 委員長 

会員増強・維持拡大委員会の報告を申し上げます。まず、上

半期の会員数の動きにつきましては、今年度当初の会員数が

72名で、これまで、退会者が 1名、入会者が 1名ありました

ので、11月末現在も 72名の会員数となっております。 

 会員増強については、本年度は、7月 27日の例会に地区の

会員増強・維持拡大委員会の桜井委員長をお招きして、会員増強に関する卓話をお願いい

たしました。その中では、会員増強の 3 つの要素は、新会員の勧誘、現会員の維持、新ク

ラブの結成であるとのことで、新会員の入会促進も大事だが、会員の維持がそれ以上に重

要で、会員を維持するためにはクラブの充実、活性化が不可欠であるとのことでした。 

 下半期については、退会防止、会員維持のために入会 3 年未満の会員を対象とした意見

交換会の開催を予定しており、ベテラン会員にも参加いただいて、率直な意見交換などが

できるように工夫して参りたいと考えております。 

 出席奨励では、出席率の向上対策として、出席義務やメイキャップについて、今後も更

に周知を図っていきたいと考えております。 
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 会員の皆様には、引き続き会員候補者の推薦をお願いしますとともに、当委員会の活動

にご協力をお願いいたします。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会    菊地 貴 委員長 

現在進行形の案件です。ホームページの更新の打ち合わせを行

っています。合わせてプライバシー保護の為、ロックをかける

部分とかけない部分の打ち合わせも行っています。 

大栄のいこいの広場に成田第一団等広場利用者への衛生設備

設営に伴う清掃活動をロータリーの皆様とボーイスカウトの

子供たちで行いましたので、ロータリーの友に投稿させていた

だいております。掲載されましたらご報告させていただきます。 

1月 25日、メディア協議会を行う予定です。来週委員会を開催し、各メディアの方へご挨

拶に行く段取りです。 

 

・クラブ管理運営委員会        小寺 眞澄 委員長 

委員会の上期活動報告をいたします。まず、7月に会長、幹

事及びプログラム・クラブ会報・親睦・ＲＦの各リーダー、サ

ブリーダーにお集りいただき、本年度の会長方針の確認とクラ

ブの円滑な運営について話し合い、例会並びクラブ主催の諸行

事に会員へ積極的な参加の呼びかけを行うことを目標としま

した。 

プログラム委員会は、２か月に１度委員会を開催し、活動計

画の見直しを行い例会等の適正司会者の選任や新会員を中心に卓話者への事前連絡（準備）

を綿密に行っております。 

クラブ会報委員会は、会報の作成等を事務局に頼りきりになっているのが事実で、高い

評価を受けている会報を後半は、維持改善するべく各方面と協議を重ねます。 

親睦委員会は、「祭りを見よう会」、「納涼会」及び香港へ２泊３日の「親睦旅行」と

行い、その都度、会場設営ならびに開催について委員会にて活発な意見交換を行っており

ます。 

ＲＦ（含同好会）は、釣り同好会及びゴルフ同好会が、各１回の開催、旅行同好会が来

年２月に開催予定と趣味、娯楽による交流の充実を果たしております。 

最後に後半は、ロータリーデーや例会参加にソーシャルメディア（SNS）の活用などの検

討課題が多々あり会員の皆様の協力が増々必要となります。 

また、来年２・３月には、地区の３大（地区チーム、会長エレクト、地区研修・協議会）

研修セミナーが諸岡ＧＥ主催にて開催されますので、会員皆様のご協力をお願い申しあげ

ます。 

 

・奉仕プロジェクト委員会         甲田 直弘 委員長 

奉仕プロジェクト委員長を担当させて頂きます甲田直弘です。 

上半期の活動についてご報告いたします。 

神﨑年度が始まる前に各リーダー、サブリーダーに集まっていただきその場で神﨑会長よ
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り、思いを述べてもらい今年度奉仕に関する共通認識を確認

