
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2794回例会 平成 30年 5月 11日（金） 

・出席奨励          香取 竜也 リーダー 

3 月の出席率は 62.53％でした。4 月は 68.91%補正を加えて何とか 70%になりそうです。
5 月は 3 回しかありませんので奮ってご参加下さい。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．        成島 陽子 会員 

例会時には携帯の電源をお切りになるかマナーモードでお願いします。欠席の際は必ず連
絡されるようお願いします。 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      喜久川 登 会員 

◇ お客様 

 成田コスモポリタンロータリークラブ     

萩原 康宏 様 

◇ 誕生祝い 

齊藤三智夫会員 (ｓ42.5.12)、伊藤隆治会員(s47.5.31) 

【欠席】 

小宮山四郎会員(ｓ16.5.23)、宮﨑修一会員(ｓ25.5.18） 

笹子恵一会員(s32.5.27) 

◇ 結婚祝い 

高橋晋会員（s46.5.25）、佐藤英雄会員（s48.5.20） 
喜久川登会員(s53.5.5)、松田泰長会員(s56.5.21) 

伊藤隆治会員(H10.5.31) 
◇ ニコニコボックス 

山田 真幸 会員：先月は父の葬儀の際に、皆様に大変お世話にな
りました。ありがとうございました。97 歳になる父親より先に死な
なかったのが最大の親孝行かと思います。 

 

角田 幸弘 会員：かねてより羅須地人鉄道協会（らすちじんてつ
どうきょうかい）では、小型蒸気機関車の製造をすすめてまいりま

したが、このたび完成し、来る 5 月 20 日 14 時より報道各社様向け
公開運転を行います。 

 

１．小型蒸気機関車について 

この小型蒸気機関車は、2016 年(平成 28 年)２月より、羅須地人鉄
道協会代表幹事角田幸弘（つのだゆきひろ）が中心となって製造を

すすめてまいりました。 

この蒸気機関車は約 120 年前に米国 HK ポーター社から横浜市に輸入された蒸気機関車を
もとにデザインされています。ボイラーや台枠、車輪など主要部分は鉄製ですが、運転台
は木製となっております。また高度な技術が必要なボイラーやシリンダー、運転台などの
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製造にあたっては、千葉県内の業者様にもご協力いただき、このたびの完成に至りました。 

現在では、蒸気機関車の新規製造は大変珍しいことから、この蒸気機関車は日本のみなら
ず、“世界でも最も新しい蒸気機関車”と言えるでしょう。 

この機関車は、羅須地人鉄道協会の「7 号機」と命名され、羅須地人鉄道協会の６輌目の
蒸気機関車となりました。今後は、成田ゆめ牧場内に敷設された「まきば線」にて運行さ
れ、一般の来場者にもご乗車いただく予定になっています。次回の運行は 2018 年 5 月 26

日(土)・27 日(日)を予定しています。 

また、今回、小型蒸気機関車

の製造技術に目途がつきま
したことから、今後、保存鉄
道運営者様、遊戯施設様から
のご希望などがあれば製
造・販売させていただくこと
も計画しております。私たち
の技術が各地の保存鉄道運
営者様などのお力になれば幸いです 

 

設楽 正行 会員：移動例会が重なり随分前の話でニコニコさせてい
ただきます。4 月の半ば、私の出た大学で卒後 50 年ということで、
入学式に招待して頂きました。50 年ぶりに会う奴がたくさんいまし
て、大変懐かしい時間を過ごしてまいりました。 

 
◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

本日は、「希望の風セミナー（東日本大震災のその後）」が
財団委員会・希望の風推進委員会主催で開催されておりますが、
成田クラブとしては今回のセミナーの参加は見合わせました。
去年の９月に「希望の風推進委員会」設置の可否についてガバ
ナー事務所より問いかけがあり、去年８月に成田クラブとして
は、事業の継続性に疑問があるので、どの時点でこの制度を中
止するかを検討する必要があると言う意見が大勢をしめ、この
事業に対する委員会設置に「推進」より「検討」すべきではな

いかと返事をしております。 

また、この事業の継続を決定するのであれば、協力は惜しまない事とも伝えてはありまし
た。会員皆様にお伝えいたしましたが、９月の寺嶋ガバナーの報告では、善意に基づく自
発的な寄付をお願いする事、したがって人頭分担金寄付の強要はしないとの考えで委員会
を継続させ、事業を推進するとの事でありました。 

