国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー

・出席奨励

第 2797 回例会 平成 30 年 6 月 1 日（金）
香取 達也 リーダー
先月の出席率は、67.67％でした。どうしても夜間例会で出席率が低くな
ってしまいますので、メーキャップをお願い致します。ビューホテルフ
ロントに 10 時から 3 時まで出席表を出しております。委員会などでの
メーキャップも可能です。

・S.A.A.

小寺 真澄 リーダー
携帯は電源を切るかマナーモードの確認をお願い致します。また、欠席
する場合は事前連絡をお願い致します。例会中の発言発表に対する事務
局へのデータ提出もお願い致します。
先日、S.A.A.の委員会で「学校を卒業して以来、どんなに仲が良くても、
週に一度顔を合わせるということは難しいことです。だから、こういう
例会を大事にしてほしい。」という成田会長の発言がありました。会員の皆さんの積極的
な参加と有意義な例会になることをお願いしたいと思いますので今後ともよろしくお願い
致します。
◇ 点
鐘
成田 温 会長
◇ 国歌斉唱
◇ ロータリーソング
それでこそロータリー
◇ 四つのテスト
矢野 理恵 会員
◇ お客様紹介
銚子ロータリークラブ
鈴木 達也 様、櫻井 公恵 様、島田 洋二郎 様、金島 弘 様
小林 昭弘 様、寺内 忠正 様、須永 清彦 様、石毛 充 様

◇ お誕生日
土井豊彦会員(s32.6.28)、諸岡市郎左衛門会員(s34.6.12)
平山秀樹会員(s41.6.8)、香取竜也会員(s44.6.24)
【欠席】
橘 昌孝会員(s14.6.15)、
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◇ 結婚記念日
小川賢会員(s43.6.10)、設楽正行会員(s50.6.1)
遠藤英一会員（s60.6.14)、矢野理恵会員(h11.6.29)
石田洋平会員(h8.6.22)
【欠席】
諸岡正徳会員(h1.6.7)
◇

ニコニコボックス
桜井 誠 会員：先週の新会員歓迎例会には、当事者でありながら出
席することができませんでした。申し訳ありませんでした。もうすぐ
入会して 1 年になりますが、いろんな面で皆様にお世話になりました。
これからも皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと思います。
東京ガス佐倉支社には 140 名が在籍しております。数名が体調を壊し
て長期欠席しておりましたが、2 名が復帰してようやく軌道に乗って
きた感じでホッとしております。
喜久川

