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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2730回例会 平成 28年 12 月 9日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励   香取 竜也 リーダー 

今月は第一週がクラブ研修会、来週も忘年会、・休会となり、一月も休会・新年会となり通

常の例会が少なくなります。出来るだけホテルにハンコを押しにきて頂きメーキャップを

お願いいたします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   矢野 理恵 会員 

今月来月とスケジュール、会場の都合により月初めのくじ引きで席を決めることが出来ま

せん。皆様、ご了承ください。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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      歌唱 

◇ お客様紹介   

◇ 結婚祝い 

香取竜也会員 H7.12.6 

◇ 誕生祝い 

八田光雄会員 S44.12.1 

矢野理恵会員 S46.12.24 

 

◇ ニコニコボックス 

甲田 直弘 会員：１１月２６日(土)にＪＲ千葉駅リニューアルオ

ープンイベントで、成田を代表して佐原囃子を演奏してまいりまし

た。 

 

南日 隆男 会員：水曜日に ANA グループの空港旅客部門スキル

コンテストの全国大会がございまして、私が社長をしておりますエ

アポートサービスの社員が優勝しました。 

空港旅客のチェックインカウンターで働いている子ですが、全国に

委託先を含め 4,000人くらい働いておりますが 9月の予選会に 100

人ほど出まして水曜日に決勝戦がありました。決勝は 18 名ほどで

競い 7 年ぶりにトップを奪回しました。 
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諸岡 靖彦 会員：去る１２月２日、第９分区ロータリー情報研

修会が高橋宏一ガバナー補佐の主催で盛大に、開催されました。

当分区が最後の開催でしたが、１００名を超える研修会となり、

新しい会員を中心にして、ディスカッションが盛り上がりました。     

幸い好評でした。アンケートを集計、分析して、来年度の研修に

役立たせたいと考えています。また、７日付け千葉日報と産経新

聞に、私がパネル・ディスカッションのパネラーとして参加したモラロジー研究所主催 

【「廣池千九郎生誕１５０年記念経済・経営シンポジウム」開催＜市場採録＞】の記事が掲

載されました。 

 

設楽 正行 会員：11 月 25 日、私の出身大学の慶応総会（OB

会）がございまして、前会長が野間口さんで、次の会長を私が仰

せつかりました。光栄であると同時に重責でございます。頑張ろ

うと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

角田 幸弘 会員：佐久間会員からご提供頂いた高さ 3m の大き

なもみの木ですが、日曜日、駅前のマンションの子供達が中心に

なりクリスマスの飾り付けを行いました。成田スカイタウンの入

口にありますので駅前を通った時には記念写真を御撮り下さい。

もう一点、8 年前から取り組んでいる成田下総地区の四年生の蒸

気鉄道 体験を 12 月 1 日に行いましたが、深掘会員にお願いして

成田ケーブルテレビに取材して頂きました。只今放送中ですので是非ご覧になって下さい。 

 

小宮山 四郎 会員：先月結婚記念日でしたが、お休みいたしま

したので本日ニコニコいたします。また市場の取引委員を長い間

やっているという事で、先月、市民表彰を頂きました。その様子

がケーブルテレビで放送されたということであわせてニコニコ

いたします。 
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平山 秀樹 会員：二点ニコニコさせていただきます。

かねてより京成成田駅東口において、地権者様との共

同事業方式で「京成成田駅東口センターゲートビル」

の建設を進めてまいりました。14 階建ての免震マンシ

ョン・オフィスです。おかげさまで、去る 12 月 7 日

最上階のコンクリート打設が完了しました。これをも

ちまして来年 2 月 28 日の竣工が確定しました。この 2

月 28 日は、私の父、故平山金吾会員の誕生日です。

父の誕生日に平山建設新本社となる建物の竣工を迎え

られることに感無量の思いでおります。4 月にはオー

プンレセプションを開かせていただき、5 月には本社

を移転します。成田ロータリークラブの皆様にも見学

いただけばと計画しております。 

もう一つは、カレンダーです。今年も成田在住の航空

写真家、チャーリィ古庄さんの世界の空港の写真でカ

レンダーを作りました。チャーリィさんは、千葉・成

田の「空の駅さくら館」内に、「FLIGHT SHOP 

CHARLIE’S」をオープンされるなど乗りに乗ってお

られます。来週みなさまに届くように送らせていただ

きます。ご覧いただければ幸いです。 

 

