国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2702 回例会 平成 28 年 5 月 13 日（金）
◇ 月初めのお願い
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
齊藤 三智夫 会員
本日はお客様が大変多く、皆様には慌ただしい思いをさせてしまいました。ご協力ありが
とうございました。引き続き第 1 例会はくじ引きを続けて行く所存ですので、ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。
◇
◇
◇

点
鐘
国歌斉唱
ロータリーソング

佐瀬

◇ 四つのテスト
◇ お客様
成田学校インターアクト部

歌唱

和年

会長

奉仕の理想

顧問 早川公敏

先生

高校 3 年生
会田さん、飯田さん、土屋さん、川又さん、木内さん
成田コスモポリタンロータリークラブ
池田 和彦 様
米山記念奨学生 イーチェンさん（千葉大学大学院）
日本生命生命保険相互会社 伊藤 英徳 様
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
久米 剛 様

◇ 誕生日
小宮山四郎会員 S16.5.23、吉田稔会員 S35.5.15
齊藤三智夫会員 S42.5.12、笹子恵一会員
◇ 結婚記念日
高橋晋会員 S46.5.25（預）、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
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◇

ニコニコボックス
橘 昌孝 会員：昨日、栄町の小学校 2
校の身体検査に行ってきました。その帰
りにたまたま金田屋さんへ食事に行き
ましたら、私が中学校の時に通っていた同級生が元気でおりまして、
60 年ぶりに会い大変嬉しかったです。

◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
いよいよ来週は 55 周年記念パーティーが行われます。特別
委員会の皆様には大変お世話をお掛け致しております。
九州の地震災害もあり、「派手目な行いはしない方が良い！」
と言われるご意見が多く、内容を見直すと共に費用を倹約する
配慮がなされ、何度となくプランの立て直しをして戴きました。
特別委員会の皆様のご苦労に感謝申し上げ、記念会の成功を祈
念いたします。
6 月 5 日のチャリティーコンサートも本日例会前に会議を行いました。これまた皆様に
は再三のご協力をお願いする形となりました。今日、明日中に見切りを付けないと、ご来
場者に不安を与えかねない感もあります。
今後はお客様の来場を促す活動に集中して参りたいと思います。ご協力の程宜しくお願
い申し上げます。
◇ 表彰
米山功労者第 2 回マルチプル
長原 正夫 会員
◇

米山奨学金授与

米山記念奨学生

シ イーチェンさん
（千葉大学工学研究科大学院工学部建築.都市科学専攻建築学コース）
皆様、こんにちは。いつもお世話になっております、米山記念奨
学金のシ イーチェンです。カウンセラーの浅野さんとご家族の
お陰で、日本の生活に大分慣れました。また、最近は民家調査と
日本建築のコンペを頑張っております。これからも宜しくお願い
致します。
◇ 委員会報告
・創立 55 周年記念実行委員会
矢島
再度記念パーティーのご連絡です。
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

紀昭

委員長

登録 17 時
点鐘 17 時 30 分
ホテルバス：16 時、17 時
※委員の方は、準備がありますので 30 分早めにお願い致します。
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会員 43 名、家族 18 名 米山奨学生 1 名、事務局 1 名

合計 63 名

・青少年奉仕
石橋 菊太郎 サブリーダー
本日の例会は、青少年の担当委員会でしたので、簡単にまとめたレ
ジュメをご用意いたしました。しかし、55 周年記念事業の話し合い
に振替となりましたので、次回、時間の取れる時までに「これまで
の成田ロータリークラブの青少年奉仕を振り返っていただき、これ
からの青少年奉仕のプロジェクトの形と取り組む姿勢を考えていただきたい」と思います。
クラブ広報より、ロータリーの友の 7 ページから 17 ページまで特集、特に 17 ページ 1 番
の親善大使になるにはという囲み記事。是非推奨して読んでいただきたいと思います。
・成田学校インターアクト部

