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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2837 回例会 平成 31年 4月 5日（金） 

◇ 出席奨励   村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長 

 3 月の出席率は 68.66%でした。地区平均からしますと 10%から

15%低い状態です。引き続き出席率向上に向けてご協力お願いしま

す。 
◇ Ｓ．Ａ．Ａ．  永井 秀和 会員 

今月は移動例会が多くなっております。 
10 日 2 クラブ合同花見例会：日航ホテル 
12 日 休会      19 日 通常例会 
20 日 地区研修・協議会：幕張 APA ホテル 
26 日 メディア交流会（夜間）：ビューホテル 

（例年と場所が違ますのでご注意ください。） 
◇ 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  村嶋 隆美 会員 

◇ 誕生祝い 
堀口路加会員(s34.4.7)、近藤博貴会員(ｓ9.4.8） 
佐久間高直会員(ｓ23.4.29)、松本大樹会員(s37.4.22) 
ポール・ツジ(ｓ47.1.22) 
【欠席】 
滝澤尚二会員(ｓ15.3.30）、仲村盛政会員(ｓ13.4.25) 
ローソンかおり(ｓ47.4.28) 
◇ 結婚祝い 
小寺真澄会員(s61.4.29)、池内富男会員(s45.4.20)預かり 

近藤博貴(s35.4.30) 

【欠席】 
岸田照泰会員(s56.4.25) 佐瀬和年会員((s47.4.26) 

 

◇ ニコニコボックス 

小岩井 学 会員： 4 月 1 日の異動で千葉興業銀行成田支店長の任を解か

れ東京支店へ転勤になりました。3 年間いろいろお世話になりました、貴

重な体験をさせていただきました。また会計と言う重要な職務も与えてい

ただき自分自身も成長できたかなと思っております。ますますの成田ロー
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タリークラブの発展を心から祈念しております。後任の石井のほうもご指導いただければ

と思います、ありがとうございました。 
 

設楽 正行 会員：3 月 28 日、成田商工会議所の総会があり賞をいただき

ました。 
 

成田 温 会員：私も設楽さんと同じく、大して何もしていないのですが、

長く会員をしておりましたので賞をいただきました。この場をお借りしま

してニコニコさせていただきます。 
 

平山 秀樹 会員：2 月に千葉県経済同友会で北欧の方へ

いかせていただきました。遅ればせながら、お土産をテー

ブルの上に置かせていただきましたので、北欧の香りをご

賞味いただければ幸いです。 
 

小池 正昭 会員：3 月 29 日に県議会議員選挙が告示されまして、

県内真っ只中ですが、一足お先に当選させていただきました。新たな

気持ちで頑張っていきたいと思います。特にこれからの 4 年間は、ロ

ータリーへの出席率向上を目標にしたいと思います。 
 

小寺 眞澄 会員：2 つございます。2 クラブ合同のゴルフコンペを

申し込んでいたのですが、急遽欠席です。弊社で行った工事が成田市

から表彰をいただく事になりました。3 年連続と言うことで、挨拶を

と言うご依頼をいただきました。残念ですが、ゴルフは欠席させてい

ただきます。それともう一つ、4 月 1 日から千葉県消防設備協同組合

と言う団体があるのですが、そちらの理事長を仰せつかりました。何かと皆さんにお願い

に上がるかと思いますがよろしくお願いします。 
 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。桜の花も満開となり、気持ちの良い日々が続い

ています。春の選抜高校野球は、習志野高校が惜しくも準優勝で

したが楽しませて頂きました。成田市からは成田中学の根本翔吾

君（背番号 8）、下総みどり学園中学の櫻井享佑君（背番号 3）、

中台中学校の高橋一翔君（背番号 15）の 3 名が登録されていま

した。成田高校も夏は頑張って頂きたいと思います。 
 
 千葉興業銀行成田支店長 石井一成様、ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお過

ごしください。 
 
 5 月 1 日からの新元号は「令和」でしたね。いろいろな先生や識者、一般の方々までコ

メントやインタビューされていましたが、総合的には良いという評価のようです。「令」
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の文字が楷書体か明朝体かで字形が違いますが、どれを使ってもいいらしいです。 
 
 話は変わりますが、渡辺孝会員の奥様が急逝され昨日告別式が執り行われました。衷心

よりお悔やみ申し上げます。 
 
 本日は 4 月 20 日の地区研修・協議会の打ち合わせを例会内でしたいと思います。皆様

のご協力をお願いしまして、挨拶とします。 
 

◇ 委員会報告 

・国際奉仕    村嶋 隆美 会員 

使用済み切手ですが、本日、神﨑会長、永井会員、松本会員から

いただきました。引き続きよろしくお願いします。 
 

◇ 幹事報告       平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更 佐原香取ロータリークラブ 

