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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2804 回例会 平成 30 年 7 月 13 日（金） 

◇先月の出席率  笠原 智 出席奨励サブリーダー 
先月の出席率は 78.34％です。今週、来週の例会はクラブ協議会です。７月最後の週は特

別月間の卓話となっております。 
◇例会場の注意  香取 竜也 会員 Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 
コミュニケーションの一環として、月初めの座席のくじ引きは引き続き継続していく予定

です。クラブ協議会発表内容はデータで事務局へ提出をお願いします。また、来週の例会

は、11 階レストランでの開催となります。例会終了後、３０分ほど委員会を開催いたしま

す。 
◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ 国歌斉唱 
◇ ロータリーソング  奉仕の理想 
◇ 四つのテスト  村嶋 隆美 会員 
◇ お客様紹介       
成田コスモポリタンロータリークラブ 
   石川 邦紘 様（第１０グループガバナー補佐） 

横山 英樹 様（第１０グループガバナー補佐幹事） 
◇ 誕生日 
石橋菊太郎会員ｓ22.7.5 
松田泰長会員ｓ23.7.31、成田温会員ｓ24.7.25 
眞々田美智子会員ｓ27.7.8、小寺真澄会員ｓ35.７.31 
小岩井学会員ｓ43.7.16、大橋創一会員ｓ41.7.31 
高根完会員ｓ51.7.2（欠席） 
◇ 結婚記念日 
中野直人会員ｈ4.7.11（欠席） 
◇ ニコニコボックス 

平野 省二 会員：今年の成田祗園祭は、私ども地元花崎町が施行

当番町で小泉英夫会員が実行委員長として執り行われました。私も

その一員として運営委員長を仰せつかり、その際、多くのクラブ会

員の成田市を代表する事業所の皆様に多大なご協賛を頂きました。

この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。おかげさまで無

事盛況のうちに祭礼が執行出来ました。御協力ありがとうございま

した。 
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石橋 菊太郎 会員：“祭りを見よう会”、菊屋をご利用いただきあ

りがとうございました。当日ニコニコすればよかったのですが、生

憎持ち合わせがなかったので今日やらせていただきます。たまたま

生の鱧が手に入ったものですから、椀物で召し上がっていただきま

した。美味しいお酒と最後はウイスキー。ご苦労様でした、そして、

ありがとうございました。 
 

田渕 公敏 会員：弊社では次世代トップアスリート支援プロジェ

クトという取り組みをしておりまして、世界を舞台に活躍が期待さ

れている若いスポーツアスリートに対して支援をしていくという取

り組みです。今年度は村上夏美選手という方を支援させていただく

ことが決まりました。陸上の 400 メートルハードルの選手です。成

田高校出身で、現在早稲田大学 1 年生に進学されています。これに

より成田の名前がもっともっと世界に轟けばと思います。 

 

神﨑 誠 会員：７月４日、遠山親睦ゴルフ大会を多古カントリ

ークラブにて 180 名の参加をいただき盛況のうちに終了しました。

石川さん、長原さん、佐久間さん、仲村さんにも参加頂きありがと

うございました。また７月５日は第 10 グループ懇親ゴルフコンペ

（白井 RC 幹事）でした。成田 RC は、伊藤隆治会員の活躍で準優

勝でした。最後に、７月６日、神﨑年度第１回目の例会（祭りを見

よう会）は無事終了しました。ありがとうございました。 
 
横山 英樹 会員：本日は、石川第１０グループガバナー補佐と

一緒にご挨拶に参りましたので、ニコニコさせて頂きます。 

 
◇ 新旧バッチ交換 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

成田直前会長、長原前年度幹事からそれ

ぞれ神﨑誠会長、平山秀樹幹事へ 
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◇ 会長挨拶   神﨑 誠 会長 
皆様こんにちは、2018-19 年度がいよいよスタートしまし

