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国際ロータリー2019～20年度会長 マーク・ダニエル・マローニー 

  

第 2878 回例会 令和 2 年 2 月 7 日（金） 

・出席奨励（医療情報含む） 橘 昌孝 会員 

1月の出席率は 69.44%でした。低い出席率ですので、もう少しメー

キャップをして出席率を上げるようによろしくお願いします。合わ

せて医療情報もさせて頂きます。 

先週の感染者は 673名、今週は 498名。2月に入ると毎年少なくなっ

てきます。今はコロナウィルスの影響もあり、マスクも普通の所で

中々売っていない状況です。皆さん、人の集まる所では気をつけて

下さい。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ． 成田 温 会員 

今月の予定を申し上げます。今日は地区大会の打ち合わせ予備日、

委員会ごとの話し合いを行います。土日は地区大会、14日は振り替

え休会、21日は新酒を楽しむ会、28日は IMが延期になりましたの

で通常例会となります。お間違いないように宜しくお願いいたしま

す。 

地区大会では、男性はブルーのネクタイ、女性はブルーのスカーフ

着用でお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 

◇ 国家斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  桑野 博之  会員 

 

◇ 誕生日 

小川賢会員（Ｓ13.2.15）、渡辺 孝会員（Ｓ15.2.21） 

佐藤英雄会員（Ｓ18.2.12）．喜久川登会員（Ｓ26.2.20） 

長原正夫会員（Ｓ29.2.15），永井秀和会員（Ｓ36.2.22） 

【1月分】 

成島 陽子会員（S46.1.20） 

 

◇ 結婚記念日 

矢島紀昭会員（Ｓ43.2.6）、山中寛之会員（H11.2.13） 
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◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：花粉症対策の為、3月 2日から中国に行く予定

でした。サーズの時も発症から 1 週間後にグアム、サイパンへ 16

人程のツアーで行く予定だったのですが、キャンセルが相次ぎ結局

最終的に 4人で出発しました。飛行機もガラガラ、レストランもガ

ラガラで、私個人としては、かなり快適な旅行を体験しました。今

回もそんな旅行になるかなと期待しておりましたが、昨日、旅行会

社から連絡があり、このツアーは出発しないと言うことになりました。不安いっぱいで参

加予定の嫁さんは大喜びしておりましたので、ニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長の時間    小泉 英夫 会長 

私も商店街の旅行で LCCを使って佐賀の嬉野温泉に行く予定

になっておりますが、嬉野温泉もガラガラだそうです。16名

程のツアーですが高齢者が多いため調整中です。 

テレビをつけるとコロナウィルスの話題ばかりですが、中国

の国内でも感染者は30,000人、死者600人を超えております。 

国内でもクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号で感染者

61 人、その内、日本人が 20人だそうです。 

恒例の今日は何の日？ 長野の日、オリンピックメモリアルデーです。日本青年会議所北

陸信越地区長野ブロック協議会が 1998(平成 10)年に制定。1998(平成 10)年、長野冬季オ

リンピックの開会式が行われました。自然との共生を広く世界に呼び掛けた長野冬季オリ

ンピックの精神を永遠に伝え、自然・環境との関わりを考える日です。 

また、北方領土の日でもあります。北方領土とは、国後島・択捉島・色丹島・歯舞諸島か

らなっており、沖縄の２倍強にあたる４９９６平方キロメートルの面積があります。日本

政府は、北方領土返還運動を一層推進するために、１９８１（昭和５６）年にこの日を制

定しました。 

ちょっと気分を変えてウィスキーの話をさせていただきます。最近、山崎 55年物が発売さ

れました。1本 3,000,000円、720ミリリットル、100本限定で発売されます。50年物は 3

回発売されています。50 年物は 100 万円でしたが、このウィスキーがオークションでは

32,500,000 円で売られております。この 55 年ものもかなり高額になる事は間違いありま

せん。皆さんも申し込みされてはどうでしょうか？私は勿論申し込みました。抽選ですの

で、当たるかどうかわかりませんが楽しみです。 

 

◇ 表彰 
・米山功労者 第 11回 

石川 憲弘 会員 

◇ 委嘱状 

・RLI実行委員会委員 

矢野 理恵 会員 
 

 

 

https://matome.naver.jp/odai/2136012396965519901/2136012499765761203
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◇ 委員会報告 

・ゴルフ同好会  矢島 紀昭 リーダー 

3月 17日（火）成田ハイツリーでゴルフ同好会のゴルフコンペを開催

いたします。 

プレー代 15,400円、3月 6日（金）締め切りです。 

 

