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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

～～～～ロータリー親睦月間～～～～ 

第 2564 回例会 平成 25 年 6 月 21 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     福田 朗 会員 

◇ ニコニコボックス 

小宮山 四郎 会長：この点鐘の鐘は、近藤会員と石川幹事に寄贈して
いただきました。最終例会に間に合い、大変感激しております。この会

場での例会も本日が最後でございます。1 年間お付き合いいただきまし
て本当にありがとうございました。 

 

近藤 博貴 会員：先程、会長が点鐘でお使い
になられた鐘についてご説明します。昨年９月末、北海道へ親睦旅
行をした際、函館ロータリー・クラブを表敬訪問しました。函館ロ
ータリー・クラブは、昭和９年の創立で、７９年の大変古い歴史を

持つクラブでした。実はクラブで使用していた

点鐘用の鐘は、釣鐘型で独特の音色を持ち、大
変魅力的なものでした。当クラブでも函館ロー
タリー・クラブのような鐘が欲しいと思っていたところ、石川幹事が
鋳鉄製の鐘を探してくれましたので、近藤が木製の台座を作ってもら
い、本日クラブに寄付することにいたしました。物納のニコニコボッ
クスです。成田ロータリー・クラブの名物になってくれれば幸いと考
えています。 

私事ですが、私も昭和９年生れの７９歳です。そんなよしみもあり、
つい勇み足をしてしまいました。 

 

諸岡 靖彦 会員：６月２０日、国道５１号線沿いの成田市東和
田（スポーツ・ゼビオの一角）の当社敷地にラーメン・チェーン
店「丸源ラーメン」が、テナント出店いたしました。元気の良い
居酒屋風のお店で、味はコッテリ系と言うよりはさっぱり系、お
値段はリーズナブルです。一度お試しください。また、クラブを

代表して成田市民憲章推進協議会総会に出席したことで、お手当
てを頂きましたので、併せて、ニコニコ・ボックスに協力いたし

ます。 

 

喜久川 登 会員： 2005 年にバーニーさんの宇宙旅行を申し込みまして、もう 8 年ほど
楽しみましたが、この 9 月 25 に色々なセレモニー、発表があるそうです。現在、全世界
で 450 人くらいがエントリしており、私も招待状をいただきましたので行ってくるつもり

でおります。まだ日本人では、今日現在で 9 人しか行っていないので、日本人のなかで 12、
3 番目には行けるのかなと楽しみにしております。それと、先週週報に掲載されました写
真ですが、宇宙に行く前に日本全国のロータリーを制覇しようとメーキャプをしておりま
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す。県名が入っておりませんでしたので、再度掲載していただきます。 

 

 

 

 

 

愛知     佐賀       埼玉      静岡      福岡 

名古屋空港ＲＣ  鳥栖ＲＣ    深谷ノースＲＣ  伊豆中央ＲＣ  小倉ＲＣ 

 

◇ 会長挨拶        小宮山 四郎 会長 

つい先日までは、空梅雨で様々な地方で昔ながらの雨乞いの儀
式が紹介されていましたが、今度は長梅雨に入り梅雨明けが待た
れる今日この頃です。また、台風 4 号の行方も大変気になるとこ
ろです。 

ここ成田ビューホテルでの会長挨拶も今日が最後となり，次週
ＡＮＡクラウンプラザホテルでの最終例会ですべて終了となりま

す。会員の皆様にはご協力をいただき本当に有難うございました。 

今年度はＲＩ会長が 30 年ぶりに日本から田中作次氏を輩出した記念の年度に当り、大変
光栄に感じております。                   

丁度 1 年前、私なりに活動目標を立て 2012～13 年度が始まりましたが、すべて手探り
の状態で、それぞれの委員会の皆様のご協力なくしては本日を迎えること到底出来ません
でした。何度感謝してもし尽くせない思いでいっぱいです。後ほど今年度の総括で少し触
れさせていただきますが、クラブ管理、親睦活動、奉仕活動、共に各委員会が活発に活動