た。 
会長を努めさせて頂く神﨑でございます。緊張と責任の重

さを改めて感じており、気持ちを入れ替え頑張りますので皆

様のご協力とご指導をお願い申し上げます。 
（来訪ロータリアンの紹介）第 10 グループガバナー補佐石

川様、幹事横山様ようこそいらっしゃいました。石川ガバナ

ー補佐には後ほどご挨拶をお願いいたします。 
私の通常例会でのご挨拶はこれが初めてとなります。先週は「祭りを見よう会」で夜間

の移動例会でした。石橋会員には大変お世話になりました。また設楽会員の美味しいうり

のお新香、毎回ありがとうございます。今回は会員も増えたため他クラブからのお客様は

なく、会員と家族の楽しい会で過ごさせて頂きました。 
関東地方が梅雨明けしたと思いましたら西日本では豪雨災害で被害が甚大であり、被災

者の皆様には、お悔やみとお見舞いを申し上げます。 
 今年はいろいろな記念すべき年となっていて、成田空港では開港 40 周年記念であります。

私がちょうど 20 才の時だったので“あれから 40 年”で私も還暦を迎えました。また弊社

成田空港警備㈱はおかげ様で 50 周年を迎えることができました。これからも宜しくお願い

します。 
 また、成田山は開基 1080 年のおめでたい年であり、成田年度では成田山公園に 74 本の

石南花（シャクナゲ）の記念植樹をしました。来年度は諸岡ガバナーの年となります。そ

の前の活動として 3 大セミナー（地区チーム研修セミナー 3/2、会長エレクト研修セミナ

ー 3/24、地区研修協議会 4/20）がありますので、成田クラブ全員参加で成功させましょ

う。 
 このような年ですが成田ロータリークラブでは新会員も多く入会され 2 年目、3 年目と

経験を重ねられ、クラブの中核として活動して頂くこととなりました。先輩会員の皆様に

は、良きアドバイスや行事へ参加され、ロータリーを教えて下さる様お願いいたします。 
 ロータリーは「親睦と奉仕」が大事です。また他に高潔性、多様性、リーダーシップも

求められております。私の目標としてはまだ足りないところが沢山ありますので、日々の

ロータリー活動のなかで共感力を備え、多様性を認め、今以上に大人になり、また個人の

品格も高めていきたいと思います。 
 細部については活動計画書のとおりですが、後ほどクラブ協議会において方針を発表い

たします。 
 最後になりましたが、皆様の神﨑年度へのご協力とご指導を改めてお願いいたしまして、

ご挨拶とさせて頂きます。 
 
◇ 委嘱状授与 
・2018-19 年度第 2790 地区ガバナーエレクト、地区危機管理委員会委員、地区立法案検討

委員会委員、地区財務委員会委員、戦略計画委員会委員 
諸岡 靖彦 会員 
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・2018-19 年度第 2790 地区会員増強、維持拡大委員会委員 
諸岡 正徳 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区フェローシップ・親睦活動委員会委員 
角田 幸弘 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区ロータリー研修委員会委員 
笠原 智 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区ロータリー研修委員会委員 
小寺 眞澄 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区ＲＬＩ推進委員会委員 
矢野 理恵 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区国際奉仕委員会委員 
谷 直知 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区インターアクト委員会委員 
土井 豊彦 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区グローバルプロジェクト委員会委員 
諸岡 市郎左衛門 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区月信委員会委員 
齊藤 三智夫 会員 

・2018-19 年度第 2790 地区地区幹事 
堀口 路加 会員 
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◇ 2018-19 年度第 2790 地区 
諸岡靖彦ガバナーエレクトよりトロント国際大会に参加して 

トロント国際大会は 6 月 23 日から 27 日まで開催されました。私

は家内を伴い、米国ボストン及びニューイングランド地方を周遊し

て、6 月 22 日にトロントに入り、3 日間滞在しました。                    
 トロントはカナダ最大の都市で、北米中央部の五大湖の一つオン

タリオ湖の北側にウォーターフロントを有する美しい街です。カナ

ダは治安が良く、日本から語学留学する学生が多いと聞きました。

空港到着時に国際大会の受付が出来ていて、ネーム・バッジ（首掛け）を受け取ることが

出来ました。開会式の 24 日は雨で、宿舎からは市内電車が大会開催中は無料で乗れるとい

うことで利用しました。会場がいくつかに分かれていて、これをシャトルバスで結ぶやり

方でしたが、移動は人の流れに沿って動きました。  
 午前中は『友愛の家』～ロータリーの様々なプログラムの紹介やグッズ販売などのブー

スが並ぶ交流の場で、参加者には一番親しみやすい会場です～を回りました。  
 ここで、旧知の第 2580 地区パストガバナー櫻井権司ご夫妻と出会い、ＪＣ以来の旧交