遠藤 英一 会員：先ほど設楽さんのお話にありました 11 月 25

日の会合に、私一人だけ来賓としてお呼びいただきました。あり

がとうございます。それと、久しぶりに釣り同好会でカワハギ釣

りに行ってきました、私は 6 枚釣ることが出来ました。肝で和え

た刺身、鍋などに料理し、非常に美味しくいただきました、40 年

以上釣りをやっておりますが見たことないような大きなカワハギ

を釣った人もいました。さぞ美味しかっただろうと思います。 

 

小泉 英夫 会員：見たことも無いような大きなカワハギを釣り

上げたのは私でございます。釣った感触が非常に重かったもので

すから、ダブルできたのかと思いました。私は初めてカワハギを

釣ったものですから、それが大きいかどうかわかりませんが、と

ても楽しかったです。 

 

杉浦 健 会員：私は 7 枚釣ったということでニコニコします。これまでの釣り同好会は

全て参加しているのですが、成田さんが三連覇しておりまして、なんとか今回一番多く釣

ることができました。ありがとうございます。 

 

 

12月 13日付日刊建設新聞 



 4 

澤田 喜信 会員：今、成田ロータリークラブは凄い勢いで発

展しておりまして 70 名を超える会員になっております。その

中で甚だ恐縮ですが、今まで 10 年間、成田ロータリークラブ

の皆様にお世話になってきましたが、この 12 月を持ちまして

退会をさせていただくことになりました。これまでの皆さんの

ご厚情に感謝申し上げ、皆様方の今後の益々のご活躍と成田ロ

ータリークラブの益々のご発展をご祈念いたしまして退会のご

挨拶とさせていただきます。引き続き法人の相談役をもう暫く続けさせていただく予定に

なっております。個人的には全国で一番大手の結婚相談所の加盟店をやっております、今

や非婚化、晩婚化です。少子高齢化のために少しでもお役に立ちたいと始めた事業でござ

います。どうか皆さんの周りでいい人を見つけたいという方がいたら私の方までご連絡い

ただければと思います。どうもありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

12 月 2 日は、ラディソンホテルにおいて第 9 分区情報研修会

でした。入会 5 年未満の方を中心に「ロータリーを語り、元

気なクラブにしよう！」をテーマに各テーブルに分かれＤＬ

の方が進行し、35 分×2 回のテーブルディスカッションが行

われました。入会 5 年未満の会員にとりましては長いようで

短い研修会だったと思いますが、ロータリーを知る上では貴

重な時間だったのではないでしょうか。私にとりましても大

変有意義な時間でした。さて、話は変わりますが日本証券取

引所グループは 12 月 30 日の取引終了後の大納会で鐘を鳴らすゲストに、リオデジャネイ

ロオリンピックの女子レスリング 58 キロ級で金メダルを獲得しました伊調馨選手を招く

と発表しました。伊調選手は女子の個人種目でオリンピック史上初の 4 連覇を達成し国民

栄誉賞を受賞しました。大納会ではその年に活躍した著名人が鐘を鳴らし、証券グループ

最高責任者が挨拶をするそうです。昨年は 12 月 30 日の日経平均株価の終値が 1 万 9,033

円 71 銭と年末終値としては 1996 年以来 19 年ぶりの高値水準だったそうですが、今年は

どのような終値をつけるのでしょうか？気になるところです。今日の例会はクラブ協議会

上半期の総括です。各委員長よろしくお願いいたします。そして年次総会、次年度の役員

さんが成田会長エレクトより発表されます。次年度副会長、次年度幹事、次年度会計、次

年度理事、次年度Ｓ.Ａ.Ａ.皆さん温かく成田年度に協力をお願いいたします。そして佐瀬

パスト会長より 2019-20 年度会長候補が発表されますのでよろしくお願いいたします。次

週は忘年家族例会です。今年最後の締めくくりですので心から楽しみたいと思います。皆

様の参加をお願いいたします。以上で会長挨拶といたします。  

 

◇ 表彰 

ロータリー財団  

第 1 回マルチプルポールハリスフェロー 

齊藤 三智夫 会員 
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◇ 委員会報告 

・親睦    小泉 英夫 サブリーダー 

12 月 16 日金曜日、忘年家族例会です。現在 96 名の参加です。 

場所は ANA クラウンプラザホテル成田、ＪＲ成田駅東口より 

17 時にホテルバスが出ます。 

 

