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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2609回例会 平成 26年 5月 30日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      堀口 路加 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

 池田 和彦 様、大木 裕信 様、田中 英幸 様 

 滝澤 政樹 様 

◇ ニコニコボックス 

池田 和彦 会長（成田コスモポリタンＲＣ）：5月 14日に行われ

ました成田コスモポリタンロータリークラブの 20周年記念例会・

1000 回例会には多数のご出席をいただきありがとうございました。

成田ロータリークラブさんに比べますと、歴史も浅くまだまだです

が 25周年に向けて頑張っていきたいと思っております。成田ロー

タリークラブさんの 55周年記念式典には当クラブからも積極的に

ご協力させていただく所存でおりますので、これからも宜しくお願いいたします。本日

はありがとうございました。 

石川 憲弘 会員：先日の水曜日、私があまりにも意気地無いも

のですから「石川を励ます会」ということで、長太郎カントリー

クラブで４組の人が集まりゴルフコンペを開催してくれました。

私もあっちこっち痛くて皆様に気を使わせて本当に申し訳ありま

せんでした。まだまだ老け込む年ではないと思っておりますので、

他の色々な行事にも参加していきたいと思っておりますと共に、ロータリーの友情に大

変感謝しております。 

矢島 紀昭 会員：ただいま石川会員からお話がありましたが、実

はこの会は「渡辺さんと石川さんを励ます会」で企画しましたが、

当日、渡辺さんが体調不良で参加できず非常に残念でしたが、金一

封をいただきまして、石川さんと合わせて数万円になりましたので

4組のこのゴルフコンペは記念品ではなく賞金制としました。お蔭

さまで私は優勝させていただきましたのでニコニコさせていただきます。 

小泉 英夫 会員：すでに皆様の前に配らせていただいております

が、4月 30日、「第 3滑走路を実現させる会」というのが行われま

した。昨日も新聞に出ておりましたが、発着回数を 75万回から 83

万回へ増やすという案が出ております。成田は 4万、羽田は 3万 9

千回。羽田は騒音を抑えるため高度 6，000 フィート（1,800m）

以下は飛べないと条例で決まっておりますので、これを夕方 3時間
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から緩め回数を増やす。成田は飛行機が着陸後に素早く滑走路を出るための誘導路を造

ることなどで増やすと新聞に出ておりました。両方とも 1本ずつ増やそうという話も出

ておりましたが、そうした場合、羽田は沖合を埋め立てて 6千億から 1兆円かかるだろ

うと。成田の場合は 3分の 1くらいで出来るわけですから成田がどう見ても先でしょう

という意味でも、是非、この署名が必要です。ご協力よろしくお願い致します。 

平山 金吾 会員：3 つほどございます。一つ目は堀口会員の米

本団地にあるマリヤ保育園を受注させて頂きました。会員からの

受注は大変嬉しくもあり、また緊張も伴います。二つ目は成田高

校でインターアクト活動をしております孫の温子が付属小学校の

募集のパンフレットに、ＯＢとして書いている文章が掲載されま

した。大変有り難いことです。最後に、本日入会されます会員の

中に、ローターアクトでお世話になっておりました娘の和子の婿がおりまして、正にロ

ータリーファミリーということでこれから益々頑張っていただきたい、頑張っていこう

と思っております。 

堀口 路加 会員：今平山会員からお話がありましたが、昭和 46

年に八千代市の米本団地に開設したマリヤ保育園というのがあり

ますが、これをこの度増改築することになりました。補助金事業

は大変厳しく入札をしてもほとんど不調に終わり、なかなかうま

くいかない中でしたが、平山会員の会社に入札をしていただき落

札をしていただきましたのでお礼を込めてニコニコさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。ここ数日、真夏を思わせるような気温