今回のセミナー参加に関しましては、長期計画委員会等で十分に検討する必要があり、ま
たその時間も取れませんでしたので、私の一存にて参加を見合わせたことをご報告いたし

ます。 

明日は、第２３回国際ロータリー日本青少年交換研究会千葉会議の成田山ピクニックが開
催され、成田クラブがホストクラブで成田高校インターアクトクラブにお手伝いをお頼み
しております。矢野青少年奉仕委員会リーダーの奮闘にていよいよ当日を迎える事になり
ました。成田山開基１０８０年祭奉納総踊りの日でもありますので、交換留学生も良い経
験を出来るのではと思います。 

先週のクラブ研修会でも意見が出た様に、何しろ参加して、自ら汗をかく事が奉仕の精神
では大事な事です。お時間のある会員は是非参加して交換留学生にホスピタリティ精神を

発揮してみては如何でしょうか。 

これにて会長挨拶を終わります。ありがとうございました。 
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◇ 表彰 

米山功労者第 5回マルチプル 石橋 菊太郎 会員  
 

◇ 委員会報告 

・青少年奉仕  堀口 路加 奉仕プロジェクト委員長 

≪5 月 12 日の成田山ピクニックについて≫ 

いよいよ明日に行なわれることになりました。天気も良いとの事。”
成田おもてなし”として最高の日をご提供出来ればと思います。 

成田ロータリークラブの役割は、成田高校インターアクト部のリー
ダーさんたちのサポートをして頂きます（引率です）。迷子・体調
不良が発生した場合に本部への連絡係をお願い致します。 

お手伝い頂ける方は、軽装可です。地区ロータリーの赤いジャンパ
ーを着用していただけます。暑さを考え、各自調整をお願い致します。 また、皆様の会
社でお土産になるようなグッズ等ございましたら、ぜひお持ち頂いて参加者にお配りいた
だければと思います。ご協力頂ける方は、109 個ご用意下さい。 

【タイムスケジュール】 

12 時 30 分  三井生命保険㈱ 集合 成田市東町 776-16 

       ＊休日なのでシャッターが閉まっています。三井生命の駐車場に着きまし 

たら 矢野携帯：090-8954-2948 までご連絡下さい。 

駐車場は、建物の裏にあります。 

12 時 30 分～12 時 45 分  当日スケジュールと担当グループ説明 

12 時 45 分～13 時頃    バス乗車の習志野中央 RC より TEL あり次第、米屋観光セン 

ターへ移動 

13 時頃  米屋観光センター駐車場にて、担当バスに乗り自己紹介 

13 時頃～15 時 30 分  成田山観光 

      ①全員で、新勝寺参拝。英語のガイドブック用意済み。当日配布。 

      ②参拝後、成田山観光 

       ＊観光スケジュールは、成田高校インターアクト部のリーダー9 名におま  

かせ 

15 時 30 分  米屋観光センター着 

16 時   幕張へ出発 

成田ロータリークラブ会員はタスキをお願い致します。また成田クラブから、交換留学生
全員に成田山の勝守のプレゼントを考えております。 

 

・社会奉仕    石川 憲弘 リーダー 

栗山公園に植樹してあります月桂樹と桜の木ですけど、職人さんに消
毒と肥料をまいていただきました。月桂樹の木は大分カイガラムシが
ついていたようです。しばらくの間、年 2 回消毒してはという提案が

ありました。 

 

・広報公共イメージ   甲田 直弘 リーダー 

漫画 米山梅吉ものがたり 発刊 

 第 2700 地区で日本のロータリーの創始者である米山梅吉の生涯を 

まとめた漫画の政策を企画し 今年３月３１日に発刊されました。 

ロータリーの書籍というと、何か難しく考えてしまいがちですが 

漫画という事で、気楽に読めるのではないでしょうか。 

 

・国際奉仕    佐瀬 和年 リーダー 

使用済み切手回収のお礼です。今回、小川会員、近藤会員、成田会長、
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中野会員に御協力いただきました。今回が今年度最後となります。御協力、ありがとうご

ざいました。 

 