・釣り同好会   矢島 紀昭 クラブ管理運営委員長 

11 月 26 日、8 名でカワハギ釣りに行きました。浦安から船で 1 時

間 10 分、木更津沖です。 

収穫ゼロの方はいませんでしたが、厳しい釣りでした。次回も計画

しますので是非ご参加ください。 

 

・米山記念奨学    堀口 路加 リーダー 

遠藤英一会員より 10 万円の寄付を頂きました。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会  長原 正夫 委員長 

「ロータリーの友」記事紹介です。52 ページ、 第 10 回成田ロー

タリークラブ杯剣道大会の記事が掲載されております。また 34 ペ

ージ、姉妹クラブホストでの地区大会の記事も掲載されております。

今後、映画「古都」の YUKI SAITO 監督の卓話の様子、大成会

かしの木園の様子も掲載して頂くべく、データーを送ってあります。

これからもどんどん掲載依頼をしていきたいと思います。 

 

・地区ロータリー研修委員会（報告）  諸岡 靖彦 委員長 

２月から RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の公式カリキ

ュラムに沿った、RLI パートⅠ、Ⅱ、Ⅲの研修が始まります。 

「ロータリアンの自分磨き」のための、最適な学習プログラムとし

て、皆様のご参加を推奨いたします。申し込みは、クラブ会長もし

くはクラブ研修委員長宛に、お問い合わせは諸岡まで。詳しくは、

地区ロータリーのホームぺージをご覧ください。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報 多古、八街ロータリークラブ 

・例会変更 佐原、八街、富里ロータリークラブ 

・ＲＬＩパートⅠ開催のご案内 

・第 1 回「日本ＲＹＬＡセミナー」開催のお知らせと受講生ご推薦のお願い 

・2016-17 年度ｱﾄﾗﾝﾀ国際登録者数の確認と「千葉ナイト ｉｎ Ａｔｒａｎｔａ」のご案内 

・12 月の「疾病予防と治療月間」のリソース 

・財団室 NEWS 12 月号 
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・バギオ基金 2015 年度事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い 

・国際交流協会 NEWSLETTER NO.210 

・会計報告 

≪連絡≫ 

・12月のレート 106円 

・忘年例会出欠表 96名 

・例会終了後、菊の間で役員、理事会が行われます。 

・スケジュール確認 

  12/16 空港周辺美化活動 集合 9：15 成田国際文化会館駐車場 

      忘年例会 場所：ANA クラウンプラザホテル成田 点鐘：18 時半 

   1/13 新年例会 場所：U－シティホテル成田 点鐘：18 時半 

※例会前 17 時半より役員・理事会を行います。 

・現在会員 71 名 

 

  
 

 

＜上半期総括＞ 

〇 司会／進行  吉田 稔 幹事 

・クラブ研修委員会   佐瀬 和年 委員長 

12 月 2 日（金）、ラディソンホテルで行われた入会 5 年未満の会

員を対象とする研修会に見られるように、成田ロータリークラブ

は経験年数に関わらず、多くの会員が自主的に出席をいたしまし

た。DL 8 名、RLI 5 名、合計 13 名のクラブ研修参加者を要し、

この数は、2790 地区 9 分区はもとより地区においても最多人数

を誇ります。 

ロータリークラブは『職業を通して社会に奉仕する』心を基本に、互いの理解と協調が活

動の要である事は明確です。信頼の輪を拡げるチャンスとして、積極的にあらゆる学びの

場面に、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 

・指名委員会    佐瀬 和年 委員長 

先般、パスト会長会により２０１９－２０年度会長候補をご承認いただき、本人の了解も

得ることが出来ました。後程発表させていただきます 

。 

・内規規定委員会   設楽 正行 委員長 

 当委員会の半期報告を申しあげます。本年 4 月にＲＩの規定審

議会において様々な変更があり、伴って本年度の活動計画書に掲

載するために年度前より対応をおこないました。 

その中で当初、ＲＩの定款より入会金の項目が外され、あたかも

取れないような解釈がまかり通っていました、そのため細則より

一時削除いたしました。その後、名目を変えれば各クラブの自主

性に任すと分かりました。しかし理事会決定により、本年度の対応として入会金は取らな

ク ラ ブ 協 議 会 
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いこととなり今日に至っています。 