していただきました。繰り返しますが、本当に有難うございました。本日は、このあと各
委員長より、総括の発表がありますので会長挨拶は以上とさせていただきます。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１、成田山函館別院より 120 周年記念事業に対する浄財ご志納
金の御礼、ご挨拶が届いております。 

２、最終例会、祭りをみよう会、野球観戦出欠の返事がまだの方
は、回覧しております出欠表で最終確認を宜しくお願いいた

します。尚、最終例会におきましてオークションを行います
ので品物をご持参ください。品数は何点でもかまいません。 

 

§今年度総括§    
司会／進行 石川 憲弘 幹事 

・小宮山 四郎 会長 

≪活動計画とその経過について報告≫ 

田中ＲＩ会長の今年度のターゲット、「奉仕を通じて平和を」のスローガンのもと、得
居ガバナーの「職業奉仕に軸足を置き、新世代に力を入れる」との、今年度の活動方針を
受けて、６つの活動方針を設定いたしました。 

その活動計画に対する結果について報告いたします。 

1. 会員増強 

会員増強については、数値目標を純増２名に設定し、年初５９名で始まり、老齢によ
る 1 名の退会、企業会員５名の入れ替えがありましたが現在４名の新会員を迎えるこ
とが出来、数値目標は達成することが出来ました。     

2. クラブ広報 

クラブのホームページのリニューアルは、広報委員会、ホームページ担当の活躍によ
って素晴しいものになり、ＲＩに誇れるホームページが出来上がりました。ご覧頂き
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たいと思います。 

3. 親 睦 

楽しく多くの会員が参加できる、魅力となる家族例会、同好会等を計画し、７月の「祭
りを見よう会」に始まり、９月は秋の親睦旅行で多数の家族の参加を頂き、北海道へ。
またクラブとしてのゴルフ、釣り、囲碁の同好会を立ち上げ、出来るだけ多くの会員
がどこかの同好会に参加できるよう計画し、各同好会とも活発に活動を展開しており
ます。また、５月の移動例会では、大相撲 5 月場所 １３日目を観戦し、日本相撲協
会の計らいで、関脇 豪栄道関を囲んでの記念写真の撮影の後、浅草 ちんやですき

焼き料理を頂きながら例会を行いました。 

4. 奉仕プロジェクト 

特に今年度は得居ガバナーの重点目標でもあり、職業奉仕と新世代奉仕で、８月に継
続行事として中学校の剣道大会。今年度新たに、１１月には成田ボーイスカウトの支
援事業の一環として、キャンプ場に器具庫の寄贈式を行い、ボーイとリーダーと一緒
にゲームやバーべキューを楽しみ、その様子は、第２７９０地区のホームページにも
掲載され、ロータリーの友３月号のロータリーアットワーク欄にも掲載されました。 

また、下半期３月には社会奉仕で、当クラブ主催の継続事業であるサッカー大会を行

い、もう一つは、一昨年の東日本大震災の被災地支援活動を毎年実施して参りました
が、この支援活動を風化させないため、今尚、成田へ避難されていられる方々と懇談
し、今後の支援方法を模索する糸口を掴む手がかりができたと考えております、 

５．ロータリー財団・米山記念奨学 

この委員会は歴代の会長の指導の下、第２７９０地区内でも１～２位のすぐれた高額
の寄付をしてきたところですが、今年度も１人年間 100 ㌦以上の寄付を御願いしまし
たが、これはすでにクリアーすることが出来ました。 

６．Ｓ.Ａ.Ａ. 

