国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2664 回例会 平成 27 年 7 月 17 日（金）
◇ 点
鐘
佐瀬 和年 会長
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
諸岡 正徳 会員
◇ お客様
米山学友（元米山記念奨学生）シルネン 様
第 9 分区ガバナー補佐
伊藤 仁
様（白井ロータリークラブ）
ガバナー補佐幹事
畠山 泰哲 様（白井ロータリークラブ）
◇

ニコニコボックス
吉田 稔 様：みなさんのＢＯＸに、「こうなる 成田第３滑走路」
という冊子を入れさせていただきました。これは、「成田第３滑走
路実現を目指す有志の会」が発行したものです。当クラブには、商
工会議所の会頭をはじめ幹部の方が多く在籍しており、第３滑走路
関連の運動として「成田第３滑走路実現する会」がございます。将
来は、お互いの連携も視野に入れていますが、空港周辺住民の方々
に早く詳しい情報を届けるべきと考え冊子を配布しております。参考資料として、ご覧い
ただきたくニコニコします。
後藤 敦 会員：普段、空港近辺のホテルで仕事をしておりますの
で、あまり参道の方に用事はないのですが、成田に着任して 1 年、
今年は石橋会員の所に三日間お世話になりました。席を用意して頂
き顧客を招待するという企画をいたしました。そうしましたところ、
大変喜んで頂き、いい接待が出来たのではないかと思っております。
ただ、動線が確保できなくて、諸岡会員の米屋観光センターさんに
駐車場を確保していただくというオチまで付いてしまいました。本当に成田ロータリーク
ラブに入ってよかったなと思った瞬間でした。この 1 週間でもう一つ。橘先生のところに、
当ホテルのクルーのお客様が急患で運ばれ、診察前の朝早い時間にも関わらず診て頂きま
した。先ほどお礼を申し上げましたが、当然だよと言っていただきました。本当にありが
とうございました。
石橋 菊太郎 会員：先日の“祭りを見よう会”では、他クラブか
らのお客様も見え、盛会に終えることができました。そして、私に
は孫が 5 人いますが、中 2 の男の子の背が祭前は気づかなかったの
ですが、祭りが終わりましたら私より高くなっておりました。三つ
目、成田のうなぎ祭りが今日から始まり、8 月 23 日まで開催されま
す。朝 9 時に成田山からお坊さんに来ていただき、うなぎ供養して
いただきました。ケーブルテレビが取材に来て下さり、今日放送されるそうです。最後に、
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ＡＮＡクラウンプラザさんに協力でき本当に良かったです。
平山 秀樹 会員：神渡良平先生が「苦しみとの向き合い方 言志
四録の人間学」という本を書かれました。この一節に関西師友会の
会報に以前書いてくださった父、故平山金吾会員
に関する一文を載せてくださいました。７、８ペ
ージくらいでしょうか。父がちょうど今の私の年
齢である５０才頃から「人間学言志四録」を書か
れた越川春樹先生にいかに師事したかを中心に書いて下さっています。
父もさぞかし草葉の陰から喜んでいることでしょう。昨日も、堀口先生
のお取りはからいで食事をご一緒させていただいたシルネンさんとも、
父の思い出をあたためました。私の手元に届き次第みなさまにお送りさ
せていただければと思います。感謝してニコニコさせていただきます。
南日 隆男 会員：今夜 19 時半から成田空港の 51 番ゲートでＡＮ
Ａホノルル便の増便イベントでアロハダンスをやります。今日から
ホノルル線が 2 便となりましたので、来年の成田ロータリークラブ
の親睦旅行はハワイになりますようにと願いを込めましてニコニコ
いたします。
堀口 路加 会員：地区米山委員としての報告を兼ねてニコニコさ
せていただきます。先週 7 月 9 日（木）に 2016 学年度米山奨学生募
集に係る大学説明会を開催しました。22 大学の奨学金担当者の出席
を得て無事終了することが出来ました。又本日は、来年の地区大会
で米山ホームカミングを利用してお招きする予定の元米山奨学生シ
ルネン君（新モンゴル高専校長）をお連れすることができましたの
でニコニコいたします。
設楽 正行 会員：今週の火曜日、初めて姪っ子の結婚式で軽井沢
へ行ってきました。さぞかし涼しいかと思いましたが大してこっち
と変わらずがっかりしました。しかし、一泊して姪っ子をお祝いで
きた事を嬉しく思います。
松田 泰長 会員：まず本日のガバナー月信 13 ページをご覧下さ
い。地区への出向をしておりますが、この委員会が毎月ガバナー月
信に 1 ページをお借りして配信する“ロータリーの原点を知ろう”
理念研究会の 1 ページです。是非お読みいただきたいと思います。
また私事ですが、来週からしばらく休みます。元気に戻ってきまし
たら、また楽しいロータリー生活を送りたいと思います。