いたしました。 

まず、青少年委員会では田淵リーダーを中心に８月にインタ

ーアクト年次大会への参加から始まり毎年実施しております

中学剣道大会も無事に成功致しました。 

９月にはそのインターアクト年次大会に参加された成田高等

学校の早川先生、及び生徒さんを例会にお招きし、当日の様

子や感想など発表していただきましたが、会員を前にして堂々と立派な発言をしており感

銘をうけた次第でございます。 

１2月にはボーイスカウトへの支援として 仮設トイレの寄贈を行いその後に 

子供たちと一緒に周辺のゴミ拾いを実施いたしました。 

仮設トイレにつきましては今後の維持整備など次年度以降も引き継ぎをして 

いかなければならない事もありますので宜しくお願い申し上げます。 

また、ボーイスカウトの子供たちとは今月２３日にも交流会がございますのでどうかご出

席の程宜しくお願い申し上げます。 

次に職業奉仕委委員会では長原リーダーを中心にクラブ会員の職場見学を基本とし、場所

の選定を委員会で吟味致した結果 桜井会員の東京ガス がすてなーにを見学させていた

だきその後、豊洲市場を見てまいりました。 

がすてなーに ではガスについての説明や実験など見せていただき、短時間ではありまし

たが知識の向上に役立ったのではないでしょうか。 

スケジュールの都合、豊洲市場に着いた時間は午後２時近くだった為半分以上のお店が閉

まっている状況ではありましたが 何かと話題の豊洲市場をこの目で見学できたことは大

変うれしく思います。 

次に社会奉仕委員会ですが矢島リーダーを中心に以前石川年度で実施致しました 障がい

者施設 大成会への再支援を行うべき準備を進めております。 

先日、石川パスト会長にお願いをしまして 大成会 野村理事長と面会をし 

現在不足されている物などを吟味していただき後ほどご連絡をいただける 

手筈となっております。 

贈呈式等は来年３月に移動例会として大成会 不二学園様の食堂をお借りいたしまして行

う予定でございます。 

次に国際奉仕委員会ですが 今年度は継続して参りましたモンゴル支援の総括 

ということで 佐瀬リーダーを中心として活動をおこなっております。 

これにつきましては平山幹事が率先して対応していただいており 

下半期に委員会を開催していただき然るべき総括をしたいとおもっております。 

以上が上半期の活動内容になりますが 予算やスケジュールが許す限り活発に 

委員会を開いて頂き 新たな奉仕活動を提案できればと思っております。 

 

◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
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第 6 回理事会 
 

12 月 1日(土) 社会奉仕活動（広場利用者への衛生設備支援） 

7日(金) クラブ協議会 PART１、年次総会、理事会 

14日(金) クラブ協議会 PART2、 会員卓話 

21日(金) 忘年例会 ANAクラウンプラザホテル成田 

23日(日) ボーイスカウト成田第一団交流会 

28日(金) 休会(年末) 

1月 4日(金) 休会（年始） 

11日(金) 新年会（夜間移動例会） 成田Ｕ―シティホテル 理事会 17:00～ 

18日(金) 特別月間卓話 担当：社会奉仕委員会 

25日(金) メディア交流会（夜間移動例会） 成田Ｕ―シティホテル 

2月 1日(金) 外部卓話：元警視庁長官 

8日(金) 振替休会 

12日(火) 新酒をたのしむ会 長命泉～ひかたや 

15日(金) 外部卓話：習志野中央ＲＡＣ 

20日(水) 第 10グループＩＭ（インターシティ・ミーティング） 

22日(金) 振替休会 

1.12.1.2月の例会及び事業、行事計画の確認                        承認 
2.ボーイスカウト支援 予算と支払いの件    
平山建設 965,520 円 斉藤設備 356,400 円 現在調整中                 承認 
3.忘年例会の件 
 余興としてジャズ、漫談を予定 1 次会を充実させ、2 次会はなし              承認 
4.ホームページ改訂の今後について 

12 月 14 日、広報委員会開催後詳細決定                         承認 
5.事務局パソコン購入の件 
 事務局パソコン故障の為、購入 113,173 円                       承認 
6.新会員推薦の件 
(株)千葉銀行 成田支店支店長 長岡 明大（大橋創一会員後任）              承認 
 
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 

７２ ７０ ４８ ２２ ６８．５７％ ６１．４３％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小川 賢、石橋 菊太郎、長原 正夫、田渕 公敏、近藤 博貴、設楽 正行 

高橋 晋、甲田 直弘、大橋 創一、矢野 理恵、矢島 紀昭、橘 昌孝 

伊藤 英徳、小岩井 学、平山 秀樹、小坂 明宮己、諸岡 靖彦、神﨑 誠  

各会員 

11月 9日 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

小宮山 四郎 会員 11月 28日 
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、笠原 智、眞々田 美智子、設楽 正行 

橘 昌孝、石橋 菊太郎、本宮 昌則、平山 秀樹 各会員 
12月 7日 危機管理委員会 

神﨑 誠、小泉 英夫、高橋 晋、平山 秀樹、土井 英二、香取 竜也、成田 温 

村嶋 隆美、菊地 貴、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 市郎左衛門、齊藤 三智夫 

諸岡 靖彦 各会員 

12月 7日 第 6回理事・役員会 

神﨑 誠、近藤 博貴、成田 温、佐久間 高直、小寺 真澄、香取 竜也 

永井 秀和、小宮山 四郎 各会員  
12月 10日 成田環境ﾈｯﾄﾜｰｸ 

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 

 