と湿度ですが、皆様体調管理にはくれぐれもお気を付けく

ださい。 

 今日は５月最後の例会ですが、この５月は８日を最初の

日としてＡ班からＦ班に分けたホームミーティングが行わ

れました。私も成田幹事と手分けをして参加させていただ

きましたが、まさに少人数で多くの話題が取り上げられ、

少なくとも私が参加したグループではアルコールがでる前からかなり真面目な議論が

交わされたようです。この後、各グループの書記の皆様には、十分な内容発表を期待し

ております。 

 今週は、先週のお二方の入会式に引き続きまして、稲垣興業株式会社代表取締役社長

の菊地 貴様、学校法人浅野学園玉造幼稚園理事長の浅野正博様、そして先週オブザー

バーとして出席された三井住友海上火災保険株式会社千葉支店成田支社長の八田光雄

様のお三方の入会式が行われます。 

 また、ホームミーティングの各グループの書記の皆様には、十分に時間を取って、そ

れぞれのグループのミーティング内容をできるだけ詳しく発表していただきたいので、

誠に簡単ではありますが、本日の会長挨拶はこの辺で終わりとさせていただきます。 

最後になりましたが、成田コスモポリタンロータリークラブの池田会長、田中様、大

木様、そして滝澤様、本日は成田ロータリークラブの例会にようこそお越しくださいま



 3 

した。楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク  小川 賢 会員 

≪平成 26年度第 1回空港周辺道路美化活動の実施について≫ 

6月 24日（火）成田国際文化会館に集合していただき 9時 15分

に出発式を行い 11 時頃に終わる予定です。従来の成田ロータリ

ークラブですと国際文化会館からバスに乗り、東急ホテルから空

港道路をゴミを拾いながら文化会館まで歩いてくるという道の

りです。実施計画書、コースが出ておりますので参照して下さい。

多くのご参加をお待ち致しております。 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会 小宮山 四郎 委員長 

次年度長期計画委員会（ＣＬＰ）を直近のご案内で大変申し訳あ

りませんが、本日例会終了後、ラウンジで行いたいと思いますの

で宜しくお願いいたします。 

 

◇ 入会式 

浅野 正博（あさの まさひろ） 会員  学校法人浅野学園 

推薦人 平山 金吾 会員、堀口 路加 会員 

顧 問 小川 賢 会員 

所属委員会  会員増強・退会防止委員会  会員増強担当 

         ロータリー財団・米山記念奨学委員会 米山記念奨学担当 

職業分類   教育団体 

只今ご紹介頂きました浅野でございます。ご紹介の中にありま

したが、成田のニュータウンで幼稚園をやっております。私の

父が昭和 56 年に玉造に幼稚園を開園しまして、幼児教育に携

わっております。今日からロータリークラブに入会させていた

だき、全く中身はわかりませんが、先輩方に 1日 1日教えても

らいながらロータリーの活動に参画させていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

菊地 貴（きくち たかし） 会員 稲垣興業株式会社 

推薦人 平山 秀樹 会員、成田 温 会員 

顧 問 設楽 正行 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 親睦担当 

         奉仕プロジェクト委員会 青少年奉仕担当 

職業分類   看板、サイン 

東町でテント看板イベントの仕事をしております菊地です。なにぶん分からないことが

沢山ございましてこれから一生懸命がんばっていきたいと思いますので宜しくお願い

いたします。 

 

八田 光雄（はった みつお） 会員 三井住友海上火災保険株式会社 

推薦人 平山 秀樹 会員、遠藤 英一 会員 
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顧 問 渡邉 孝 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 プログラム担当 

         奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕担当 

職業分類   損害保険 

この 4 月に成田に参りまして当クラブのことをご紹介いただき、

成田市の発展、ロータリークラブの発展に微力ながら我々の得意

とするリスクマネージメントを通じてお役に立てればと思って

おります。今後皆様の一歩でも近くに力になりたいなと思ってお

りますので何卒よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．例会変更     白井 RC、八街 RC 

＜ご連絡＞ 

１．今日のホームミーティングの発表原稿はデータで事務局へお

送りください。 

 

◇ クラブ協議会 

テーマ「今後のロータリー活動について」 

 ～ホームミーティング発表～ 

Ａ班：平成 26年 5月 26日（月） 菊屋 

出席者(敬称略、順不同)  