・出欠表（温泉愛好会湯西川温泉１泊２日旅行） 
・2019-20 年度活動計画書掲載用 会員名簿、誕生日・結婚記念日リスト、職業分類ご確

認のお願い 
・RLI パートⅢのご案内 
・櫻木英一郎パストガバナーよりお褒めの言葉 
・米山梅吉記念館より「館報」2019 春号 Vol.33 
・    〃     春季例祭開催のご案内 
・    〃     賛助会ご入会のお願い 
・    〃     米山梅吉記念館創立５０周年記念式典開催のご案内 
・RI 日本事務局業務推進・資料室より「母子の健康月間」リソースと出版物注文用紙 
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」No.238  2019 年４月号 
【連絡】 

・４月のロータリーレート １ドル＝１１０円 
・本日例会終了後に第１０回役員・理事会を開催します。 
 

◇  地区協議会打ち合わせ 

堀口 路加 次年度地区幹事長 
 
19 日（前日準備）： 15 名から 20 名で前準備 

（メンバーは幹事一任） 
20 日：6 時集合 コンフォートホテル前（朝食付き） 
スケジュール、お手伝い内容につきましては別紙参照 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 
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第 10 回理事会 
１、４、５月の例会及び事業、行事計画の確認 

 
2. 次々年度ガバナー補佐の選出方法について 
  基本、今まで通り。ただし、例外もあり得る                              承認 
3. クラブカード作成の件    
  事務局名で作成                                           承認 
4. ２クラブ合同親睦ゴルフコンペ  
  エントリー費（クラブ負担）52,000 円（4,000 円×１３名）プレー費は個人負担              承認 
5. 地区大会記念ゴルフ大会 

登録料（クラブ負担）120,000 円（10000 円×１２名)、プレー費は個人負担                承認 
6.  飯田正雄会員ご息女お祝い電報の件 2,775 円 
  次年度、「慶弔などに関する内規」の変更を考える                           承認 
7. 4/13（土）ローターアクト年次大会 土井豊彦会員が出席 14,000 円 
（式典＋懇親会 10,000 円、友好地区交流会 4,000 円）                          承認 

8. 成田市国際交流協会理事推薦の件 
  松田会員→成田会員                                        承認 
9. 成田市国際交流協会より会費納入のお願い 5,000 円                          承認 
10． 成田空港対策協議会より会費納入のお願い 6,000 円                         承認 
11. 新入会員の件 
 奥山信行様（成田ビューホテル）、.細井将紀様（明治安田生命保険（相）、八田羽実様（東京ガス(株)） 

樋口慎一様（日本生命保険（相））、石井一成様（千葉興業銀行）   
推薦者 会長、幹事 顧問は委員会へ一任                            承認 

12. 渡邉会員 御令室訃報 
  香典 10,000 円、供花                                        承認 
13. S.A.A.（正）香取竜也元会員の後任について 
  永井 秀和 会員                                         承認 
14. 事務局 地区業務手当 
  半日 4,000 円、1 日 8,000 円                                     承認 
15. 平成 31 年度一般社団法人成田市スポーツ協会定時社員総会の件 
  欠席                                               承認 
16. 足利東ロータリークラブ 板橋敏雄様（元米山記念奨学会理事長）逝去に際し 
  電報を送る                                            承認 
 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 
 

10 日(水) ２クラブ合同ゴルフ・花見例会  幹事クラブ：成田コスモポリタン 
12 日(金) 振替休会 対象：２クラブ合同ゴルフ・花見例会 
19 日(金) 特別月間卓話：NPO 法人神奈川子供支援センターつなっぐ 
20 日(土) 地区研修・協議会  会場：アパホテル＆リゾート幕張 
26 日(金) メディア交流会（夜間移動例会） 会場：成田ビューホテル 

5 月 3 日(金) 休会 対象：祝日  

10 日(金) 外部卓話：NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク HEM-Net 
講師：國松孝次（元警察庁長官）、篠田伸夫（元消防庁次長） 第 10 回理事・役員会 

17 日(金) 移動例会 落語鑑賞 
20 日(月) 地区大会記念ゴルフ大会 会場：久能カントリー倶楽部 

24 日(金) 外部卓話：ローターアクト設立に向けて（仮） 
講師：国際医療福祉大学 赤津 晴子先生 

31 日(金) 研修・新会員歓迎会（夜間例会） 会場：U-シティホテル 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６３ ３９ ２４ ６１．９％ ７３．１３％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小泉 英夫、菊地 貴、笠原 智、成島 陽子、甲田 直弘 
浅野 正博、矢野 理恵 各会員 3 月 30 日 RLI パートⅡ 

成田 温、神﨑 誠、小泉 英夫、菊地 貴、甲田 直弘 
小寺 眞澄、高橋 晋、村嶋 隆美、甲田 直弘 各会員 4 月 5 日 第 10 回理事・役員会 

諸岡 正徳、角田 幸弘、矢野 理恵 各会員 4 月 9 日 次年度管理運営統括部会 

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 

 