◇

会長挨拶
佐瀬 和年 会長
先週、金、土、日の三日間、天候に恵まれた、大変に素晴らし
いお祭りができました。私もこんなに真っ黒になりました。300 年
の歴史があるお祭りです。江戸の中期、世の中が安定し、祭りを
楽しめるようになり、各地で特徴の有る形式で祭りは拡がり始め
ました。その背景には、文化、芸能、芸術に優れて集団が存在し、
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統率をしていたようです。お祭りに欠かせない「お囃子」の原点は雅楽、舞楽、伎楽そし
て「能」のように脈々と伝えられてきた伝統芸で有ります。
「能」は日本の世界無形文化遺
産第一号に指定されています。次週は、文化芸術、芸能、作法のついての権威者「阿弥衆」
から、お話を始めます。ご期待ください。
◇ 委嘱状授与
２０１５－２０１６年度 国際ロータリー第２７９０地区
・ＲＬＩ推進委員会
委員長 諸岡 靖彦 会員
◇ ポールハリスフェローピン授与
第 1 回ポールハリスフェロー
吉田 稔 会員
◇ 委員会報告
・ロータリー財団
近藤 博貴 リーダー
本日、寄付者名簿を回覧しております。寄付にご協力頂ける方は、名
前の記入をお願いいたします。
・米山記念奨学
日暮 俊久 リーダー
本日、小寺真澄会員より 10 万円の寄付を頂きました。
私はシルネンさんが米山奨学生として成田クラブがお世話している時
のカウンセラーをしておりました。宗吾霊堂や成田近辺を色々案内し
ました。一番思い出に残っているのは、元旦に日本のおせち料理を用
意しましたところ、美味しい美味しいと気持ちよく全部食べていただ
いたことです。
・雑誌・広報
諸岡 正徳 リーダー
今月のロータリーの友のおススメ記事の紹介です。私を含め、皆さん
も一番感心があるであろう縦読み１８ページ。卓話の泉に掲載されて
おります「肥満について」です。
食事時間を長く（1 時間以上）することで体重増加を抑制する事が出
来ます。また減量が困難とされた内臓脂肪も一日二回、一回に二十回
の腕立て伏せで内蔵脂肪を減らすことができるそうです。是非、皆さ
まもお試しください。
※クラブ会報よりお願いです。ニコニコ、委員会報告される方は、データーの提出をお願
い致します。
◇

ガバナー補佐就任のご挨拶

伊藤 仁 ガバナー補佐（白井ロータリークラブ）
本年度の第 9 分区ガバナー補佐を仰せつかりました伊藤で
ございます。よろしくお願い致します。ロータリー歴もそれ
程長くなく、年齢も大体真ん中くらいでしょうか。ガバナー
補佐は、各クラブに順番で廻ってきます。前回、白井ロータ
リークラブは一度パスしております。二度もパスするのは失
礼だろうと発言しましたところ、では発言した人がというこ
とで私がガバナー補佐をやることになりました。櫻木ガバナ
ーの下ではガバナー補佐の選出方法もこれからは少し変えた
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方が良いのではないか、分区の範囲をどうするか、とかそういった協議も今年度はして行
きたいというのがあるようでした。就任のご挨拶は、成田クラブが最後になります。私も
今まで記念式典のお誘い以外はメーキャップを殆どしたことがありせん。このような機会
をいただき、大変な部分もありますが良かったなと思っております。今年 1 年間、自分に
できる事は一生懸命やりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。す
ぐに 8 月 3 日（月）ＩＭがございます。例年とは全く違った形です。今まではガバナー補
佐主催で分区にあったＩＭ（インターシティ・ミーティング）を行うのが慣例でした。し
かし、今年は、櫻木ガバナーが全会員に直接話をしたいというたっての希望があり、それ
ならばＩＭと言う場がいいのではないかということになり、ＩＭの講演を櫻木ガバナーに
お願いするという事で全分区話がまとまりました。8 月のお盆までに全分区のＩＭを開催
したいということもあり、これから準備がバタバタ進んで行きますがどうかご出席宜しく
お願い致します。
◇