を温めることが出来ました。  
 開会式は、午前と午後の 2 回開催で、ネーム・バッジの指定で 3 時から始まる午後の部

に出席しました。会場はエア・カナダ・センター。すり鉢状の底が普段はアイスホッケー

の競技場になるような、上から見下ろす大きな会場で、正面のスクリーン映像と音響、パ

フォーマンスや光りの演出で進行しました。RI 会長の挨拶や、加盟国の国旗入場は昨年の

アトランタ大会と同じでしたが、プログラムは公表がなくて解かりにくいものでした。      
 これに先立って、12 時半から 2019－20 年度の同期ガバナー・ノミニーの昼食会が会場

近くの日本食レストランで開催されました。夕刻には、ウォーターフロント 38 階の、オン

タリオ湖の水辺が見渡せる高層レストランで、寺嶋ガバナー主催の『千葉ナイト』が催さ

れました。55 名の参加、第 10 グループからは、青木パストガバナーご夫妻、私ども夫婦

の他、八街ロータリークラブ樋渡さん、高橋さん、富里ロータリークラブの寒郡茂樹さん

の合計 7 名が参加しました。                   
 グローバルなロータリー世界の多様性とアメリカやカナダのスケールの大きさを実感し

た 10 日間の旅でした。次は ドイツ ハンブルク：2019 年 6 月 1 日～5 日の開催です。  
 
◇ 石川 邦紘 様（第１０グループガバナー補佐）挨拶 

今年度第 10 グループのガバナー補佐として務めさせていただき

ます。活動計画書を拝見させていただきましたが、私は成田ロータ

リークラブに 59 年に入会しております。そして成田コスモポリタ

ンロータリークラブのチャーターメンバーとして平成 5 年に移りま

した。9 年間成田クラブにお世話になりましたが、その間、スリラ

ンカにご一緒させていただいたり、色々な活動に参加させていただ

きました。今後ともご協力、よろしくお願いします。国際ロータリー2018～19 年度会長の

バリー・ラシンは“インスピレーションになろう”と掲げております。とても分かりにく

いような気がするのですが、英語圏にいる人には、ごく当たり前に使う言葉だそうです。

鼓舞する、手助けするという言葉に置き換えて話をするそうです。 
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今年は 10 月にロータリー情報研修会があります。小寺会員他、地区の情報研修委員会の

方にお世話になりロータリー情報をやっていくことになると思います。どうか宜しくご協

力お願いします。本日は大変ありがとうございます 
 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 
【回覧】 
・例会変更 多古、成田コスモポリタンロータリークラブ 
・週報  多古、旭、佐原ロータリークラブ 
・クラブ活動計画書  成田コスモポリタン、多古、八街ロータリークラブ 
・船橋西ロータリークラブより「創立 50 周年記念誌」 
・佐原ロータリークラブより「創立 60 周年記念誌」 
・成田市社会福祉協議会より「福祉なりた」第 127 号 
・一般財団法人比国育英会バギオ基金より「バギオだより」第 67 号 
・ハイライトよねやま 220 
・国際交流協会 NEWSLETTER 7 月号 
・ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」Vol.3 No.11 
【連絡】 
・７月のレート １１０円 
・例会終了後、役員会を開催いたします。 
 

クラブ協議会 
司会進行    平山 秀樹 幹事 

【各委員会活動計画】 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会  石川 憲弘 委員長（代読：佐瀬 和年副委員長） 