そのことと、石川会長並びに高橋委員長をはじめとする増強委員会の努力により大変多く

の方々が入会されました。大変嬉しいことでありますが、新人の方が早くロータリーにな

れ、基本的な思想を理解いただけるようサポートの体制を構築しなければなりません、そ

れは研修委員会の範疇ですが配慮願えればと思います。 

ここで多少危惧する問題点があります。それは奉仕活動と資金の問題です。従来から成田

クラブは活動が活発であり、そのため 毎年末には資金が逼迫する状況になることが多いの

が現状です。入会金の削除により資金不足にならないか心配しています。年会費の増によ

りカバー出来ればよろしいのですが長期問題委員会にてこの半期の会計を精査し、奉仕活

動の量と支出量が例年と比べてどうであるかを判断していただきたいと思います。つまり、

活動が少なければ資金はそれほど使われないわけですから収支のバランスは崩れないわけ

です。しかしそれでは今後の活動に支障が出るのではないかと危惧するわけです。後半に

はこの入会金をどうするか、次年度に減額して復活するか、従来通りにするかなど議論を

深めたいと思います。 

これは、今後長期にわたる問題点であり、決して本年度の批判ではないことをご理解いた

だきます。誤解のないきように。 

 

・会員増強・退会防止委員会  高橋 晋 委員長 

7 月 1 日から今日でちょうど６か月が経ち会員の方々のご尽力

により会員増強で当初 59 名でしたが 12 月 9 日今日現在で 71

名（うち新規会員 11 名、継続会員 1 名計 12 名）になりました。

新会員及び継続会員のお名前を読み上げます。 

・新会員 矢野会員（女性）、宮崎会員、伊藤会員、笠原会員、

ローソン会員（女性）、高根会員、石橋会員、谷会員、土

井会員、諸岡会員、眞々田会員（女性） 

・継続会員 芦谷会員 

又、出席奨励についても会員の方々のご協力により出席率は決して悪くなく後半も例会欠

席の場合はできるだけメーキャップをお願いします。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会   長原 正夫 委員長 

１．今年度からクラブ広報委員会の名称が、広報・公共イメージ

向上委員会に変更になり、公共イメージをもっと高めるよう目標

が示されました。成田ロータリークラブも更に、公共イメージを

高めるよう引き続き広報活動をしていきます。 

  

２．今年度の活動として、広報、ロータリーの友の「友愛の広場」、

「卓話の泉」、「ロータリーアットワーク」、「米山だより」等に掲載して頂けるよう、

会員に今後も投稿をお願いする。 

 

 ＊剣道大会が１２月の「ロータリーの友」に掲載されました。現在も「ロータリーの友」

編集部にそれ以外に３本程掲載依頼をおねがいしてあります。 
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３．昨年同様「ロータリーの友」の記事紹介を月一回発表する。 

 菊地リーダー担当のもと今後も紹介をしていきます。 

  

４．恒例の記者クラブとのメディア交流会を年一回行う。 

 

 今年度は、年１回の開催で、２月１０日（金曜）の例会を夜間例会に振替、メディア交

流会を実施します。 

 

・クラブ管理運営委員会   矢島 紀昭 委員長 

本年度は新会員を含め 3 年未満の会員も多く大いにロータリ

ーを学ぶ機会、楽しむ場として、各委員会の活性化を図って参

りました。 

 

1.プログラムにおいては 

司会は、プログラム、クラブ会報、親睦の委員全員で担当しま

した。 

卓話は内部卓話、新会員を中心に 5 名、外部卓話はロータリー特別月間を含めて 5 名の方

にお願いしました。 

 

2.親睦委員会においては 

クラブを全てにおいて楽しくするのは職業を通じた親睦であるとの観点から 

①家族例会を上期 3 回実施、最後に「手に手つないで」を参加者全員で歌い、家族間の交

流を図ることができました。 

②沖縄親睦旅行は 28 名が参加、好天に恵まれ楽しい旅を過ごしました。 

 

3.RF、同好会においては 

〇囲碁同好会 参加者 6 名 

2 ヶ月ごとに実施 今年は全国大会出場に向けて会員総意頑張っています。 

〇ゴルフ同好会 参加者 25 名 

今年度、小名浜で一泊 2 日のゴルフコンペを計画しています。 

〇釣り同好会参加者 8 名 

7 月にシロギス、11 月にカワハギ木更津沖で、 釣果は不本意に終わりましたが、船での

6 時間の魚との戦いは人生のよき経験となりました。  
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・奉仕プロジェクト委員会   小宮山 四郎 委員長 

 