登

会員：２件ニコニコさせて頂きま

す。まず東日本大震災 2011.3.11 に液状化によ
り地元で唯一全壊した当方の貸店舗が 7 年後
の今、イオンタウン南口隣接に最先端の安心、
安全を取り入れた貸しマンションとして今月
完成しました。それから当時いたエステ屋さんが入店した 1F を除
いた 2F、3F の 1K 計 5 部屋の入居を募集します。会員の皆さんの中で縁
があればよろしくご検討の程お願い申し上げます。安心できるような方に
入居して貰いたいので。 後一つ、筑波大学一教授の彼が中学生の頃、登叔
父さんの様になりたいと作文を書いた甥が書いた経済学術書が、この手で
は珍しく増刷し 5 つもの賞を受賞したそうです。大変嬉しく思いニコニコ
します。
設楽 正行 会員：先週、私が理事長を務める花崎町振興組合の解散
総会が無事にすんなり終了いたしました。この組合を作った目的は、
参道の電線の地中化、街路灯の新設、2 メートルのセットバックなど、
莫大な予算を国や県からいただくために法的な責任のあるこの組合
を作りました。この作業がほとんど終わり、後はそれぞれソフト面を
充実させ普通の商店会になる予定です。
諸岡 靖彦 会員： 先週の週末 5 月 26、27 日、千葉市のイベント
「 第２回千葉氏サミット」が開催されました。第１回は一昨年の８
月で、全国から千葉氏にご縁がつながる市町の首長さんが千葉に集合、
各地の千葉氏関連の話題を交歓し、千葉市民には千葉市の歴史物語に
親しんでもらおうという催しです。源頼朝が平家を倒し、平泉の奥州
藤原氏を滅ぼして鎌倉に幕府を開く際に、箱根山中の石橋山の緒戦に
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破れ、房総に難を逃れますが、千葉常胤率いる千葉一族が率先して頼朝に従ったため、東
国の結集が出来て、武家政権が出来ました。この戦歴で恩賞に預かった千葉一族は、房総
はもとより奥州、西日本にも領地を賜ります。常胤の子孫が各地に展開、その地で繁栄し
ます。今回は岩手・一関、宮城・涌谷、福島・相馬、南相馬、岐阜・郡上、佐賀・小城、
県内から佐倉、酒々井、多古、東庄、千葉が参加しました。常胤の四男・四郎胤信が旧大
栄町・大須賀に拠点を持ったご縁で、成田市もオブザーバーとして参加しました。私は、
このサミットの実行委員でありましたので、忙しい小泉市長の代役を務めました。市民が
地域の歴史を理解して、市民としての誇りをもつ事は大事です。そしてご縁で結ばれる都
市間連携は、地方創生の時代には 街づくりを考えるベースとして 大変大切なテーマで
あると思います。
平山 秀樹 会員：先日、26 日に成田山開基 1080 年祭の結縁灌頂に
参加させていただきました。申し込みが早かったせいか、受者代表と
いうことで橋本貫首猊下の前で「乞戒文」を読ませていただくという
栄誉に預かりました。弘法大師ご自身も灌頂を受けられたと聞きます。
千年以上の伝統のある結縁灌頂は、本当に生まれ変わるような体験で
した。「戒」を授けていただいたので、これから仏弟子として精進してまいります。
次にモンゴル高専支援の話です。先日、朝の NHK の
ニュースを見ておりましたら国内の人手不足の中で、
海外における高専が注目されているという報道があ
りました。その中で、モンゴルの高専三校も紹介さ
れていました。一斉に設置されたので、三校から来
年には卒業生が出るということまで話題になってい
ました。成田ロータリークラブの国際奉仕が関わる
モンゴル高専の今後がますます楽しみです。
成田 温 会長：例会も残りあと 4 回、気を引き締めてやるつもりで
おりますが、自然と顔がほころんできます。
角田 幸弘 会員：私の設計した蒸気機関車を長原会員のエリート情
報一面に大きく掲載していただき、ありがとうございました。また、
成田ケーブルテレビにも取材していただきました。２度も取材に来ら
れたエリート情報の原さんの文面は、要点がうまくまとめられていて
良い紙面です。反響も多く地元の情報誌のすご
さを感じています。
機関車は初期のトラブルも改善されて、実証試
験とデータを取るために不定期の運用に入ります。一年後には、も
う少し大型のＪＲと同じ線路幅での機関車と客車を完成させて地域
お起しに活用することも考えています。
ところで、時事通信の取材がありＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳで紹介され
ています。海外にも発信できました！成田空港の出発ロビーに置い
てもらうのが私の夢です。
千葉県の各工場の協力で作られたこの蒸気機関車を、ぜひ海外の多
くの方々に見て乗って写真を撮っていただきたいです。
3