元米山記念奨学生（現米山学友）シルネン 様ご挨拶
皆様こんにちは。久しぶりに会う方、初めて会う方がいらっ
しゃるかと思いますが、よろしくお願いします。
去年の 5 月 1 日に帰国し、久しぶりに日本に来ました。今回
の来日でも色んな方にお会いし、器の大きな方が多く沢山の刺
激を受けました。私は、モンゴルの首都ウランバートルから
1,500 キロぐらい離れた所で生まれ育ち、ゲルンに住んでいた
頃から考えますと、こんな素晴らしい国に留学でき、大学、大
学院まで通うことができ本当に感謝しています。そしてこういう機会を作ってくださった
皆様方はもとより、日本の国の皆様に感謝を申し上げたいと思います。日本では学校、企
業を含め 10 年間お世話になりました。現在、元米山奨学生のジャンチブというものと一緒
に学校を作りました。それは日本式の工業高等専門学校です。それを立ち上げ 1 年無事に
終わり、現在 100 人ほどの学生が在学しております。次年度の入試も終わったところです。
日本式の教育を行ったところ、親御さんにも満足していただいております。日本に比べれ
ば、まだまだ色々物足りないところもありますが、モンゴルに優秀な人材を育てて行きた
いと思っております。日本で学んだことを生かして行きたいと一生懸命やっているところ
です。何故モンゴルに学校かと申しますと、モンゴルは今地下、地上資源をベースにして
経済成長をしております。その中で資源にいかに付加価値をつけて世界にアピールするか
ということに次のモンゴルの発展があると考え、日本式の高専を作ることになりました。
どうか皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。未だにこうやって例会にお邪魔
させていただき、個人的にも連絡を取り合ったりして頂き本当に幸せに思います。是非こ
の恩を返したい！（返せないと思いますが・・・）少しでも皆さんに、形にして楽しんで
いただきたいと思っております。モンゴルに知り合い、親戚、娘、息子がいるような気持
ちで、いつかモンゴルに来ていただきたいと思っております。これからもどうぞよろしく
お願いします。
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪回覧≫
・ＩＭ（インターシティ・ミーティング）開催について
案内と出欠表（本日が締切となっております）
8 月 3 日のＩＭの振替として、8 月 7 日は休会となります。（出欠表提示）
・週報
印西ＲＣ、八街ＲＣ、成田ＣＲＣ
・活動計画書
八街ＲＣ、白井ＲＣ、成田ＣＲＣ
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≪連絡≫
・例会変更のお知らせ
富里ＲＣ ７/28→移動例会 於：バッファロー
・佐原香取ＲＣ例会変更
・連絡先変更
浦安ＲＣ 住所、電話番号／茂原中央ＲＣ 住所、電話番号
成田ＣＲＣ 電話、ＦＡＸ／流山ＲＣ 事務局の連絡先
・例会終了後、奉仕プロジェクト委員会を開催いたします。

2015-16 年度 国際ロータリー第 2790 地区
第９分区 Intercity Meeting プログラム（案）
日

時：2015 年 8 月 3 日（月）点鐘 14：00
会 場：成田ビューホテル

インターシティ・ミーティング
13:30 受付開始
00:00

司 会 白井ロータリークラブ幹事 石戸 謙一

14:00 点
鐘 …………………………………………………………
ガバナー補佐
国歌斉唱 『君が代』
ロータリーソング 『奉仕の理想』
00:00 開会のことば …………………………………………… 白井ロータリークラブ
物故会員に黙とう………………………………………………… ガバナー補佐
00:00 歓迎のことば ………………………………………白井ロータリークラブ 会長
ガバナー補佐挨拶………………………………………………… ガバナー補佐
14:30
00:00
16:00
00:00
16:20
16:30