大澤 浩一(リーダー)、豊田 磐、石橋 菊太郎、石川 憲弘、逆井 哲也 

小寺 眞澄、小柳 政和(書記)  オブザーバー 遠藤 英一  

 

現状認識と改善点(今後の活動について) 

1. 例会について 

現状認識 

・毎週昼に集まるのが難しい会員がいる 

改善点 

・アルコールの有無は別として夜間例会を増やすべきではないか 

2. ロータリー活動 

現状認識 

・入会間もない会員はロータリー活動って何と思うことがある。 

・専門用語も理解できていない。 

・土日祝日開催のイベントに参加できない会員も多い。 

改善点 

・クラブ研修セミナーの早期開催と回数増。 

・青少年奉仕活動に関係する指導者・選手に例会に参加してもらいＲＣの理解を深

めてもらう。 

3. 青少年奉仕 
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現状認識 

・サッカー大会は他でも数多くあり、当クラブの大会が本当に役立っているのか？ 

・サッカーの普及が目的なのか、青少年奉仕が目的なのか曖昧である。 

・今回、初めて気仙沼のチームを招待したが、これは復興の一助になっているのでは

ないか？ 

・今回、積極的に関与したことで費用負担が 10万円から 70万円になった。 

改善点 

・お金の使い方について見直すべきではないか。 

・丸投げは良くないので、今後も積極的に関与していくべきである。 

・青少年スポーツに成田ＲＣの冠をつけることは、企業の冠大会と本質が違うこと

を指導者・選手に理解してもらわなければならない。 

4. 今後の成田ＲＣ 

現状認識 

・コスモポリタンＲＣは活気がある。 

・成田ＲＣは歴史が足かせになっていないか？ 

改善点 

・成田ＲＣの例会は質も高い。伝統を守りながら、新しいものを取り入れ、活気あ

るクラブにしていかなければならない。 

 

【感想】 

今回の参加者は 8 名ということでざっくばらんに話すことがで

ました。 

この人数だと相互理解も図れることから、年に数回はあっても

良いと思いました。 

逆井会員が高校在学中に、同じ高校で大澤会員が直接ではない

が教壇に立たれていたことも判明するなど新しい発見もありま

した。 

 

Ｂ班：平成 26年 5月 9日（金） 鳥丈 

出席者(敬称略、順不同) 

福田 朗(リーダー)、平野 省二、高橋 晋、神﨑 誠、堀口 路加 

松村 里美(書記)  オブザーバー 成田 温、黒須事務局 

 

前提・・・ロータリーは、多様な職種の人の集まりであり、会員同士の親睦を深めてい

くことが重要である。 

 

・円滑な例会の運営を企図し、各委員会のメンバー配置については適正な人数の配置が

望まれる。(例えばプログラム委員会)  

・「会友の創設」・・・退会・異動された方々とのご縁・つながりを大切にしていくため

にも、今後、創設を検討してはどうか。（成田コスモポリタンＲＣでは取り入れられて

いる） 
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・会員の増強・・・女性会員をはじめ、以前に卓話にお越しいただいた方へのお誘いも

積極的にしてみてはどうか。(酒々井アウトレット・南様等)  

・例会と催事のバランス・・・・幅広く催事をおこなうのか、例会が基本で＋α位が良

いのか。検討の余地あり。  

 ・月初めに配布されるロータリーの友の活用として、新会員、ロ

ータリー歴の浅い会員のために先輩方からご示唆いただければロ

ータリーについてもっと理解を深めることができるのではないか。 

・この度は入会 1 年の私にこのような貴重な機会（書記・発表）

をいただきありがとうございました。 

 

Ｃ班：平成 26年 5月 20日（火） ANAクラウンプラザホテル 

出席者(敬称略、順不同) 

長原 正夫(リーダー)、深堀 伸之、飯田 正雄、喜久川 登、岸田 照泰、松田 泰長 

滝沢 尚二、矢島 紀昭、吉田 嘉浩、吉田 稔(書記)、オブザーバー 遠藤 英一 

 