顧問

早川公敏

先生

本日は、お招きいただきありがとうございました。現在、部員は
3 年生 4 名、1 年生 1 名です。

左から、
3 年会田さん、飯田さん
1 年川又さん
3 年木内さん、土屋さん

・石川 憲弘 会長エレクト
「地区研修・協議会」に幹事、各委員長のみなさんと出席して
まいりました。私は、会長部会プログラムに参加してきました。
その中で規定審議会「比較的重要と思える採択案件」
● クラブ運営に関するもの
１． 入会金について
入会金の名称については廃止の方向だそうです
２． クラブ理事会について
次年度幹事も出席の事
３． クラブ例会と出席について
例会は月２回以上でＯＫ
４． 職業分類について
職業分類は廃止の方向だそうです ロータリーに入りたい人は、どなたでもＯＫ
それだけＲＩは会員を増やしたいのではないでしょうか
● クラブの自主性を尊重し、７月１日より効力が生ずるそうです
当クラブは、内規規定委員長の設楽会員が活動計画書の訂正を進めております
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・55 周年記念チャリティーコンサート
神﨑 誠 奉仕プロジェクト委員長
6 月 5 日に開催されるコンサートのチケット販売に苦労しており
ます。再度ご協力をお願い致します。本日は、各委員会の役割と
今後の行動についてバズセッションをお願いいたします。
◇

幹事報告

深堀

伸之

幹事

≪回覧≫
・例会変更
白井、八街、成田コスモポリタンロータリークラブ
・週報
成田空港南ロータリークラブ
・成田市社会福祉協議会便り 福祉なりた NO.118
・成田市国際交流情報誌 NEWSLETTERNO.203
・成田ユネスコ協会創立 40 周年記念誌「つなげよう ユネスコの心」
・財団室 NEWS ５月号
・地区より退会防止のお願い
・国際ロータリー日本事務局
リソース
≪連絡≫
・5 月のレート

業務推進・資料室より６月「ロータリー親睦活動月間」の

110 円

・各種出席表
・例会終了後、理事・役員会をちどりの間で行います。
・クールビズのＦＡＸを事前に流しておりますが、本日から 10
月 28 日（金）までとなっております。
◇

点

鐘

佐瀬

和年

第3回

会長

メディア協議会

 司会進行
甲田 直弘 会員
 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
 議題
今後のメディア協議会について
 乾杯
設楽 正行 会員
 参加メディア／お客様
朝日新聞 大津正一 様、時事通信社 石井靖子 様、共同通信社
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 藤﨑 康人 様
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様

【時事通信社

石井靖子

様】

成田 6 年目に突入いたしました。メディア協議会が始まった頃は、限
られた方に声が掛かり、時事通信社は参加しておりませんでした。し
かしもっと広い視野でという事で堀口さんに声を掛けていただきま
した。このメディア協議会は衝撃でした。最初に論文発表会みたいな
ものがあり、すぐに意見を求められます。今は亡き平山金吾さんが司
会をされ、すぐに指名され意見を求められたのが、新鮮で面白い集ま
りだという印象を受けました。基本的に良い事をやってもそれを表に
出せない。それが美徳の様な所がありますが、勿論、見せびらかす必
要はないのですが、やっていることを徐々に外にわかるように伝えて
いくことが大事なのではないかと思います。
【朝日新聞

大津正一

様】

昨年末に来て、今回が 3、4 回目になります。感想としてはいつも最
初に講話が 30 分くらいあり、その内容が非常に役立っていました。
それを聞くだけでも価値があります。その後の懇親会でも色んな方
と話が出来るのは非常に良い機会だと思っています。ただ、ここだ
けで話が終わっているのが非常に勿体無いと思います。我々はネタ
を探す時に、これがあるんですけどと言われて書くことはあまりあ
りません。個人個人でお話をする中で見つけることが多いのです。
ここで知り合い、何かの機会にと考えるのですが、二の足を踏んで
しまいます。問題なければ 2 時間くらい皆様のところへ行き、お話をさせていただける機
会があればと考えております。
【共同通信社