伊藤 仁

鈴木 孝
伊藤 仁
伊藤喜典
伊藤 仁

演 「ロータリーをやさしく理解する」（１時間 30 分）
ガバナー 櫻木英一郎 様
質疑応答
お礼ことば ………………………………………………………
ガバナー補佐 伊藤 仁
休憩
地区奉仕プロジェクト委員会 PR ………………………………職業奉仕委員 河野 和夫
社会奉仕委員 佐藤 信二
国際奉仕委員長 石井 弘
16:45 感謝状・記念品贈呈:0…………………………………………………ガバナー補佐 伊藤 仁
お礼のことば…………………………………………………… 直前ガバナー補佐 青木貞治
次期ガバナー補佐・ホストクラブ発表………………………………ガバナー補佐 伊藤 仁
次期ガバナー補佐挨拶…………………………………… 八街ロータリークラブ 高橋宏一
次期ホストクラブ会長挨拶……………………………… 八街ロータリークラブ 西村 清
閉会のことば…………………………………………… 白井ロータリークラブ 畠山 泰哲
17:15 点鐘…………………………………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁
講

６クラブ合同懇親会
00:00
17:30 開
00:00 乾
19:30 閉

司 会 白井ロータリークラブ 小林 直人
宴 (お礼の挨拶)…………………………………………… ガバナー補佐 伊藤 仁
杯 ………………………………………………… 白井ロータリークラブ 平川 進
宴 ……………………… 次期ガバナー補佐 八街ロータリークラブ 高橋 宏一
敬称略
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クラブ協議会（二日目）
司会進行