≪内容≫ 

今後のロータリー活動といっても、大ベテランもいらっしゃれば私のような２年生もお

り個人的にはテーマも難しい反面、きょうの発表にむけて概要を取りまとめるのに苦労

しました。むしろ、更に何も知らなかった昨年時の発表の方がスムースであったかもし

れません。そんななか、各事項について、活発な自論展開があり、きょうの発表では大

きく３つに分類しました。 

①親睦活動の重要性 

親睦活動の内容については、各位の経験年数や考え等により差はあると思いますが、C

班においては概ね重要性と内容の工夫について重視する意見が多かった。 

・親睦を通して新人と接したい。 

・上記と合わせて新人歓迎会の開催時期の工夫。 

・親睦イベント企画の発表が楽しみ。 

・RF手前の研究会活動による個別の親睦強化。 

以上のように、親睦活動に対する期待が非常に強く重要性を再確認した。 

②全活動の弾力化 

国際ロータリーの傘下団体である一方、成田の特性や実績に基づく活動を意識していい

とおもう。 

・ルール無視ではないが、あまり規約等にこだわらずに細かいことを言わない。 

・個人の言動を尊重する。 

・場合により私語も結構である。 

・卓話時間の確保のために、会長挨拶やニコニコの弾力的運用。 

③特色強化 

５０年以上の伝統を有する地元の先駆けロータリークラブとして他クラブの見本とな

るべく特色を今後も継続していくべきであり、楽しみや気楽さだけを求めず、さすがは、

新勝寺や国際空港の地元ロータリークラブであるというファーストクラブの姿を目指

そう。 
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・参道界隈、国際空港ならではの活動。 

・分区ナンバーワン宣言。 

・H/M費用個人負担、週報広告収入、無言ニコニコ等による収入拡大および活動拡大。 

・ロータリー教育の拡充。 

・よい伝統の継承と時代に即した柔軟な対応。 

 

【まとめ】 

結論をもとめる H/M ではないし短時間の議論なので限界を感じ

た。漠然としたまとめであるが、各会員は、各社において重責を

になう親分であるので会員相互が尊重したうえで切磋琢磨して、

おおきな気持ちでお互いを受け入れていく。これにより、一層充

実したロータリーライフを送れることとおもう。ホームミーティ

ングをとおして、日頃のガス抜きが出来た。あわせてロータリア

ン同士の友情を再確認した。 

 

Ｄ班：平成 26年 5月 13日（火）國之家 

出席者(敬称略、順不同) 

角田 幸弘(リーダー)、渡辺 孝、小宮山 四郎、日暮 俊久、沢田 喜信、石指 雅

啓、佐久間 高直、福原 孝一(書記)  オブザーバー 成田 温  

 

①ローターアクト（18歳から 30歳までの青年男女のための、ロータリークラブが提唱

する奉仕クラブ）を積極的に取り入れ、未来のロータリアンを育てる。 

私自身も父がロータリアンで、学生の頃からロータリー活動を身近に体験し良かったと

思っております。 

②学校などにロータリアンが出向き、ロータリアンの活動を卓話などで紹介する。 

子供達が大人になった時に、ロータリークラブに入ってみたいなと思ってもらえるよう

な環境を育てていく。 

③入会金について 

例会免除の方と現会員の会費が同じというのはどうだろう。今一度検討してみてはどう

か。 

 

【感想】 

楽しい一時、そして人間関係が深められたかなという印象を受け

ました。また今後もこういった少人数でのホームミーティングが

楽しみです。今後ともよろしくお願い致します。 

 

Ｅ班：平成 26年 5月 8日（木） ル・タンド－ル 

出席者(敬称略、順不同) 

角田 憲司(リーダー)、大木 健弥、近藤 博貴、橘 昌孝、細矢 正雄、山田 真幸 

小泉 英夫、平山 秀樹、諸岡 正徳(書記)  オブザーバー 遠藤 英一 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E4%BB%95
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①会員拡大の為に今後の対策をどうするのか? 