・クラブ管理運営委員会  角田 幸弘 委員長 

５月の最終例会は、新会員歓迎例会です。本年度は７名の新会員を
お迎えすることができました。 

場所は成田Ｕ－シティホテルです。よろしくお願いします。 

そして、成田年度の最終家族例会が６月２９日にＡＮＡクラウンプ

ラザホテル成田にて行われます。 

こちらの方は、お世話になった会員やご家族様と一緒に過ごす、本
年度最後の例会ということになります。 

大勢の皆様の参加をお待ちしております。 

そして、来週からクールビズが始まりますが、スーツやジャケット着用の時には、これま
で通りロータリーバッジをお願いします。 

クールビズですが、ロータリーの例会にふさわしい服装での例会出席をお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告 

【回覧】 

・週報  多古ロータリークラブ 

・次年度活動計画書作成にあたり、会員名簿、誕生日・結婚記念日、職業分類ご確認のお
願い 

・出欠表（新会員歓迎例会、海釣り、第１０グループ親睦ゴルフコンペ、成田 RC 親睦ゴ
ルフコンペ、最終例会） 

・2018 年 5 月「青少年奉仕月間」月間リソースのご案内と出版物注文用紙の更新 

・RI 日本事務局より「財団室 NEWS 5 月号」 

・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER 5 月号」と 講演会のお知らせ 

・オクトンよりトロント国際大会オリジナル商品のご案内 

・成田市社会福祉協議会より「福祉なりた第 126 号」 

・勝浦ロータリークラブ 55 周年記念式典出席の御礼のあいさつ 

・地区より「クラブ会報優秀クラブ」表彰状 

【連絡】 

・５月のロータリーレート １ドル＝１０８円 

・例会終了後、ちどりで理事会を開催いたします。 

 

◇ ガバナー準備室会議 

設楽 正行会員 

本日は、ガバナー年度地区大会行程表についてご説明申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§２０年度地区大会行程表1
委員会 項目 6 7 8 9 10 11 12 1
総務 18年度地区大会におけるＰＲについて 企画立案 ＰＲ用品発注 役割分担 リハ－サル 本番

Ｇ事務所との業務のすり合わせ 大会後

ゴルフ 地区協の際のＰＲパンフ作成 原案 発注 ４月配布

§２０年度地区大会工程表2
委員会 項目 19/7 8 9 10 11 12 1 2
ゴルフ 各クラブへパンフ・参加者名簿発送 発送 参加者確定

組み合わせ表について(９分区早朝） 作成発送
受付・チャリティ－ホ－ル等役割分担 検討・確定

景品について 々
懇親会次第・進行表について 々

懇親会席次について 々
懇親会司会者・乾杯・中締め・景品配布者 々
懇親会場内案内・役割分担について 々

写真班 々
チャリティ受領者への連絡・出欠確認 案内 確定
ゴルフ場に対して感謝状について 検討・確定 作成 贈呈

総務 アパＨとの折衝について 2018年8月 以後随時
大会会場・本部・懇親会場・晩餐会場
昼食場・来賓控室・学生控え室等確認
アパ含む周辺ホテルの予約について 2019年2月 仮押さえ 例年の例に
ＲⅠ会長代理・エ－ド夫妻部屋確保 2018年8月
コ・ホストとの連携役割分担について 2019年2月 役割確定 2019年9月 第１回会合後月1会合

記念講演者の決定について 2018年8月 全員の推薦 2018年9月 絞り込み １０月折衝 １２月決定
大会案内パンフ作成 2019年5月 発注 2019年7月 クラブへ

大会実出席者の把握各クラブの確認 2019年１１ 確認
一般来賓の案内および出欠確認 2019年9月 発送 2019年11月 確定
大会プログラム作成について 2019年１2 発注 物故者確認

ＲＩ会長について 決定次第 挨拶に
記念品・地元の資料などについて １１月 検討決定
手提げ発注・袋詰め作業全員で 1月 数確認 2月 袋詰め

胸花(来賓・主催者・一般来賓・女性）発注 １２月 数確認 発注
物故会員の写真収拾・編集 １月 早めに

Ｒファミリィへの案内集合場所、待機場 １０月 発送 11月確定
ＲＩ会長代理エ－ド、来賓への御礼状作成 １月 作成 終了後すぐ

その他、他委員会に属さない全て

会場式典 司会者・アシストの決定、進行表の作成 2019年１１ 決定
会場内外看板の作成依頼、設置場所確認 2019年１２ 業者依頼

Ｒ旗等例会用品の確認責任者 2019年10 担当決定
会場来賓の席次札、地区内外、各分区札 2020年1月 担当決定 当日担当決定
式典会場の配置図作成および立て看板 2019年12 発注
会場内案内の人数および配置の決定 々 決定
リハ－サルの日時、方法の検討 2019年10 Ｈと協議 決定 前日も