小泉 英夫 会員：3 月からカンボジア、台湾、チェコ、青森と出歩い
ており、例会を欠席することが多かったので、顔を忘れられないため
にニコニコしたいと思います。青森へは、三味線の世界大会の為に行
ってきました。37 年目だそうです。世界大会の見学は、今年で連続 3
回目です。10 月の成田弦祭りに世界チャンピオンを連れてくるという
のが目的です。今年の弦祭りも、皆さん楽しみにしておいてください。
◇ 銚子ロータリークラブ 金島弘会員よりご挨拶
本日お邪魔した最大の理由は、次年度 7 月 8 日の例会が 3000 回と
いうことで、4 月の地区研修セミナーにおいてカバナーノミニーの
諸岡さんに記念講演をお願いしたところ、快く受けていただきまし
た。その正式なお願いにお邪魔いたしました。また新しい会員も増
えましたので、メーキャップをさせていただこうと一緒にお邪魔し
ました。貴重な時間をいただき本当にありがとうございました。
◇ 会長挨拶
成田 温 会長
銚子ロータリークラブの皆様、遠いところようこそお出で下
さいました。７月に 3000 回目の例会を迎えるとの事、おめでと
うございます。本日はごゆっくりとお過ごし下さい。
５月の月信の寄付者紹介に成田クラブのポリオ・プラス寄付
者が６名ずらっと紹介されておりました。ポリオ・プラス寄付
は今年度の成田クラブ重点項目の一つでしたから、私としては
とても嬉しく気持ちが良かったです。ありがとうございます。
また、「ロータリーの友」5 月号にはイアン・ライズリーRI 会長の「ロータリアン一人
一本の植樹をしましょう。」に関してのインタビュー記事が出ておりました。中身はさて
おき、欄外に「世界の各地で植えられた木の一部を紹介します。6 月号では、日本で行わ
れた植樹活動を紹介します。」となっておりましたので成田クラブ植樹例会の記事を送っ
てありましたので載るかと思っておりましたが、今日６月号がお手元に配られております
が、残念ながら当クラブの記事は載っておりませんでした。
もう一つ、これも「ロータリーの友」５月号からですが、遠藤年度の親睦旅行で台湾に
いき、烏山頭ダム建設に尽くした八田與一氏の記念館を見学したのを覚えていると思いま
すが、松戸ロータリークラブのパストガバナー土屋亮平氏が記念公園に桜の木の植樹と１
００万円の寄付を毎年続けていて、今年の日台ロータリー親善会議にて感謝状と記念品の
贈呈の報告があったそうです。この事は、私は全然知らない事でしたが、日台親善やロー
タリー国際奉仕活動を何か身近に感じ、やはり地区ガバナーになる様な人は違うのだなあ
と感じました。
ポリオ・プラスだ、植樹だと忙しく過ごしてきました今年度ですが、いよいよ 15 日と
22 日のクラブ協議会を迎える時期になりました。
今回のクラブ協議会では、細則の変更の承認があります。以前、緊急的に危機管理委員会
を設立して内規規定委員会の中に入れますとお知らせいたしましたが、今回は正式に細則
を変更して内規規定委員会と危機管理委員会を並記するというものです。10 日前までに
FAX あるいはポスティングにて案をお知らせいたしますので、よくお読みの上、クラブ協
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議会に臨んでいただきたいと思います。
◇

バナー交換
銚子ロータリークラブ

◇

入会式

・土井
推薦者
顧問
委員会

英二（どい えいじ）会員
株式会社京葉銀行
成田 温 会員、長原 正夫 会員
近藤 博貴 会員
クラブ管理運営委員会 プログラム
奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕
＜土井 英二会員＞

成田支店支店長

成田支店には 4 月に着任しました。それまでは本部の個人融資部というところで住宅ロー
ンやアパートローンの案件の審査をやっておりました。多古町出身で成田市中台に 22 年ほ
ど住んでおりました。1 年半ほど前に幕張へ引っ越しました。成田は第二の故郷だと思っ
ておりますので、これから皆様にご指導いただきながら、成田市に少しでも貢献できるよ
うにがんばりますのでよろしくお願いします。
◇ 委員会報告
・次年度プログラム
矢野 理恵 リーダー
22 日金曜日、例会前の 11 時から次年度プログラム委員会を開催します。
個別に皆様にご連絡いたしますので、ご出席、よろしくお願い致します。
◇ 幹事報告
長原 正夫 幹事
≪回覧≫
・例会変更 佐原、多古ロータリークラブ
・出欠表
最終家族例会
・ＲＩ日本事務局より「財団室 NEWS」6 月号
・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 334 号
≪連絡≫
・6 月のロータリーレート 1 ドル＝110 円
・例会終了後、新旧合同の理事会を開催します。
◇