担当の皆さんには大変ご苦労様でした。 

 

総体的には各委員会とも積極的に活動をしていただき、それぞれの委員会が活動計画に
対し目標を達成されたと思います。また、本年度は奉仕活動をする際、当クラブの存在を
明らかにするため、揃いのネーム入りジャンバーを作りました。また、事務局のパソコン
が故障しこれを購入、ホームページのリニューアル等予定になかった経費が思いの他かさ
み、これは次年度以降も継続して使用できる備品であり、6 月の理事会においてその経費

60 万円をロータリー基金から支出し、遠藤年度への繰越金
100 万円を、一時借り入れをお願いすることになりました。
ただ、今年度を通して、例会での無断欠席による食事の無駄、
移動例会に登録をしながら当日欠席するなど、相当数の会費
の無駄が散見されました。これは次年度へ向けての課題かと
思われます。少しでも経費不足を補うため、また次年度への
繰越金が多く出来る様、最終例会でオークションをお願いす

ることと致しました。 

会員の皆様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、各
委員会が活発に活動をした結果として、ご理解とご寛容を頂
きます様、お願いいたします。 

 

・会員増強・退会防止委員会  佐瀬 和年 委員長 

今年度開始会員数 59 名に対し、純増 2 名 計 61 名の目標を上回る総
数 63 名の会員増強を達成いたしました。また、出席奨励につきまして

も、通常例会出席者数約 40 名中、皆出席者数 20 名の好出席率を記し
ています。尚、皆出席者の皆様には記念品として、豪華賞品を用意する
計画でしたが、緊縮財政のおり、ロータリー・マーク入りの名刺入れに
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統一させていただきました。 

 

・クラブ広報委員会     長原 正夫 委員長 

皆様のご協力により一年間広報委員会を担当する事が出来まし
た。本当にありがとうございました。会長・幹事はもとより、特
にホームページを担当していただいた石橋リーダー及び佐藤サブ
リーダーのもと、クラブ広報委員の皆様のご協力により、無事ホ
ームページのリニューアルが出来た事を感謝いたします。 

◎今年度の活動方針は以下の４項目です。 

１．広報として、電波メディアとして「成田ケーブルテレビ」、
ローカル紙で「エリート情報」とクラブホームページ活用などを
中心に広報活動をする。 

２．「ロータリーの友」誌の紹介。 

３．報道関係者との懇談会は必要に応じて開催する。 

４．ホームページの更新及びデータ保存委託管理会社の設定。 

◎活動状況は次の通りです。 

【２０１２年度】 

８月２４日（金）第１回目クラブ広報委員会開催 

        「ホームページのリニュ－アル」について 

        「ロータリーの友」誌の紹介について 

８月２６日（日）成田ロータリー・クラブ杯中学校剣道大会：ニュースリリース 

９月２１日（金）クラブ広報委員会及び奉仕プロジェクト：社会奉仕委員会合同委員会 

        第 2 回目開催「震災被災地の方々との交流会」について 

１０月１２日（金）第３回目クラブ広報委員会開催 

「ホームページの管理運営方法と成田ロータリー・クラブの広報について」 

１０月２６日（金）第 4 回目クラブ広報委員会開催 

       「ホームページリニュアル及び委託管理の予算（案）について」 

       委託先：成田ケーブルテレビ 

【２０１３年度】 

1 月 1 日（元旦） 成田ロータリー・クラブの広報として、下記の新聞に年賀広告を掲載
した。 

・読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・千葉日報・エリート情報 

・成田ケーブルテレビ 2013 年 1 月 1 日～1 月 6 日まで放送 

1 月 25 日（金）クラブ広報委員会及び奉仕プロジェクト：社会奉仕委員会合同委員会開催 
成田ロータリー・クラブが震災復興活動として風化させないように事業の継続を考える。
（赤海運輸様の紹介で浪江町の方に卓話依頼をする。） 

３月１７日（日）成田ロータリー・クラブ杯サッカー大会：ニュースリリース 

４月１２日（金）例会において、成田ロータリー・クラブ：新ホームページの紹介をした。 

 