成田ロータリークラブの会員の知識向上のため、継続的な研修機

会を設けクラブ会員が奉仕のすばらしさ、奉仕を通じた親睦を深

めるために地元地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを

実施、たとえば観光都市成田の発展、神﨑会長の計画の一つであ

ります地域社会福祉（大成会）の支援、青少年奉仕ボーイスカウ

トへの支援など成田ロータリークラブらしさを前面に出して単

年度制の弊害をなくした計画性のある奉仕の継続など「長期計画に対する理事会の承認事

項」を照らし合わせながら私なりにクラブのあり方を提言いたします。 
そして、いろいろな意見もありますが４年目になりますモンゴル高専支援につきましては

佐瀬副委員長にお任せするところです。 
 
・クラブ研修委員会  成田 温 委員長 

成田ロータリークラブは、創立５８年を迎えて会員数も多く、

CLP に始まり RLI にも積極的に参加し、多くの DL を誕生させ

活発に活動しております。 
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２０１９－２０２０年度には諸岡ガバナー年度を迎え、現在その準備に入っており、地区

委員会へ多数の出向者を出しております。 
 今年度も、新会員入会時のオリエンテーション及び、２回のクラブ研修会をベースに、

ロータリー知識の向上と実践を図る為に会員皆様のお役に立てればと思っております。２

回の研修会の内１回は外部卓話をと考えております。ロータリーライフを楽しむためには、

ロータリーをよく知る必要があります。基本的なことを今一度考えていく事が大事かと思

えますので、皆様のご協力のもと、楽しく実のある研修会を開くことが出来ればと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 
 
・指名委員会    成田 温 委員長 

今年度は、２０２１－２０２２年度の会長候補者の選考と指名を命ぜられております。会

員数も順調に増え、会長候補者の対象者も多数おいでになるので、以前のように苦労して

決める様な事はないかと思っております。 
指名委員会にて相談熟考し、適任者を選考のうえ、会員皆様に承認していただく手続きに

則り、実行していきますので、会員皆様のご協力をお願い申し上げる次第であります。 
 
・内規規定・危機管理委員会  設楽 正行 委員長 
内規規定委員会は昨年６月の理事会決定に伴い、本年度から危機

管理委員会も兼務することとなりました。二束のわらじをはくと

でもいいましょうか。 
まず、内規規定につきましては３年ごとにＲＩで定款の変更が行

われます。これはロータリー活動が時代に適応し、スム－ズな活

動が図れるよう世界中のクラブから上程された案件を検討し、理

事会で賛否をとり、変更されるものであります。本年度はその改定の年に当たり、いち早

く情報をとらえ、次年度の活動計画書に掲載すると同時に変更点につき、なぜかを会員間

で話し合いを行うことが必要かと思います。 
 危機管理につきましては委員会では青少年及び米山奨学生に対するハラスメントにつき

対処することを目的に練り上げてあり、他の自然災害を含めるすべてのハラスメントに対

処するべきというご意見もありますが、範囲が広すぎて一委員会での対処はいかがかと思

いますし、それらは理事会の範疇かなと考えますが、ご意見に対しましては 1 年間議論を

し、結論を得るつもりであります。 
 
・会員増強・維持拡大委員会   村嶋 隆美 委員長 

会員増強・維持拡大委員会の村嶋です。最初に委員会の名称です

が、国際ロータリー第 2790 地区の委員会名称の変更に倣いまし

て、これまでの「会員増強・退会防止委員会」から「会員増強・

維持拡大委員会」に名称が変更されております。 
 それでは、今年度の活動についてお話をさせていただきます。 
 まず、会員増強についてですが、ご案内のとおり、成田ロータ

リークラブは、近年の会員各位の努力により会員数を格段に増加させており、本年度のス

タート時点での会員数は 72 名で、千葉県内 83 クラブの中で千葉ロータリークラブに次い



 8 

で 2 番目の規模のクラブとなっています。 
 このようなことから、今年度は、会員数のさらなる増加を目指しつつも、昨年度に引き

続き会員数の維持に軸足を置いて、退会防止のための取組みを会員の皆様のご協力をいた

だきながら積極的に行っていきたいと思います。 
 その取組みの一例としては、入会３年未満の会員の皆様の円滑な定着を図るため、ベテ

ラン会員との意見交換会などのイベントを開催していきたいと考えております。 
 出席奨励についても、改めて出席義務、出席意義などを再確認させていただきながら、

さらなる出席率の向上について引き続き会員の皆様に呼びかけてまいります。 
 また、当委員会の機能として、昨年度から会員候補者の入会承認の手続きの過程で、当

委員会での検討作業を行なっておりますので、今年度も理事会に対して会員候補者の推薦

があった場合には、委員会を開催し、その検討の結果を理事会に上申して参りたいと考え

ております。 
 会員の皆様には、引き続き積極的な会員候補者の推薦と例会への積極的な出席、メイク

アップ、そして当委員会の活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 
・広報・公共イメージ向上委員会  菊地 貴 委員長 