卓話

「地方創生・地域活性化に向けた取組み」
大橋 創一 会員／千葉銀行成田支店支店長
本日は、千葉銀行の地方創生への取組みの一端についてお話をさせて
いただきます。私は昨年 7 月に成田に赴任する前の２年間を地方創生
部という部署におりましたので、その時に携わった仕事を中心に進め
て行きたいと思います。
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さて、平成 27 年度を初年度とする国の地方創生の 5 か年計画も中間年度が過ぎ、4 年目
を迎えています。初期の計画策定から事業化へ向けた準備を経て、いよいよ具体的な成果
を出していく段階となりました。
はじめに、国が「地方創生」を提唱した背景や、千葉県の足元の人口動向などについて
簡単にご説明し、その後、当行が取り組んでまいりました事例を中心にご説明をしたいと
思います。
既にご承知のとおり、「地方創生」が始まった背景には「人口減少問題」があります。
このグラフは、奈良時代から西暦 2100 年までの日本の総人口の実績値と推計値を織り交
ぜた超長期推移。鎌倉幕府が成立した 1192 年には日本の人口は 757 万人。現在の愛知県(748
万人)、埼玉県(726 万人)より少し多いくらい。その後、江戸時代には 3,000 万人程度で推
移し、明治時代に入ると「産めよ増やせよ」という国策もあり、急激に人口が増え始め、
20 世紀初頭に 5,000 万人だった人口は、わずか 100 年間で倍増し 2008 年(H20 年)に 1 億
2800 万人となりピークを迎えます。
この人口が今後 100 年かけて、同じようなペースで減り続け、2100 年には 5,000 万人を
割ると予想されている。これは、ピーク人口の 6 割減となる計算。
国は 2050 年には人口 1 億人前後を確保し、現状程度のＧＤＰを維持していくことを目標
として掲げています。
近年盛んに聞くようになった女性活躍推進や働き方改革、ＩＣＴの推進なども別々の政
策ではなく、働き手・担い手が減るなかで、地方創生に向けて地域の活力を維持向上させ
る共通の目的に向けた取り組みであると言えます。

ここで千葉県の足元の人口動向について確認。
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平成 27 年に実施された国勢調査では日本全体では前回調査比で約 94 万人の人口減少と
なっているが、千葉県全体では 7,700 人増加となっている。一見順調そうに見えますが、
個別の市町村に目を転じますと、人口減少自治体数は 39 団体。特に圏央道の外側のエリ
アは総じて人口減少が続いており、実態としては強い危機感を抱く状況になりつつあるこ
とがわかります。

平成 27 年度は、各自治体が地方版総合戦略という計画を作成する段階でしたが、まず初
めに取り組んだのは、地方創生における各自治体に対するサポートとして、関連会社のち
ばぎん総合研究所が「『千葉県創生』戦略プラン」を作成し、地域特性に応じた自治体の
施策の方向性について提言を行いました。
「千葉県創生」戦略プラン では、県内 54 自治体ごとに「強み」と「弱み」を分析した
うえで、「課題」を浮き彫りにして、取り組むべき「方向性」につなげるなど、横並び、
総花的な施策となることを防ぐための工夫を加えたうえで、各自治体の「地方創生のあり
方」、つまりは「やるべき方向性」を「提言」の形で示しています。
これにより、各自治体に現状を客観的に認識してもらい、各種施策の企画立案のたたき
台にしてもらうことが大きな狙いでした。この提言は、内閣府の「まち・ひと・しごと創
生本部」から地域金融機関による特徴的な取り組みとして取り上げられました。
千葉県は、東京に隣接している立地面の優位性に加え、商業、工業、農業・漁業などの
各産業がバランスよく発達している地域。その一方で、地域間で経済環境や社会動態等の
特性は大きく異なります。
そこで、「『千葉県創生』戦略プラン」では、県内を 5 つの地域に分け、それぞれの地
域特性から課題を抽出して今後の方向性を提言。
※図の各地域の上段が「地域特性」、中段が「今後の方向性」、下段が実際の「地方版
総合戦略の傾向」。
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このように市町村単位でも県単位でもない、地域毎の特性を踏まえた提言は、千葉県を
俯瞰的に捉えることのできる地域金融機関としての役割であると考えています。