・クラブ管理運営委員会   秋葉 博行 委員長 （代理：近藤 博貴 親睦リーダー） 

クラブ管理運営委員会は、６つの分野にわたっており、説明に時
間を要しますので、報告書の内容を印刷物にして配布しました。本
年度を通して感じたことの主な点のみを発表します。 

◎クラブ会報は当クラブの唯一の記録と考えます。例会や奉仕活動
の詳細な内容を残すためには、全会員の協力が必要と考えています。
本日配布した報告書も１年間の週報を調べて作成しました。 

◎ロータリー・クラブの中で親睦活動は、重要な部分を占めていま
す。しかしながらこの１年間、当クラブの親睦活動は、従来の行事のままでよいのかとい
う疑問を持ちました。「ロータリー・クラブにおける親睦とはなにか」を再考する必要が
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あるのではないかと感じてきました。 

◎プログラム委員会は、年間活動のプログラムに従い、月間のプログラムを調整し、卓話
者の依頼や例会の司会など大変な仕事がスムーズに運んだと考えています。ロータリー・
クラブにおいては、毎週の例会を充実させることが、最も重要な課題だと思います。 

 

・奉仕プロジェクト委員会  神﨑 誠 委員長 

小宮山会長の活動方針に従いリーダーをはじめ各委員が奉仕活動
を行いました。 

職業奉仕では卓話やクラブ研修委員会、ホームミーティングなど
機会があるたびにその理念を話し合ったと思います。 

社会奉仕では、今年サッカー大会を担当しました。またクラブ広
報委員会や他の委員会とのクロス・プロモーションを可能としまし
た。 

青少年交換では成田高校の宮川君が短期交換留学生として米国へ、
またクリスチャン君がきて、二人とも「祭りをみよう会」に参加し、いい思い出になった
ことでしょう。 

新世代奉仕では恒例の青少年育成のための剣道大会を行い、また今年会長提案の成田ボ
ーイスカウト支援交流が実現しローターアクト復活の足掛かりになればと期待します。 

インターアクトクラブ会員は成田高校で大澤校長、平山会員や皆様の声かけで増加した
ことは８月のＩＡＣ次年大会に弾みがつくと思います。 

また奉仕活動をマスコミにリリースすることはＮＣＴＶやエリート情報社のご協力によ
り成功しました。４つの奉仕部門の委員長として各リーダーや委員各位のご協力によりな
んとか務めることができましたこと感謝申し上げます。 

 
・社会奉仕チーム（報告）   諸岡 靖彦 社会奉仕リーダー 

◎ 今年度の社会奉仕チームとしての活動方針 

１．（小宮山会長の構想） ‥‥3･11大震災時の支援を風化させない活動を持続する。 

２．（得居ガバナーの方針）‥‥委員会クロス・プロモーション活動の実施。 

３．（クラブ活動計画書記載） ① 震災の記憶を薄れさせない事業を行う。 

               ② ＜未来につながる社会奉仕のあり方＞を考える。 

◎ 活動プログラム／９月２１日計画 

１．新世代チーム（大澤浩一リーダー）と連動して、成田高校インターアクト・クラブの
活動（被災地支援の募金活動）をロータリーとして協力、拡充する。 

２．クラブ広報委員会（長原正夫委員長）と連動して、被災地から成田近辺に転居してき
た方々からその後の状況を聞き、ロータリアンの継続的支援のあり方を考え、会員及
び近隣クラブに発信する。発信の方法としては、クラブで活用実績のある媒体（エリ
ア電波メディア「成田ケーブルテレビ」、エリア・ローカル紙「エリート情報」）と
連動し、更にマスコミへのリリースを行う。 