「新入会員の定着の為にどうするのか?」 

・新入会員に対するフォロ－アップが不足している。 

・また顧問制度も不足しており、何のための顧問制度なのかをそれぞれの委員会でも検

討(勉強)すべきである。 

・新入会員には先に顧問へ紹介しようと思っている。 

・新入会員への勉強会も RI形式で実施し、定着性の向上を図っている。 

・「例会のあり方について」 

例会が新入会員にとって参加意欲を掻き立てるものでなければならない。 

その為にはプログラム委員会が中心となって、新入会員が積極的に例会に参加し、そ

の中で何かを見出せるようにしていかなければならない。 

②次年度ガバナ－の方針である「CLP」とは? 

・成田 RCは既に導入済みであり、重要なのは全員参加ということである。 

・CLPはベストプラクティスだというが、第一条件として人員規模が要求される。 

・CLPは 1つのツ－ルであり、目的はクラブをどうやって活性化させるかだが、この

ツ－ルを使ってどうやるかが重要である。 

・CLPは組織の作り方であるが、組織が出来れば難しくはない。 

・どの規模でも同じ組織を作る必要はなく、規模に合わせて作ればよい。 

・成田は、地区のオピニオンリ－ダ－として地区を牽引していかなくてはならない。 

③週報のあり方について、再度検討すべきなのでは? 現状全てお任せで何もしていない。 

④会計基準をきちんと作成すべきではないか? 

⑤例会も昼間だけではなく、月に 1回は定例で夜間も取り入れるべきでは? 

⑥RC活動とは参加しないと分からない、但しただ参加するので

はなくきちんとどういう価値観を持ってやるかという意識が重要

である。 

⑦成田 RCの素晴らしいところは、皆が公平であるという点であ

る。 

 

Ｆ班：平成 26年 5月 26日（月） Ｕーシティホテル 

出席者(敬称略、順不同) 

甲田 直弘(リーダー)、設楽 正行、小川 賢、諸岡 靖彦、小池 正昭、佐藤 英雄 

音花 昭二、田村 幸宏(書記)  オブザーバー 遠藤 英一 

 

（１）「成田ロータリークラブのイメージ、会員のメリット等について」 

・成田ロータリークラブの印象は、とても誠実にクラブ運営がなされていることである。 

・具体的には例として①～③がある。 

 ①会報がすばらしく充実している（情報発信を含め） 

 ②２月に行われた新人会員向けの研修会は大変勉強になった 

  ・奉仕についていろいろな角度から見ることが出来、人間の幅が広がったように感

じた。もっと自ら学び成長しようとする姿勢が大切だと感じた。 

③例会の時間も昼食後に１時間しっかりとられており、内容も充実されている。 
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・成田ロータリークラブは密度の濃いクラブ運営を行っていると自負する。 

・例会をしっかりとやることで、知り合いを増やし、そして自分を磨くことができ

れば最高である。 

・自分の家業（事業）範囲に応用が利くことが可能（利点）。ロータリーの奉仕精神で

活動することが最終的には自分のメリットとして帰ってくると思う。 

・成田ロータリークラブそのものが地元の名士の方々が集まっている集団であることが、

例会時の皆様のお話し等から改めて感じる。 

・企業会員である私が地元の名士の皆さんとお話しが出来、酒も飲めて、自分に取って

素晴らしい環境に入れたことに感謝している。 

・今後もロータリーの皆様の卓話や体験談を例会や飲み会その他で傾聴して自分自身の

成長に繋げていきたい。 

・例会で色々な方々の話を聞くことが大切であると思う。卓話の内容、時間配分、話し

方等、いろいろな角度から勉強させていただいている。 

 