ＲＦ発表者募集、展示、委員会報告パネル 2019年12 々
Ｒファミリィ当日出場の方法の説明担当者 2019年10

7 8 9 10 11 12 1 2
受付登録 決定案内

夫人の参加、依頼の決定 依頼
上記参加するならバスの手配 決定

受付人数、配置、胸花付ける人は 作成
ＰＧ・一般来賓・分区別等案内札作成 決定
上記各控室案内人および各部屋担当者 決定
各控室接待人、茶菓子等接待人の決定 決定
受付で最終出席者名簿を壇上の諸岡Ｇに
届け、紹介漏れの無いようにする係 担当決定 発注

2日目、弁当の手配、配布、食事会場案内 担当決定
決議・選挙管理・資格審の部屋、担当決定 々
Rファミリ－の控室・懇親の部屋担当決定

懇親
晩餐会アトラクション奏者 18年中に 企画決定 出演依頼 決定

晩餐会司会者と進行表の作成 19年中に 担当決定 進行表作成 決定
２日めの昼、夜懇親会アトラクション 19年中に Ｈと相談の上 決定
友愛の広場設営、飲み物手配 々 Ｈと相談の上 決定

Ｒ用品業者、地元業者配置の決定 2020年1月 決定
エクスカ－ション決定および担当 2019年10 企画決定 担当決定

青少年交換、財団、米山集い担当決定 々 決定
大懇親会の次第司会など役割の決定 々 々
大懇親会内容と参加者の決定 々 々

交通 駐車場の確保、人員の配置 2019年10 Ｈと協議
たすき、誘導等準備 々

駐車場満杯時の対応について 々
路上立て看板の発注、設置担当

事故など不測の事態に対応する担当者 々 結締

記録広報 撮影場所、場面、人数など佐瀬君と相談 2019年11 決定
記念誌発注業者決定 々
編集後記執筆者 々

各クラブ、関係各位に発送

会計 予算案の作成
事前事後の会計処理

事後報告書(決算書）作成

§諸岡Ｇ年度政策について
政策 6 7 8 9 10 11 12 1 2
委員会 ・地区組織の総点検、新構築 決定

・地区内会員基盤の総点検 補佐会議前
①地区内グル－プの再編に伴う問題点
②ガバナ－補佐の選任方法の検討
③Ｇ補佐の研修について
④地区全体としての研修と人材育成は
⑤新クラブの創設（Ｅクラブを含む)について
・地区戦略計画(目標とする指標設定）
・クラブ活力のための支援策について
上記につき地区委員会と成田ＲＣの関わり
・当地区70周年、地区史刊行について
・地区大会に於ける諸々の関わり

その他
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◇ 点  鐘   成田 温 会長 

§２０年度地区大会行程表1
委員会 項目 6 7 8 9 10 11 12 1
総務 18年度地区大会におけるＰＲについて 企画立案 ＰＲ用品発注 役割分担 リハ－サル 本番

Ｇ事務所との業務のすり合わせ 大会後

ゴルフ 地区協の際のＰＲパンフ作成 原案 発注 ４月配布

§２０年度地区大会工程表2
委員会 項目 19/7 8 9 10 11 12 1 2
ゴルフ 各クラブへパンフ・参加者名簿発送 発送 参加者確定

組み合わせ表について(９分区早朝） 作成発送
受付・チャリティ－ホ－ル等役割分担 検討・確定

景品について 々
懇親会次第・進行表について 々

懇親会席次について 々
懇親会司会者・乾杯・中締め・景品配布者 々
懇親会場内案内・役割分担について 々

写真班 々
チャリティ受領者への連絡・出欠確認 案内 確定
ゴルフ場に対して感謝状について 検討・確定 作成 贈呈

総務 アパＨとの折衝について 2018年8月 以後随時
大会会場・本部・懇親会場・晩餐会場
昼食場・来賓控室・学生控え室等確認
アパ含む周辺ホテルの予約について 2019年2月 仮押さえ 例年の例に
ＲⅠ会長代理・エ－ド夫妻部屋確保 2018年8月
コ・ホストとの連携役割分担について 2019年2月 役割確定 2019年9月 第１回会合後月1会合