３．上記１．２．の活動をクラブ・ホームページに掲載して、ロータリーの公共イメージ
と認知度の向上に資する。（ホームページ・チーム石橋菊太郎リーダー） 

４．橘会員が成田市健康増進課と進めている「笑医（わらい）で元気な市・成田市笑医プ
ロジェクト」を支援して、＜家庭や地域、職場で笑いのある健康的な生活を実現でき
るまちづくり＞にロータリアンとして参加することを推奨する。 

５．近藤会員提唱の＜成田クラブが過去に遺したモニュメントのメンテナンス事業＞を考
える。 

６．第6回ロータリークラブ杯争奪サッカー大会（３月１７日、於栄町レインボーＦＣグラ

ウンド）の運営支援を担当する。 

◎ 活動動結果と処置 

 １．３月１０日成田高校インターアクターが中心となって、生徒会や運動部有志が参道
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３箇所にて募金活動。ロータリーとしての連動はなし。次年度は連帯すべきと考え

る。 

 ２～３．３月１日福島県浪江町から成田市に避難している、元福島県双葉町広域消防本
部消防長・柴繁氏とその支援者赤海守氏を講師に迎えて卓話例会を実施。会員に感
銘を与えた。この様子は成田ｹｰﾌﾞﾙTVで紹介された。更に週報～HPを通じて、ロー
タリーの公共イメージの向上につながるものと思われる。 

４．笑医塾塾長・医博高柳和江先生を卓話講師としてお迎えして『笑医で感動！あなた
はもっと元気で幸せになれる！』という卓話を伺いました。 

５．文化会館の塑像、赤坂公園の周年記念碑などの状況調査は、実施できまず。 

６．サッカー大会は多くの会員参加のもと、良好な大会の開催が出来た。今後この大会
をいかに処置すべきか長期の方針を検討する必要があるものと考える。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会  設楽 正行 委員長 

 当委員会は例年通り、皆様の浄財を集め、それぞれに寄付を行うことを主な事業として
例年通りの活動を行ってきました。まずはその報告を申し上げます。 

財団に対しましては目標 100 万円のところ 122 万 4 千円。米山記念奨学に対しましては

目標 100 万円のところ 150 万円でございました。皆様のご協力のおかげで目標を大幅に上
回ることができ感謝申し上げます。 

 さて、次年度から財団の未来の夢計画が始まります。これは先般もご説明しましたよう
に 3 年前の寄付金の半分が地区に戻ってまいります。そしてその半分が地区補助金として
主に地元の比較的小さな奉仕活動に対する補助金として使われます。一方残りの半分はグ
ローバル補助金という名称で従来のマッチンググラントと同じ海外の大きなプロジェクト
に当てられます。 

 両方ともに本年 4 月で申請は締め切られたわけですが、グロー
バル補助金は大幅に余っています。今後この補助金の活用を真剣
に考えていかなければなりません。この資金の活用には様々な制
約がありますが、それを乗り越えて世界のために大きな奉仕活動
をしてみたいものです。 

 成田ロータリークラブは単に寄付するだけでなく大いにこの
補助金を活用するよう準備を行っていきたいと考えます。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ（正）   山田 真幸 会員 

今期のＳ.Ａ.Ａ.は「例会の秩序維持と例会を楽しいものにする」
ことを目標として取り組みました。秩序維持に関しては橘会員の
指導もあり、Ｓ.Ａ.Ａ.の歴史や役割、権限等、Ｓ.Ａ.Ａ.メンバー
と勉強し共有を諮り例会にて実行いたしました。多少いき過ぎた
面もありましたが評価いたします。楽しい例会に関しては秩序維
持の権限と相反するところもあり微妙なところです。反省点とし

ては「Ｓ.Ａ.Ａ.の役割」の説明不足があったと思います。 

 

・会 計       甲田 直弘 会員 

詳細は会計監査終了後にご報告致します。今年度は計画外の出
費が多く、ＲＣ基金に頼る事になりましたが、親睦、委員会活動
など活発に行われた結果として受け止めております。但し、この
ような事態を招いた事は会計として大変申し訳なく思っており
ます。 