現在は計画の実施段階に移り、今でこそ様々な地方創生案件に携わっていますが、当初
は出来ることは何でもやろうという姿勢で活動に取り組みました。それが、自治体間の広
域連携に向けた取り組みです。
「『千葉県創生』戦略プラン」の提言でも、自治体間の「広域連携」が重要であること
を特に強調しています。これからの人口減少と高齢化社会の到来においても、千葉県が一
貫して持続的な発展を続けていくためには、自治体同士が「広域連携」を促進させ、点か
ら面での取り組みによる高い相乗効果を上げていくことが必要だと考えます。
広域連携促進に向けた取り組みとして、千葉県の温暖な気候と豊かな自然という地域資
源を観光振興に結び付けるきっかけづくりとして「観光用レンタサイクルの寄贈」を行っ
ています。レンタサイクル寄贈は、4 年間で 27 市町村。累計 269 台となりました。この寄
贈をきっかけとして一部自治体間で、「レンタサイクルキャンペーン」や地域間の乗り捨
て等の運用面での連携が開始されています。これらの取り組みが、いずれは様々な施策で
の連携に繋がることを期待しています。
人口減少を出来るだけくい止め、地域の活力を得るためには、外からの移住者を増やし
ていく必要があります。そのための重要な要素は「しごと」だと思います。「しごと」が
「ひと」を呼び込み、子育て世代が安心して生活できる「まち」づくりを行うという循環
です。
ここからは「しごと」に関するものに絞ってご紹介します。
まず金融サービス面では、
「地方創生」に役立つプロジェクトへの円滑な資金供給のため、
「広域ちば地域活性化ファンド」や、「ちばぎん地方創生融資制度」の取り扱いを開始し
8

ました。地方創生に係る新しいビジネスモデルに対しては、従来の銀行融資では対応が難
しいものもあり、柔軟に対応していくために専用ファンドや融資制度を設けることにしま
した。
「ちばぎん地方創生融資制度」を活用した様々な事例の一覧。
観光・農業・福祉など幅広い事業分野で活用されており、先程説明した公共施設・学校
や企業保養所、旅館等を再生した取り組みや、古民家の宿泊施設への転用、農業と観光が
コラボしたグランピング施設、障害者雇用施設などの福祉関連事業など様々。郡部だけで
なく都市部でも地域の課題解決に活用できると思います。