記念講演者の決定について 2018年8月 全員の推薦 2018年9月 絞り込み １０月折衝 １２月決定
大会案内パンフ作成 2019年5月 発注 2019年7月 クラブへ

大会実出席者の把握各クラブの確認 2019年１１ 確認
一般来賓の案内および出欠確認 2019年9月 発送 2019年11月 確定
大会プログラム作成について 2019年１2 発注 物故者確認

ＲＩ会長について 決定次第 挨拶に
記念品・地元の資料などについて １１月 検討決定
手提げ発注・袋詰め作業全員で 1月 数確認 2月 袋詰め

胸花(来賓・主催者・一般来賓・女性）発注 １２月 数確認 発注
物故会員の写真収拾・編集 １月 早めに

Ｒファミリィへの案内集合場所、待機場 １０月 発送 11月確定
ＲＩ会長代理エ－ド、来賓への御礼状作成 １月 作成 終了後すぐ

その他、他委員会に属さない全て

会場式典 司会者・アシストの決定、進行表の作成 2019年１１ 決定
会場内外看板の作成依頼、設置場所確認 2019年１２ 業者依頼

Ｒ旗等例会用品の確認責任者 2019年10 担当決定
会場来賓の席次札、地区内外、各分区札 2020年1月 担当決定 当日担当決定
式典会場の配置図作成および立て看板 2019年12 発注
会場内案内の人数および配置の決定 々 決定
リハ－サルの日時、方法の検討 2019年10 Ｈと協議 決定 前日も

ＲＦ発表者募集、展示、委員会報告パネル 2019年12 々
Ｒファミリィ当日出場の方法の説明担当者 2019年10

7 8 9 10 11 12 1 2
受付登録 決定案内

夫人の参加、依頼の決定 依頼
上記参加するならバスの手配 決定

受付人数、配置、胸花付ける人は 作成
ＰＧ・一般来賓・分区別等案内札作成 決定
上記各控室案内人および各部屋担当者 決定
各控室接待人、茶菓子等接待人の決定 決定
受付で最終出席者名簿を壇上の諸岡Ｇに
届け、紹介漏れの無いようにする係 担当決定 発注

2日目、弁当の手配、配布、食事会場案内 担当決定
決議・選挙管理・資格審の部屋、担当決定 々
Rファミリ－の控室・懇親の部屋担当決定

懇親
晩餐会アトラクション奏者 18年中に 企画決定 出演依頼 決定

晩餐会司会者と進行表の作成 19年中に 担当決定 進行表作成 決定
２日めの昼、夜懇親会アトラクション 19年中に Ｈと相談の上 決定
友愛の広場設営、飲み物手配 々 Ｈと相談の上 決定

Ｒ用品業者、地元業者配置の決定 2020年1月 決定
エクスカ－ション決定および担当 2019年10 企画決定 担当決定

青少年交換、財団、米山集い担当決定 々 決定
大懇親会の次第司会など役割の決定 々 々
大懇親会内容と参加者の決定 々 々

交通 駐車場の確保、人員の配置 2019年10 Ｈと協議
たすき、誘導等準備 々

駐車場満杯時の対応について 々
路上立て看板の発注、設置担当

事故など不測の事態に対応する担当者 々 結締

記録広報 撮影場所、場面、人数など佐瀬君と相談 2019年11 決定
記念誌発注業者決定 々
編集後記執筆者 々

各クラブ、関係各位に発送

会計 予算案の作成
事前事後の会計処理

事後報告書(決算書）作成

§諸岡Ｇ年度政策について
政策 6 7 8 9 10 11 12 1 2
委員会 ・地区組織の総点検、新構築 決定

・地区内会員基盤の総点検 補佐会議前
①地区内グル－プの再編に伴う問題点
②ガバナ－補佐の選任方法の検討
③Ｇ補佐の研修について
④地区全体としての研修と人材育成は
⑤新クラブの創設（Ｅクラブを含む)について
・地区戦略計画(目標とする指標設定）
・クラブ活力のための支援策について
上記につき地区委員会と成田ＲＣの関わり
・当地区70周年、地区史刊行について
・地区大会に於ける諸々の関わり