浜田直毅

様】

今日はありがとうございます。去年から成田におりましたが、たまた
ま予定が合わなく今回初めて参加させていただきました。兵庫県神戸
市出身で、現在囲護台に住んでおります。
成田空港の担当なので、空港に関連するためになる話や医学部に関連
する地元の率直な意見、良い事、悪い事など、これからも意見を聞け
る場を設けていただきたいと思います。
【共同通信社

斎藤美雪

様】

5 月 1 日に着任したばかりです。本日は、美味しいお料理と沢山の方
にお会いできて本当に嬉しく思います。要望としては、折角地元のい
ろんな企業さんがいらっしゃるのだから、皆さんのお店、仕事を見て
見たいと思います。改まったこういう場はなく、お仕事で、どういう
風な役割で地元を盛り上げていらっしゃるのかというのを拝見させて
いただきたいと思います。これから成田に馴染んでいきたいと思って
おりますのでよろしくお願いいたします。
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第 11 回理事・役員会
１．５、６月の例会及び事業、行事計画の確認
５月の予定
６日 (金)
休会
１３日
２０日
２７日
６月の予定
３日

定款第 6 条第 1 節により休会

(金)
(金)
(金)

通常例会
創立 55 周年記念例会
通常例会

第 11 回理事・役員会
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

(金)

月初例会

第 12 回合同理事・役員会

登録 17 時

点鐘 17 時半

１０日 (金)
通常例会
１７日 (金)
通常例会
２４日 (金)
最終例会
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
5 月 17 日メディア協議会 １８：３０～Ｕ－シティホテル
5 月 21 日（土）八街創立 50 周年記念例会
6 月 5 日（日）チャリティーコンサート 於：成田国際文化会館
10 時ロビー集合
２、退会、新会員承認について
日本生命保険相互会社 成田支社
音花 昭二会員（3 月末退会）→伊藤英徳氏
成田ビューホテル
川島 利昭会員（3 月末退会）→香取達也氏
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
後藤 敦会員（3 月末退会）→久米剛氏
千葉興業銀行成田支店
小柳 政和会員（3 月末退会）→小岩井学氏
大澤 浩一会員（3 月末退会）、角田 憲司会員（4 月末退会）
３、空港対策協議会年会費について
６，０００円
４、フェアウェルパーティーについて
佐瀬会長、堀口会員（地区米山記念奨学委員長）、諸岡会員（地区ＲＬＩ推進委員会委員長）出席予定
33,000 円振り込み済み

出 席

承認

承認
承認
会費三人分
承認

表

会員数
６０
ＭＡＫＥ ＵＰ
佐瀬 和年、深堀

出席義務者数
５９
ＣＡＲＤ
氏
伸之

出席数

欠席数

出席率

前回補正

３９

２０

６６．１％

７２．５％

名

月

各会員

佐瀬 和年、深堀 伸之 各会員
石川 憲弘、吉田 稔、矢島 紀昭、佐瀬 和年
小宮山 四郎、成田 温、神﨑 誠、堀口 路加
各会員
佐瀬 和年、深堀 伸之、石川 憲弘、松田 泰長
小坂 裕巳、甲田 直弘、吉田 稔、神﨑 誠
遠藤 英一、高橋 正 各会員
諸岡 靖彦
神﨑 誠
齋藤三智夫 各会員
設楽 正行、石橋 菊太郎、小川 賢、佐瀬 和年
石川 憲弘、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠
深堀 伸之、甲田 直弘、長原 正夫、佐藤 英雄
堀口 路加、諸岡 正徳、菊地 貴 会員

日

ク ラ ブ 名

4 月 27 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

4 月 26 日

富里ロータリークラブ

4 月 29 日

地区研修・協議会

5 月 13 日

第 11 回理事・役員会

5 月 16 日

地区ＲＬＩ－ＤＬ養成講座

5 月 17 日

メディア協議会

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

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
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