当奉仕プロジェクト委員会では年初、活動方針について協議し、

活動を開始しました。各委員会毎に報告いたします。 

 

〇職業奉仕委員会 

特に新会員にできるだけ早くクラブに溶け込んでもらい楽し

いクラブライフが出来るよう、例会等で職業奉仕についての卓

話やテーブルディスカッションを通してロータリーの理解を深めようと、前期では、小川

会員に職業奉仕についての卓話をお願いいたしました。 

 

〇社会奉仕委員会 

今年度石川会長の重点奉仕目標の一つ、社会奉仕として地元にある障害者施設「かしのき

園」に地区補助金を使ってプロジェクター、テレビ、等を寄贈し 9 月 16 日には同、園で

移動例会を行い、大変感謝されました。 

 

〇国際奉仕委員会 

南日リーダー、大塚サブリーダーがお金のかからない国際奉仕として使用済み切手を原則

毎月第一例会で会員に収集をお願いし、ジョイセフの世界平和活動に送ることにより国際

奉仕に貢献しようと継続中ですのでひき続きご協力をお願い致します。ちなみに前期7,100

枚の収集が達成出来ました。 

 

〇青少年奉仕委員会 

継続事業として行っております中学校の剣道大会を 8 月に玉造中学校で開催し、少年たち

の試合に向き合うひたむきな姿と、きびきびとした態度と澄んだ瞳が印象的でした。 

また、11 月にはボーイスカウト成田第 1 団と津富浦キャンプ場で隊集会に参加して子供た

ちとロープの結び方、神経衰弱ゲームの後、全員でバーベキューや焼きそばを食べながら

親睦を深め、楽しい交流会となりました。 

 

以上、奉仕プロジェクト委員会の活動についてはほぼ計画通りに経過しましたが、前期

での総括として感じられたのは、会員数は今年度増加しましたが、各会員の奉仕活動にお

ける参加者が増えていかない事が今後の課題として残ったように思われます。やはり、参

加して理解が深まる奉仕活動も多くあるのではないでしょうか。後期では奉仕の理念と実

践についての奉仕活動の在り方について協議していく必要があるように思われました。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会   神﨑 誠 委員長 

委員会としてまずは年次寄付者を募るということで会員の皆様

にご協力をお願いし、ロータリー財団（1,000 ドル）では、７名で

分割２名を加えると９名になる予定であり、ロータリー米山記念

奨学会（10 万円）へは６名で分割４名を加えると１０名となる予
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定で、長期計画数値目標を大幅にクリアしております。なお、石川年度成田ロータリーク

ラブでは米山奨学生イーチェンさんの世話クラブとなり、浅野会員がカウンセラーになっ

ていただいております。 

 前期、各委員会活動はなく新会員も増えたことから、後期には各々の委員会で理解を深

める活動を計画したいと考えており、その際は参加をお願いいたします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）   齊藤 三智夫 会員 

 お気づきの会員の方も多いと思われますが、「Ｓ.Ａ.Ａ.の人数

が例年に比べてかなり多いのでは？」という状況につきましてお

話させて頂きます。 

昨今の会員増加に伴いまして、女性会員の委員会配属がＳ.Ａ.

Ａ.に集中しておりますので、このような現象が起こっておりま

す。この事につきましては石川会長が考えます「例会場の入り口

に女性会員がＳ.Ａ.Ａ.として迎え入れてくれる事により、華やかさを増して例会を盛り上

げて行きたい！」という熱い想いが込められております。 

会員皆様のさらなるご協力を今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

・会計   高橋 正 会員（代理報告：小岩井 学 会員） 

別紙参照 

 

 

 

・会長   石川 憲弘 会長 

2017-18 年度諸岡靖彦ガバナー補佐、ガバナー補佐幹事平山秀樹会員 

2019-20 年度諸岡靖彦ガバナー、地区幹事長堀口路加会員 

2017-18 年度第 2790 地区 研究・研修統括委員会 RLI 推進委員会委員として 

齊藤三智夫会員が地区へ出向することをご報告いたします。 

 

  
 

 

吉田稔幹事が司会となり、高橋晋出席奨励・退会防止委員長より定足数の確認（出席会

員 49、委任状 11、合計 60；会員総数 71 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、開会が宣言され、石川会長が議長席に着き、議案が審議されまし

た。 

 