本日は事例一覧の中から銚子市の事例について紹介していきます。
古くは港町として栄え、活気を誇ってきた銚子市ですが、少子高齢化が進み、人口も昭和
40 年代の 9 万人台をピークに、今や 6 万人を割り込むところまで減少しており、町なかで
も空き家・空き店舗が目立つようになっています。
27 年 7 月に銚子市との間で「地域経済活性化に向けた包括連携協定」を締結し、地方創
生に向けた取り組みに対する支援・協力を本格的に開始しました。
銚子市は財政的にも大変厳しく、行政として新事業への資金投入も難しい状況にありま
す。私たちは初めに連携が図れそうな市内の民間事業者を探すことにしました。ほどなく
市内で多くのスポーツイベントを開催し、スポーツで地域の活性化を図ろうとしている「Ｎ
ＰＯ法人銚子スポーツコミュニティー」の小倉理事長、また銚子商業出身の元プロ野球選
手・木樽正明氏が故郷に戻り、「野球のまち銚子」復活により街の活気を取り戻そうと活
動していることがわかりました。
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木樽さんと小倉理事長はスポーツで地域活性化を図る拠点として、市立銚子西高校跡地
の活用方法について検討を開始。当行も小倉理事長から相談を受けるなかで、銚子市に官
民連携による活用提案を行うこととしました。
「市立銚子西高校」は夏の甲子園に出場したこともある学校でしたが、10 年程前に「市立
銚子高校」に統合。以降、校舎は放置され地域から忘れられた存在となっていました。
下記地図のとおり、銚子市は利根川を挟んで茨城県の神栖市と隣接している。神栖市に
ある波崎エリアは、スポーツ合宿、特にサッカー合宿の聖地として有名です。もし、銚子
市内にスポーツ合宿に適した施設があれば、市内への宿泊、交流人口の増加につながるの
ではないかと考え、廃校のスポーツ合宿施設への利活用プロジェクトはスタート。
まずは、本当にスポーツ合宿需要があるのか? 特に「野球のまち銚子」復活のために、
野球部合宿が見込めるかどうかに絞り込み、需要調査をちばぎん総合研究所が銚子市から
受託し、関東近県の高校野球部 約 750 校を対象に調査を実施。
調査結果を見て驚いたのですが、200 校を超える学校が「検討する」と回答し、「是非宿
泊する」との回答もそのうち 10％程度ありました。それだけ関東近県の学校が合宿地の選
定に苦労していることが判明。

この調査結果を受けて、市も本格的に動き始め、平成 28 年 6 月に官民連携の協議機関と
して「銚子スポーツタウン協議会」を設立。その後、29 年 1 月に銚子市と NPO 法人の理事
12 名で折半出資し「株式会社銚子スポーツタウン」を立上げ、民間主導ながらも市も一定
の責任を持ってこの事業に関わっていく体制が整いました。
当行では、事業計画の策定について支援・協力を行うなか、市内外の民間事業者とも積
極的に面談を行い、運営に必要なノウハウや集客面等での協力事業者を発掘、様々な形で
連携・参加してもらうことで、推進体制を整えて行きました。
一方、銚子市も、耐震上使用できない校舎の取り壊しや、国の地方創生関連交付金申請
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に積極的に取り組んだことで、体育館改修工事も行えることとなりました。
さて、本業の金融支援は、29 年 6 月末に銚子信用金庫、銚子商工信用組合と共に、「旧
部室棟の宿泊施設への改修資金」および「旧合宿所跡に新設する食堂兼浴室棟の整備資金」
として 3 行で協調融資を実行。8 月には「広域ちば地域活性化ファンド」で投資を実施。
当初取り壊す予定だった体育館も利用可能となり、雨天時の屋内練習場としてだけでな
く、バスケットボール・バレーボールなどの屋内スポーツやダンス、吹奏楽などの合宿も
可能となり施設の付加価値向上が図れました。
このように、設備改修・新築、運転資金は金融機関の融資、ファンドの投資、及び市・
国の交付金活用で賄いましたが、それでも練習に必要な設備、機材が足りませんでした。
そこで、ネットを通じて不特定多数から寄付により事業資金を募る「クラウドファンディ
ング」を活用して目標額 10 百万円の資金集めを 29 年 6～8 月に行い、無事 11.7 百万円を
集めることが出来ました。
先月 4 月にグランドオープンし、宿泊予約も堅調に推移していると聞いています。何とか
初年度からの黒字計上を目指しているところです。皆さんもお知り合い等へのご紹介をお
願いします。