深堀

伸之

幹事

・内規規定委員会
設楽 正行 委員長
本年度佐瀬会長は、その活動目標として「わかりあえる仲間を、
拡げよう」を掲げました。クラブ活動を通してわかりあえる仲間
を見つけ、生涯の朋とし、一人ではできなかったことを、朋の輪
を拡げることにより、世の中に役立つ事を皆でしようと言います。
まずはこの基本方針に照らして細則を見直してみることから始め
る所存です。
さて２０１６年は手続要覧の変更の年であります。そこで様々
な定款の変更や、追加などが現在のロータリーの方針に合わせて行われるわけです。成田
ロータリークラブの定款が新しいＲＩの定款および推奨クラブ細則と合致していることの
確認作業を行い、その後、佐瀬年度が楽しくスムーズな運営がなされるよう細則の定期的
な見直しを行っていくつもりです。
言い古された言葉ですが、どんな時代でも強いもの、賢いものが生き残るのではなく時
代に対応して変化するものが生き残ると言われます。成田ロータリークラブは時代を超え
ても変えてはいけないもの、時代にそって変えるべきものをチャレンジする心をもって選
り分け、常に進化するためにロータリー章典や手続要覧その他膨大な諸規定から当クラブ
活性化にとって必要なものを取り入れ、あるいは修正を行い、その委員会の検討結果を年
次総会の為の理事会に提起してまいります。
・会計
小坂 裕巳 会計
入会１年未満の私が、会計の重責を任されることになり不安もあ
りますが、佐瀬会長が掲げられた「年度基本方針」を円滑に遂行
するために限られた予算を有効に活用し、「奉仕と親睦」のバラ
ンスがとれた運営を実践できる様に務めて参ります。
今年度も、各委員会活動や移動例会、各行事など積極的に開催さ
れ、会員相互の絆が深まり、楽しく活力が溢れた有意義なロータ
リー活動が展開されますように財政面をしっかり管理して行く所
存であります。
なお、予算編成は綿密に行っておりますが、財政の厳しきおり前年同様に自己負担をお願
いするケースもございますので、何卒、会員の皆様のご理解とご協力を賜りますようにお
願いいたします。
成田ロータリークラブの益々の発展に寄与し、自らもロータリアンとして成長できるよう
に微力ながら取り組んで参りますので、引き続きご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。
なお、会費は京葉銀行で取りまとめますのでご協力をお願いいたします。
・会員増強・退会防止委員会 平山 秀樹 委員長
今年度は地区からの会員増強要請が大変強いです。２７９０地区で
３，０００人会員を目指すために、クラブをあげて会長、幹事をはじ
めみなさまのお力をあげて取り組むように要請が来ています。地区の
要請を成田ロータリークラブらしく取り込むことが最初のステップ
です。ただし、私見ですが一定人数以上のクラブであっても職業分類
は守ることが楽しいクラブ活動の上で必須と考えています。
数値目標としては、引き続き純増２名を目指します。特に、４０代、５０代の会員増強
により安定的に会員数が確保されることを狙います。このため、すでに規約も一部変更し
ていただきましたが、会員の後継者の方の入会促進を図ります。再々チャレンジとなりま
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すが、女性会員の増強、定着を目指します。
成田ロータリークラブが地区のソーシャルキャピタルそのものであると言われるほど、
地域でコアなネットワークとなるように、精進いたします。
・クラブ広報委員会
甲田 直弘 委員長
今年度、櫻木ガバナーの意向としてＳＮＳ(ソーシャルネットワ
ーキングサービス)の積極的な活用が挙げられております。我が成
田ロータリークラブとしても創立５５周年という節目を迎えます
事を踏まえ、クラブとしての活動をより多く伝えていきたいと思
っております。
但し、私どもとしてはホームページの充実を図っている最中で
あり、フェイスブックやツイッターなどを駆使して告知する体制
なども十分ではない為、出来る事から手を着けていきたいと思っております。現在のスマ
ートフォンの普及率を考えますと、スマートフォン専用ホームページの作成も必要ではな
いかと思っております。
また、継続行事となっております記者クラブとの意見交換会やロータリーの友の記事紹
介については続けていきたいと思っております。
・奉仕プロジェクト委員会
神﨑 誠 委員長
奉仕プロジェクト委員会は、クラブ奉仕を除き４つの奉仕を各リ
ーダーのもと構成され所属会員も合わせると４０名ほどで活動す
る大きな委員会です。
佐瀬会長は、松田年度の「クラブメンテナンス」をいよいよ実
行に移す年となります。
クラブは長期計画に基づき実行されますが、奉仕関係の各事業
も見直され継続するものや中止するものがあります。
しかし、何より国際奉仕からスタートすることとなりました。
モンゴル国の米山留学生だったシルネン校長の新モンゴル高専への支援、お手伝いをす
ることとなりました。日本の国技相撲では横綱以下モンゴル国出身力士の活躍で盛り上が
っていますが、成田ロータリークラブもモンゴル国に目を向けましょう。
各奉仕委員会については、各リーダーの所信をご覧下さい。
・職業奉仕
菊地 貴リーダー
本年度職業奉仕リーダーに任命されました菊地でございます。
ロータリー活動を始めてまだ間もない自分としましては、過分な
役職では有りますが精一杯頑張らせて頂きたいと思います。
先だって参加させて頂きました地区研修・協議会の奉仕プロジ
ェクト部会に於きまして『職業奉仕の精神は、ロータリー活動の
屋台骨に変わりはない』とお聞きいたしました。ロータリー活動
を通しての職業奉仕を目指し、会長、幹事、奉仕プロジェクト委員長の皆さまのご意向に
沿った事業を、他の職業奉仕委員の皆様と充分に検討を重ねながら進めていきたいと思い