その他
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第 11 回役員・理事会 
 
１．5月、6月の例会及び事業、行事計画の確認 
5月の予定  

11日 (月) 通常例会 諸岡ガバナー準備会 例会終了後第 11 回理事会 
18日 (金) 通常例会 国際奉仕 平山 秀樹会員 

 25日 (金) 新会員歓迎夜間例会 成田Ｕ―シティホテル 18：00 受付 18：30 点鐘 
6月の予定  

1日 (金) 通常例会 会員卓話：桜井会員 
第 12回新旧合同役員・理事会 

8日 (金) 通常例会 諸岡ガバナー準備会 
15日 (金) 通常例会 通常例会 クラブ協議会-6（年度総括：PART1） 
22日 (金) 通常例会 通常例会 クラブ協議会-7（年度総括：PART2） 
29日 (金) 夜間移動家族例会 ANA クラウンプラザホテル成田 

18：00 受付 18：30 点鐘 

承認 
２．クールビズ期間の件 

5月 18日～10月 26日                                      承認 
３．青少年交換留学生 成田山ピクニック：（青少年奉仕委員会 矢野リーダー）の件 

5 月 12日（土）勝守 110個留学生にプレゼント 55,000円                      承認 
４．会長・幹事会（今年度最終） 

6 月 1日（金）成田ビューホテル                              承認 
５．成田ロータリークラブ FRゴルフコンペ 

6 月 7日（木）成田ハイツリーゴルフクラブ                           承認 
６．2790地区フェアウェルパーティ 

6 月 15日（金）ホテルマンハッタン 17：30～ 
成田会長、長原幹事、諸岡（靖）、堀口路加会員参加予定                     承認 

７．会員及び家族の訃報通知があった場合の確認事項 
    ロータリーの受付、葬儀のお手伝いは会長、幹事一任 

お手伝い「あり」の場合、担当委員会は S.A.A.   ※訃報通知は事務局よりお知らせ        承認 
８．第 10グループゴルフコンペの件 
 クラブ登録料 30,000円及び参加費用はクラブ負担                        承認 
９. 国際奉仕委員会 モンゴル支援の件 

「新モンゴル高専ものづくり企業見学ツアー」予算 30万円まで                  承認 
10.次年度地区委員会名称変更に伴い、クラブの委員会名の変更 
 会員増強・退会防止→会員増強・維持拡大 
 広報・公共イメージ→広報・公共イメージ向上                          承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 4月 28日 地区研修協議会前日準備 

神﨑 誠、平山 秀樹、成田 温、村嶋 隆美、菊地 貴、伊藤 隆治 
甲田 直弘、浅野 正博、藤崎 礼子、ローソンかおり、諸岡 靖彦 
堀口 路加、松田 泰長 各会員 

4月 29日 地区研修協議会 

笠原 智、小寺 真澄 各会員 5 月 8日 地区ロータリー研修員会 

成田 温、深堀 伸之、長原  正夫、小寺真澄、石川 憲弘 
角田 幸弘、堀口 路加、平山 秀樹 各会員 5月 11日 第 11回役員・理事会 

諸岡 靖彦 会員 5月 11日 
第 23 回国際ロータリー日本
青少年交換研究会千葉会議
プレコンベンション  

成田 温、神﨑 誠、矢野 理恵、堀口 路加、成島 陽子、中野 直人 
石田 洋平、平山 秀樹、小池 正昭、笠原 智、小寺 真澄 
松本 大樹、桜井 誠、田渕 公敏、ポール ツジ 各会員 

5月 12日 成田山ピクニック引率 

諸岡 靖彦 会員 5月 12日 
第 23 回国際ロータリー日本
青少年交換研究会千葉会
議・本会議 

諸岡 靖彦 会員 5月 12日 
第 23 回国際ロータリー日本
青少年交換千葉会議千葉ナ
イト 

諸岡 靖彦 会員 5月 14日 白井ロータリークラブ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７３ ７０ ４７ ２３ ６７．１４％ ６４．２９％ 

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 

 