地方創生が始まって丸 3 年、千葉県内でも官民連携、又は民間主導で進む事業も数多く出
て来ましたが、国の交付金が終われば事業も終わりではなく、いかに継続的に自立自走で
きる組織・ビジネスモデルを作れるか、そして地域の中から更に輪を広げていく流れを作
っていくか。その支援・協力を行うことが全ての地域金融機関に求められている役割だと
感じています。私自身も支店に身を置きながら、これからもより地域に根ざした活動をし
ていきたいと考えています。本日はご清聴ありがとうございました。
◇

点

鐘

成田

温

会長
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第 12 回役員・理事会
１．6 月、7 月の例会及び事業、行事計画の確認
6 月の予定
1 日 (金)
通常例会
8日
15 日
22 日
29 日

(金)
(金)
(金)
(金)

通常例会
通常例会
通常例会
夜間移動家族例会

7 月の予定
6日

(月)

夜間移動家族例会

13 日

(金)

通常例会

20 日 (金)
27 日 (金)
※ 次年度親睦旅行

通常例会
通常例会 特別月間卓話
9/28(金)-30(日) 香港

会員卓話：大橋会員
第 12 回新旧合同役員・理事会
諸岡ガバナー準備会 卓話：大山地区事務局
通常例会 クラブ協議会-6（年度総括：PART1）
通常例会 クラブ協議会-7（年度総括：PART2）
ANA クラウンプラザホテル成田
18：00 受付 18：30 点鐘
祭りを見よう会 菊屋別館
会費：6,000 円 家族 4,000 円
18：00 受付 18：30 点鐘
通常例会 クラブ協議会-1(年度方針)
ガバナー補佐訪問 第 1 回役員・理事会
通常例会 クラブ協議会-2(年度方針)
担当：会員増強・維持拡大委員会
承認

２．成田ロータリーFR ゴルフコンペの件
6 月 7 日(木)成田ハイツリーゴルフクラブ

16 名参加予定
承認

３．2790 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）会員、諸岡むつみ様、堀口路加会員参加予定
承認
４．第 10 グループゴルフコンペの件
7 月 5 日 船橋カントリー倶楽部
クラブ登録料 30,000 円及びエントリー費 3,000 円はクラブ負担
プレー費 15,500 円は自己負担 現時点で 7 名参加予定
承認
５. 日本赤十字社寄付の件
10,000 円
承認
６．次年度誕生日、結婚記念祝いの品の件
誕生日－佐瀬会員（アップルにて写真撮影）
結婚記念日－佐久間会員（花）
承認
７．補助金申請状況とボーイスカウト奉仕事業
地区補助金（申請中）を利用し、いこいの広場へ仮設トイレ設置

承認
出 席

表

会員数
７４
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７１

４６

２５

６４．７９％

６１．４３％

ＣＡＲＤ
氏

成田
佐瀬
土井
成田
大木
小川

名

月

温、石川 憲弘、神﨑 誠、長原 正夫、石橋 菊太郎、松田 泰長
和年、小寺 真澄、近藤 博貴、諸岡 正徳、平山 秀樹
豊彦、堀口 路加 各会員
温、長原 正夫、神﨑 誠、喜久川 登、橘 昌孝、飯田 正雄
健弥、設楽 正行、高橋 晋、香取 竜也、村嶋 隆美、遠藤 英一
賢 諸岡 正徳 各会員

渡辺 孝 会員

日

ク ラ ブ 名

5 月 18 日

第 9 回諸岡ガバナー年度
準備室会議

5 月 25 日

会員増強・退会防止委員会

5 月 30 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

成田 温、長原 正雄、神﨑 誠、小寺 真澄、石川 憲弘、堀口 路加
角田 幸弘、遠藤 英一、諸岡 市郎左衛門、設楽 正行、土井 英二
香取 竜也、菊地 貴 各会員

6月1日

第 12 回理事・役員会

齋藤 三智夫

6月1日

第 9 回 RLI 推進委員会

6月2日

橋岡年度 ガバナー補佐、
地区委員長研修会

会員

諸岡 靖彦、堀口

路加

各会員

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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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