私がロータリークラブに入る前に漠然と持っていたイメージは、

「一体この人たちは何をしているのだろうか？」と常に思ってい

ました。話には聞くのですが、普段の活動が全く見えてこない。

リタイアされている方が過ごされている時間なのかなと思ったり

していました。しかし、実際入会したら大間違いで、有意義な活

動をしているクラブだと日々痛感しているところです。これを外部に発信しない手はない。

特に成田は特殊な土地がらです。先輩後輩の繋がりでしか物事が通じていない、もっとメ

ディアを使い、ミニコミ誌、イベントで告知、そういう方策を 1 年掛けて、私たちの日々

の活動を世間一般に広報することを考えていきたいなと思っています。従来からやってお

りますメディア協議会の開催、ロータリーの友の記事紹介、ホームページの充実、ＳＮＳ

の活用等に力を入れていくのは勿論ですが、最近、ホームページがパソコンでは見られる

けど、スマホでは見られないというのを耳にしました。私も試してみたのですが、確かに

見られませんでした。その辺も具体的に改善していけたらと思っております。1 年間、未

熟ではありますが、一生懸命頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。 
 
・クラブ管理運営委員会   小寺 眞澄 委員長 

クラブ管理運営（成田ロータリークラブ プログラム・クラブ会

報・親睦・ＲＦ）委員長を仰せつかりました小寺です。 
クラブ管理運営委員会は、クラブの円滑な運営を行うことが使

命となり、五大奉仕のうちクラブ的な奉仕を担う委員会になりま

す。委員会を活動するにあたり例会をはじめ毎年「祭りを見よう

会」から始まり数多くの諸行事が行われる中で、 
プログラム 諸行事の進行および関係者（他委員会、会場など）との打合せ 

 クラブ会報 週報等の作成（校正など）および記載記事の収集 
親   睦 交流会（ゴルフ、旅行など）の会場設営ならびに開催 
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ＲＦ（含同好会） 既存同好会の活性および趣味、娯楽による交流の充実をリーダー・

サブリーダー中心に担当委員全員で活動していただきたいと思います。 
また、五大奉仕のうち、残る職業・社会・国際・青少年的な奉仕やクラブ研修委員会に

よる研修、そして、ロータリーデーの立案と開催においても担当委員全員で率先して取り

組むようお願いいたします。 
卓話は、新会員卓話、外部卓話、特別月間卓話を昨年同様に行いたいと思います。新会

員の皆様は、自己紹介を含め楽しい卓話をお願いします。特別月間卓話は、「委員会卓話」

的に捉え強化月間にこだわらず各委員会に依頼いたします。各委員会に於いては、委員会

を開催し発表者ならび内容の検討をお願いします。 
本年度会長方針で例会参加にソーシャルメディア（SNS）活用を検討するにあたり、当

委員会に於いては、実施クラブへの訪問・意見交換等を行い報告いたします。また、SNS
を活用することにより、成田ロータリークラブが一般に広く知られることにも繋がるので、