 

・ＣＬＰ委員会    諸岡 靖彦 委員長 

ＣＬＰ委員会はクラブ定款細則９条第２節（１）により、毎年７月１日に機能を始め、
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１月１日をもってクラブ活動計画書にもとづく活動を査定し、次年度の活動を企画・立案

することを求められています。本年度は毎月のクラブ理事会の
場をＣＬＰ委員会の場として設定しましたので、これまで１０
回の委員会を開催いたしました。 

 小宮山会長の方針（活動計画書Ｐ11～12）は、田中作次ＲＩ
会長及び得居仁第 2790 地区ガバナーの方針に対して、極めて
忠実かつ適切な活動方針であり、各委員長はこれに即した活動
を展開されました。すなわち、 

１．奉仕活動面については、ロータリアンの基本精神である「職
業奉仕」に軸足を置いて、例会（公式訪問を含む）、委員会、研修セミナー、情報研究
会でのディススカッションや卓話を通じて会員の理解を深めました。新世代の健全育
成では、継続事業である剣道大会に加えてボーイスカウト支援という新しいプログラ
ムを取り入れました。社会奉仕ではサッカー大会を継続事業として、震災被災地から
成田に移住している柴繁さんの生々しい現地の状況を伝える卓話や「笑医でしあわせ
になろう！」の高柳和江先生の卓話を伺いました。  

２．クラブの管理的側面では、転勤による会員異動の激しい時期を新しい職業分類の 4 会

員と移籍１会員の入会を得たものの、高齢他で 5 名の退会があり、62 名の現状維持（６
月１日現在）の模様です。クラブ広報ではホームページの新しい運用が始まりました。
親睦旅行や納涼、月見、大相撲と、親睦は企画性豊かに実行されましたが、参加者の
顔ぶれにお決まりの傾向が見られました。ゴルフ、釣り、囲碁の同好会活動が始まり
ました。財団、米山の寄付成績も例年のペースで進んでいます。米山奨学生の卓話、
財団の制度解説がありましたが、会員の理解は進んでいるでしょうか。週報の編集、
入力作業が全員参加、手づくり会報の作成になっているでしょうか。 

さて、次年度への提言です。 

１．当クラブはＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）を採用して効果的なクラブ運
営を目指しています。会員全員が奉仕プロジェクトに活発に参加し、クラブ奉仕の活
動計画に理解と関心を高めてゆくためには、全体計画の周知徹底と、意思疎通が欠か
せません。単年度も中長期も、手法としてのＰＤＣＡとクロス・プロモーションが行きわた
ることが大切です。 

２．各委員会は『長期計画と数値目標』（活動計画書Ｐ15）にもとづいて、今年度の活動成
果が項目ごとにどうであったかを数値で検証してください。これを３月末日の段階で

まとめてください。そしてうまく運べた要因、うまく行かなかった要因を探り当てて、
次年度への引継ぎにおいて、次の活動計画に反映させてください。また、継続事業を
将来、どう整理して、新しい事業に転換させてゆくのかの戦略構想が求められます。 

３．最後にクラブ財政では、その時その時の事情に流された「木を見て森を見ず」の運営
がなかったか、寒心に堪えない危うさが期末間近に感じられました。次年度は財政に
もＰＤＣＡとクロス・プロモーションを行き渡らせたいものです。         

 

・クラブ研修委員会           平野 省二 委員長 

今年度第２７９０地区得居ガバナー提唱の「クラブ研修セミナーに職業奉仕をテーマに 

広く会員に周知せよ」との指示があり、委員会として平成２４年１１月１６日（金）の例
会時に全会員（３年未満の会員は必須）を対象に第１回クラブ研修セミナーを開催。会員
代表者（指名）による「我が事業経営における職業奉仕」と題して、創業１０６年を超え
る老舗 米屋株式会社 代表取締役社長 諸岡靖彦会員と、一代で不動産業の会社を興し
た 末広産業株式会社 代表取締役社長 喜久川 登会員の波乱に富んだ人生を語ってい
ただきました。好対照のお二人の職業奉仕に会員皆、興味津々でした。 