・成田環境ネットワーク 出向者 小宮山 四郎 会員 

1 月 16 日の印旛沼クリーンハイキングに引き続き 2 月 12 日水曜日空

港周辺美化活動が開催されます。9時 15分出発式ですので 9時までに

成田国際文化会館駐車場までお願いいたします。現在 8 名の登録をい

ただいています。急遽参加できると言う方もぜひお待ちしております。

当日は防寒をしっかりしてクラブジャンバー着用でお願いします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 齊藤 三智夫 委員長 

先日、2 月 2 日（日）ロータリー財団委員会（地区）の「補助金管理

セミナー」に小泉会長、堀口会長エレクトと出席いたしました。あら

ためてロータリー財団への寄付の窓口が一つ増えました事をお知らせ

いたします。 

 昨年（2019 年）4 月よりスタートしました「ロータリー災害救援基

金」という使途指定の寄付になります。 

こちらは集まった基金に資金がある限り、最大 25,000 ドルまで「ロータリー災害救援補

助金」を申請し、最も大きいニーズがある地域での災害復興と再建活動の支援に活用でき

る事ができます。 

寄付の方法は従来の「ポリオプラス」を指名して寄付するのと同様に、事務局へ「ロータ

リー災害救援基金」への使途指名をしていただきます。1,000 ドルごとにＰＨＦの認証対

象になります。もちろん、分割でご寄附いただいた場合でも 1,000 ドルに達しますと認証

されます。また、MY ROTARY にもこちらへ寄付できるページがございます。こちらでは少

額から寄付できますし、もちろん寄付金控除の対象ですから申告用領収書も送られてきま

す。「世界中で起きている災害に役立ててほしい」と寄付をお考えの方がおられましたら

こちらの「ロータリー災害救援基金」という選択肢がございます事をお知らせいたしまし

た。 

 
◇ 幹事報告     甲田 直弘 幹事 

【回覧】 

・例会変更 成田コスモポリタンロータリークラブ 

・週報    多古ロータリークラブ 

・出欠表（新酒を楽しむ会） 

・ＲＩ日本事務局より業務推進・資料室より「平和構築と紛争予防月間 リソースのご案

内」と国際ロータリー出版物日本語版注文用紙（抜粋） 

・成田空港対策協議会より「2020年勉強会開催のご案内」と参加申込書 

・抜萃のつづり（東京ロータリークラブ熊平様より） 
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・2/28通常例会（ＩＭ延期により） 

【連絡】 

・2月のロータリーレート 1ドル＝110円 

 

◇ 地区大会打ち合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘        小泉 英夫 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 クラブ 名 

神﨑 誠、小寺 眞澄、矢野 理恵 各会員 2 月 1 日 ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 

渡辺 孝、設楽 正行、石橋 菊太郎、橘 昌孝、小宮山 四郎 

佐瀬 和年、石川 憲弘、矢島 紀昭、神﨑 誠、小泉 英夫 

角田 幸弘、甲田 直弘、齊藤 三智夫、伊藤 隆治 

諸岡 市郎左衛門、樋口 慎一、桑野 博之、山中 寛之 

成田 温、佐久間 高直、長原 正夫、小寺 眞澄、堀口 路加 

諸岡 正憲、浅野 正博、菊地 貴、矢野 理恵、笠原 智 

土井 豊彦、眞々田 美智子、成島 陽子、長岡 明大、奥山 信行 

石井 一成、関 恒明 各会員 

2 月 8 日 地区大会 1 日目 

滝沢 尚二、渡辺 孝、設楽 正行、近藤 博貴、石橋 菊太郎 

平野 省二、喜久川 登、佐瀬 和年、石川 憲弘、矢島 紀昭 

神﨑 誠、小泉 英夫、角田 幸弘、甲田 直弘、佐藤 英雄 

齊藤 三智夫、伊藤 隆治、諸岡 市郎左衛門、小坂 明宮己 

樋口 慎一、細井 将紀、桑野 博之、山中 寛之、小川 賢 

小宮山 四郎、成田 温、池内 富男、平山 秀樹、小寺 眞澄 

堀口 路加、諸岡 正憲、浅野 正博、菊地 貴、矢野 理恵 

笠原 智、土井 豊彦、眞々田 美智子、成島 陽子、石田 洋平 

中野 直人、土井 英二、長岡 明大、石井 一成 各会員 

2 月 9 日 地区大会 2 日目 

近藤 博貴、石川 憲弘、成田 温、矢島 紀明、神﨑 誠、佐久間 

高直、永井 秀和、中野 直人、奥山 信行、石井 一成 

小宮山 四郎 各会員 

2 月 12 日 空港周辺道路美化活動 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７名 ６６名 ４３名 ２３名 ６５．１５％ ７１．２１％ 

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 

 