例会やイベントが興味深く、洞察に富み、重要な内容になるよう企画・運営を検討いたし

ます。 
最後に、諸岡靖彦ガバナーの前年度にあたり地区行事である３大セミナーが年度下期に

開催されます。当委員会に於いても、またとない機会なので積極的に参加し楽しみたいと

思います。一年間宜しくお願い致します。 
 
◇ 点  鐘    神﨑 誠 会長 
 

第 1 回理事会 
 

１．７、８月の例会及び事業、行事計画の確認 
７月の予定  

６日 (金) 祭りを見よう会 場所 菊屋別館 点鐘 １８：３０  
１３日 (金) 通常例会 第 1 回理事・役員会 クラブ協議会パートⅠ 

 ２０日 (金) 通常例会 クラブ協議会パートⅡ 
 ２７日 (金) 通常例会 特別月間卓話 会員増強・維持拡大 

８月の予定  
３日 (金) 通常例会 会員卓話 松本会員、櫻井会員 第 2 回理事・役員会 

１０日 (金) 通常例会 特別月間卓話 ロータリー財団 
１７日 (金) 休会 お盆 （定款第 8 条第 1 節） 
２４日 (金) 通常例会 クラブ協議会パートⅢ 
３１日  通常例会 会員卓話 高根会員、林会員 第 3 回理事・役員会 

※7 月 5 日 第 10 ブロック 親睦ゴルフコンペ 
 8 月 25 日（土）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 

8 月 26 日（日）インターアクト年次大会                           承認 
２．名誉会員の承認 
成田山新勝寺 橋本照稔貫首                                 承認 

３．出席免除者の承認 
日暮 俊久 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ｂ）） 
藤﨑 壽路 会員（定款第 12 条 第 3 節 （ａ））                       承認 

４．取引銀行承認の件   
京葉銀行成田支店                                       承認                                          

５．収支予算承認の件                                           
６．誕生日、結婚記念品の件 
誕生日記念 アップル写真スタジオにて記念写真：佐瀬和年会員 
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結婚記念  フラワーショップサクマ：佐久間高直 会員                    承認 
７．会員の退会の件（6 月末退会） 

山﨑 義人 会員                                     承認 
８．新規会友の件 
豊田 磐 元会員（会費なし、行事発信、会友規定に伴う内規規定の見直し）          承認 

９．親睦旅行へのクラブからの補助金に関する件 
補助金 60,000 円、15 組ツイン 30 名確保済み                        承認 

１０．新盆お見舞いに関する件  
堀口会員、山田会員、石橋会員、諸岡市郎左衛門会員 
幹事より場所、日時など確認                                承認 

１１．会長・幹事会に関する件  
日時：7 月 10 日（火） 担当：成田ロータリークラブ 会費：一人一万円  
分区会長幹事会運営費 1 クラブ 2 万円                           承認 

１２．地区会員増強・維持拡大セミナーに関する件 
日時：8 月 25 日（土）受付開始 13：30 点鐘 14：00 
場所：TKP ガーデンシティ千葉 

村嶋隆美会員、会長、幹事出席                             承認 
１３．成田ロータリークラブ杯剣道大会に関する件   
 参加賞として手ぬぐいを配るため若干の負担増、委員会に一任                  承認 
１４モンゴル支援の件 
 6 月実施予定で延期されていたバスツアーを 9 月末に実施予定（前年度予算で承認済み）      承認 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ７０ ４８ ２２ ６８．５７％ ７２．８６％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 6月 30日 
ロータリー財団委員会 グローバル

補助金奨学生オリエンテーション 

諸岡 靖彦 会員 7月 1日 ガバナー会懇談会 

諸岡 靖彦 会員 7月 5日 
地区米山奨学会委員会 2019 年度 

学校説明会 

諸岡 靖彦 会員 7月 6日 
銚子ロータリークラブ通算３０００

回記念例会 
諸岡 靖彦 会員 7月 7日 地区指名委員会 
諸岡 靖彦 会員 7月 7日 地区危機管理委員会 
渡辺 孝 会員 7月 11日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

神﨑 誠、平山 秀樹、深堀 伸之、土井 英二、成田 温 

村嶋 隆美、小寺 眞澄、甲田 直弘、諸岡 靖彦、大橋 創一  

各会員 

7月 13日 第 1回理事・役員会 

諸岡 正徳 会員 7月 13日 地区会員増強・維持拡大委員会 

設楽 正行、笠原 智、神﨑 誠、眞々田 美智子、成田 温 
各会員 

7月 13日 危機管理委員会 

諸岡 靖彦 会員 7月 14日 グローバル奨学生学友会総会 

神﨑 誠、笠原 智、小泉 英夫、眞々田 美智子、村嶋 隆美 

各会員 
７月 17日 会員増強・維持拡大委員会 

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 

 