 そして平成２５年に入り第２回クラブ研修セミナーを３月８日、成田Ｕ―シティホテル
において新入会員（クラブ入会３年未満の会員）を対象に研修セミナーを開催。研修テー
マに「ロータリーの歴史を知る」と題して委員長の趣旨説明のあと、松田泰長地区職業奉
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仕委員監修によるＤＶＤ「初期のロータリーを顧みて」を鑑賞、その後ディスカッション

タイムを設け、リーダーにクラブ研修副委員長の諸岡靖彦会員によりロータリーの職業奉
仕について話し合いをしました。みな、ロータリーの疑問点や、自分の職業を振り返って  
活発な意見がだされました。その後、親睦委員会により新入会員歓迎会を開催。全員和気
あいあいの内に歓迎会が終了しました。 

 その他、研修委員会のもう一つの活動報告は、今年度新たに入会されました１２名の会
員に入会前のオリエンテーションを行い、成田ロータリークラブの行動規範を説明させて
いただきました。 

 

・指名委員会            平野 省二 委員長 

 年初小宮山会長年度クラブ上期活動を申し上げた事ですが、２０１３～１４年度関口ガ
バナーの下、第 9 分区ガバナー補佐担任に成田ＲＣに順番が回ってまいりました。ガバナ
ー事務所より早めの指名を受け、委員会として設楽正行前会長を推薦し理事会の承認をい
ただきました。また、ガバナー補佐幹事に佐瀬和年会員も指名させていただき、もうすで
に次年度第 9 分区会長・幹事会が数度開催されております。ご両名の活躍をお祈り申し上
げます。  

 指名委員会のもう一つの仕事として、これも上期活動報告で申し上げましたが、2015～ 

16年度クラブ会長候補の人選があります。昨年 9月 18日指名委員会を開催いたしまして、 

協議の結果、2015～16 年度会長候補に佐瀬和年会員を指名させていただきました。ご本人
も快く引き受けていただき昨年末クラブ総会の席上でご報告させていただきました。 

 

・石川 憲弘 幹事 

幹事からも一言御礼を申し上げます。今年度、小宮山会長、各

委員長様をはじめ会員皆様、そしてご家族の皆々様に大変お世話
になりましてありがとうございました。会長のおっしゃられた通
り、「祭りを見よう会」から始まり次週の最終家族例会まで、色々
な例会行事、親睦行事などございましたが、会員皆様の協力のも
と無事に終えることができますのも会員皆様のご協力のお蔭だ
と思っております。また、至らぬ点があったかと思いますが、そ
こは、ロータリアンの友情に免じお許しくださいますようお願い
いたします。一年間本当にありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

矢島 紀昭、設楽 正行、成田 温、神崎 誠、佐久間 高直 
近藤 博貴、小宮山 四郎、長原 正夫、石川 憲弘、小川 賢 
吉田 稔 各会員 

6月 14日 第９分区ゴルフコンペ 

成田 温、大澤 浩一、矢島 紀昭 各会員 6月 19日 
成田高校インターアクト 
年次大会打ち合わせ 

矢島 紀昭、諸岡 靖彦、角田 憲司、堀口 路加、喜久川 登 
大澤 浩一、角田 幸弘、福田  朗、甲田 直弘、近藤 博貴 
山田 真幸、阿部 慎一、松村 里美、岸田 照泰 各会員 

6月 21日 
プログラム委員会・ 
クラブ会報委員会 
合同委員会 

平野 省二、矢島 紀昭、近藤 博貴、石川 憲弘、各会員 6月 25日 空港周辺美化活動 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ３７ ２４ ６０．６％ 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 

 