第 1 号議案：次年度副会長決定の件 

会長エレクトの成田温会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度副会長・神﨑誠会員 

第 2 号議案：次年度幹事決定の件 

会長エレクトの成田温会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度幹事 長原正夫会員 

年 次 総 会 
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第 3 号議案：次年度会計決定の件 

会長エレクトの成田温会員より、次の通り発表され、承認されました。 

次年度会計 小岩井学会員 

第 4 号議案：次年度理事決定の件 

会長エレクトの成田温会員より、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    諸岡 正徳 会員 

       クラブ公共イメージ委員長   深堀 伸之 会員 

クラブ管理運営委員長    角田 幸弘 会員 

       奉仕プロジェクト委員長   堀口 路加 会員 

ロータリー財団・米山記念奨学委員長  遠藤 英一 会員 

第 5 号議案：次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）決定の件 

会長エレクトの成田温会員より、次の通り発表され、承認されました。  

 小寺 真澄 会員 

第 6 号議案：２０１９－２０年度会長候補決定の件 

指名委員会 佐瀬和年委員長より、深堀 伸之会員を指名。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 
第 7 回役員・理事会 

 

１．１２、１月の例会及び事業、行事計画の確認 

12 月の予定  

２日 (金) 移動例会 情報研修会 ラディソンホテル 

９日 (金) 通常例会 
年次総会 

クラブ協議会-6 
第 7 回役員・理事会 

１６日 (金) 夜間移動例会 忘年例会 ＡＮＡホテル  空港周辺美化活動 

２３日 (金) 休会 定款第 8 条第 1 節 

３０日 (金) 休会 定款第 8 条第 1 節 

1 月の予定  

６日 (金) 休会 定款第 8 条第 1 節 

１３日 (金) 新年例会 
（月初例会） 

第 8 回役員・理事会 
場所：Ｕ-シティホテル 

 ２０日 (金) 通常例会 卓話：陸前高田ＲＣ千田様 

 ２７日 (金) 通常例会 卓話：湯川 芳朗 会員 

2 月の予定  

３日 (金) 月初例会 第 9 回役員・理事会 

１０日 (金) 夜間移動例会 
 

場所：Ｕ-シティホテル 
メディア協議会 

 １７日 (金) 新酒を楽しむ会 
（長命泉） 

場所：ひかたや第二支店 

 ２４日 (金) 休会 ＩＭ振替休会 

※2 月 18 日（土）ＩＭ（9 分区）幹事：八街ロータリークラブ 
 4 月 16 日（日）印西ＲＣ50 周年 
                                          承認 

２．事務局ＰＣハードディスク強化の件 
 外付けハードディスクの購入                             承認 

３．新会員候補の件 
三桜商事株式会社 藤崎 礼子（ふじさき れいこ） 氏                承認 

４．退会の件   
澤田喜信会員 12 月末で退会                             承認 
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５．分区ゴルフコンペ中止に伴う戻入の件 
11 月 24 日（木）習志野カントリー 雪の為中止  
個人エントリー費 3,000 円×7＝21,000   クラブ負担金 30,000 円 返金済み    承認 

６．その他 
・地区委員出向 

2017-18 年度第 2790 地区 研究・研修統括委員会 RLI 推進委員会委員として齊藤三智夫会員 
・在籍会員数報告（７１名）     
・１２月のレート １０６円／ドル   

承認 
 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 11月 26日 第７分区ロータリー情報研修会 

諸岡 靖彦 会員 11月 26日 銚子ロータリークラブ 

渡辺 孝、矢野 理恵 各会員 11月 30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 12月 5日 
次年度地区委員長、ガバナー補佐
合同会議 

諸岡 靖彦 会員 12月 7日 地区野球リーグ納会 

諸岡 靖彦 会員 12月 8日 千葉若潮ロータリークラブ 

石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、神﨑 誠 
高橋 晋、齊藤 三智夫、佐瀬 和年、小宮山 四郎 
渡辺 孝、近藤 博貴 各会員 

12月 9日 第 7回役員・理事会 

諸岡 靖彦 会員 12月 10日 
地区委員長、ガバナー補 
佐合同会議 

諸岡 靖彦 会員 12月 11日 地区財務委員会 

諸岡 靖彦 会員 12月 11日 地区指名委員会 

諸岡 靖彦 会員 12月 11日 地区諮問委員会 

諸岡 靖彦 会員 12月 11日 ガバナーエレクト壮行会 

喜久川 登 会員 12月 13日 奈良大宮ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６８ ５０ １８ ７３．５３％ ４７．８３％ 

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 

 