（２）今後、成田ロータリークラブに求めるもの 

・例会で座る席については、抽選等で偏らない工夫があれば良いと思う。 

 ※因みに前加入のロータリークラブでは、この月はアイウエオ順、この月は誕生日

順といった形で、１カ月は同じメンバーが同テーブルに座り、親交を深める形式を

とっていた（その後は飲み会に発展し更に親交が深まるケースも）ので参考にして

頂ければと思います。 

・例会のさらなる活性化（他のクラブの例会を知ると成田の活性化が高いことが認識さ

れる）。 

・新鮮で活気のある成田ロータリークラブ運営を目指していきたい。 

・今後の成田ロータリークラブの求めるものとしまして、奉仕活動を積極的に行ってい

ただきたいと思います。それは本年 3月 9日「被災地復興を目的に成田ロータリーク

ラブ杯争奪サッカー大会」のお手伝いをさせていただきましたが、被災地の気仙沼鹿

折（ししおり）ＦＣのイレブンの満足した笑顔と成田市の各ＦＣのイレブンの真摯な

応対（特にお見送りを各ＦＣのイレブンが握手をして見送る姿）に感動を覚え、涙腺

が緩んだ記憶があります。成田ロータリークラブが感動を覚える奉仕活動やサービス

活動を今後とも目指していくことでロータリアン一人一人の充実感がさらに増し、外

部に対しても当クラブの存在感が今以上に大きくなると考えます。 

・卓話を聞く態度も見ていますが、真摯に聞いている人、他の雑誌を見ている人、寝て

いる人様々です。聞く態度も勉強だと思います。ロータリークラブのメンバーなので

すから聞く姿勢、マナーには気をつけたいと考えます。 

・最近の我が成田ロータリークラブは、平山君や小寺君の活躍で若手も多く入会してき

ており、今後の当クラブの活性化が期待できる。 

・今後は先ほども話があった奉仕活動の活発化は必要と思います。成田ロータリークラ

ブが冠になる大会の開催検討、今ある「剣道大会」の拡大化等も考える必要があると

思います。 

・また、「ＣＬＰ」にもあるように「ロータリー財団」の積極的支援も行いたいと思い

ます。 
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・現在「一言言わせろ」コ－ナーは、不平不満を言っているコーナーとなっているよう

に感じますが、今後は、ポジティブな内容を発言するコーナーとして活用していくこ

とで、「一言言わせろ」コ－ナーの存続を希望します。 

 

（３）成田ロータリークラブ会報への意見（提言） 

・例会時の発表内容等身内の話を全て会報に掲載し、多くの方々が見られる状況に置く

こと、全てを外部に公表して良いのだろうか。その理由は、ある程度非公表部分があ

ったほうが核心に触れた内容（ここだけの話）が多くでるのではないだろうか？  

・この意見に対して 

 ①出席者は、外に出して悪い話をしていないのだから公表は良いと思う 

 ②以前、卓話をした時、ここだけの話をして、それが掲載されて驚き、困ったが、運

よく下書きの段階で閲覧できたので、最終的にはまずい部分をカットして掲載して

いただいた記憶がある。 

 ③黒須さんにこの部分は書かないよう要請すればそれは可能であるので、今のやり方

で運用できるとは思う。 

 ④ロータリーの目的の中で活動内容は全て公表することが大事であると宣言してい

るので、ロータリークラブの目的を考えれば回答が出ると思う。 

⑤ロータリークラブはオープンにやることが必要、記事にする

内容についてはオフレコの注文がつけられるので問題はない

かと思う。ただ、ツイッターやプログ等で瞬時に情報が伝わ

るようなツールについては問題があると考える。 

⑥成田ロータリークラブが何をやっているのか情報発信をし

ていくことは大切なことだと思っております。 

 

（最後に） 

・多くの名士の方や企業会員をまとめてられている会長の職責に敬意を表します。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 5月 13日 富里ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 5月 15日 地区米山記念奨学委員会 

大澤 浩一、豊田 磐、石橋 菊太郎、石川 憲弘、逆井 哲也、小寺 眞澄

小柳 政和(書記)、遠藤 英一 各会員 
5月 26日 Ａ班ホームミーティング 

甲田 直弘、設楽 正行、小川 賢、諸岡 靖彦、小池 正昭、佐藤 英雄 

音花 昭二、田村 幸宏(書記)、遠藤 英一 各会員 
5月 26日 Ｆ班ホームミーティング 

平山 金吾 会員 6月 3日 米山記念奨学理事会 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７ ６６ ４７ ２３ ７１．２１％ １００％ 

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 

 