ます。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
・社会奉仕
佐藤 英雄リーダー
社会奉仕とは、クラブの所在地域または行政区域内に居住する
人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら会員が
行う様々な取り組みから生るものである。
（ロータリーの指導原則
より）
２０１１年３月１１日の東日本大震災は、今年度の２０１６年
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３月１１日で５回目の日を迎えます。被災地では復興が進んでおりますが、被災者の気持
ちの上での立ち直りが遅れているのが現状です。地域と地域を結びつける絆を機会に会員
の皆様と共に考えて参りたいと念願しています。
・国際奉仕
音花 昭二リーダー
この度、国際奉仕委員会リーダーを仰せつかりました音花でござ
います。国際奉仕は「他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、
問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を
推進するために会員が行う活動から成る」とされています（ロー
タリーの基礎より）。
佐瀬会長の掲げる「世界に一番近いロータリークラブ」として
世界に目を向けるべく、神﨑奉仕プロジェクト委員長のもと、ロ
ータリー財団・米山記念奨学委員会を始め皆様との連携を密に、取り組みを進めて参りた
いと存じます。ご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。
・青少年奉仕
大澤 浩一リーダー（代読 石橋 菊太郎会員）
先ず、青少年奉仕の目的・理念をロータリーのそれらに照らし
て、委員みんなが理解すべく研修を実施し、その理念・目的を意
識しながら活動して行きたいと考えます。
青少年奉仕委員会の担当分野はインターアクト、ローターアク
ト、ロータリー青少年交換、ＲＹＬＡ（ロータリー指導者養成プ
ログラム）の４つですが、この中でも先ず、成田ロータリークラ
ブが提唱する成田高校インターアクトへの支援を充実していこう
と思います。具体的には、
１．相互の交流を活発にし、本クラブの例会に成田高校インターアクト部員・顧問を招
待する。また逆に成田高校インターアクトの例会に成田ロータリークラブの会員が
参加する。
２．相互の事業・イベントに可能なら参加する。例えば、成田高校インターアクトが行
っている３．１１募金活動への成田ロータリークラブの参加、同じくエコキャップ
運動への支援です。後者は開発途上国のポリオ撲滅のワクチン供与のためのもので
す。
次にロータリー青少年交換ですが、できれば短期交換留学を実施したいと思います。
また、このことに関連しますが、地区で実施している青少年国外研修（昨年は台湾）へ
の参加を積極的に支援したいと思います。
これらのことは佐瀬会長の提唱する世界に目を向けること、時々刻々変わる世界の状況
を理解することにつながるはずですし、青少年奉仕・職業奉仕とも重なってくるだろうと
思います。可能なら、これらの委員会とも連携しての活動にも取り組みたいと思います。
あまりに、多くのことはできませんが、ローターアクト、ＲＹＬＡについても前年の活
動を引き継いでいきたいと思います。
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
遠藤 英一 委員長
ここ数年の地区協議会では、ロータリー財団に関する協議の中
で委員会の説明は寄付を募ることに重点を置くことはともかく、
財団の寄付金の使われ方に関することが広く取り上げられるよう
になりました。成田ロータリークラブにおきましても、寄付の部
分におきましては、これまで通り「長期計画と数値目標」に掲げ
られた目標を達成すべく会員の皆様のご協力をお願いいたす次第
であります。
ロータリー財団では２０１３年７月より「未来の夢」計画がスタートしました。新しい
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地区への補助金はその管理権が大幅に地区に移譲され、各クラブに配分された補助金はそ
れぞれのクラブの責任において管理するという新しい制度のもとで運用されることとなり
ました。さらに、複数年度にまたがるプロジェクトに対する補助金の申請も可能であるた
め、地区内のいくつかのクラブがこの形態の補助金を申請し、すでにプロジェクトを開始
しているクラブもあります。
今年度は、地区内で絶対的な寄付金累計額を誇る成田ロータリークラブの地位を維持す
ることはもとより、その使い方（つまり、補助金の申請及び取得とそれに基づく対象プロ
ジェクトの実行）にも重点を置いて、奉仕プロジェクト委員会をはじめとする各委員会と
連携し、また、会員の皆様のお知恵を拝借して、新しいプロジェクトの発案、検討を進め
たいと思います。
最後に、会員個人が保有するロータリー財団ポイントの成田ロータリー基金への移譲に
つきましても、会員の皆様に十分にご理解いただくために､機会があるごとに丁寧に説明し
ていくつもりでおります。
・ロータリー財団
近藤 博貴リーダー
① 本年度の寄付の目標額は、10 名 10,000 ドルを予定しています。
② 為替レートは、7 月 1 日現在１ドル１２４円です。分割で寄付
される会員は毎月１３,０００を拠出していただきたいと思います。
③ ロータリー財団の寄付は種類がいろいろありますので、クラブ
活動計画書の３２ページを参考にしてください。
④ ２７９０地区のポイント利用状況について
4 月末に行なわれた地区研修・協議会で、2790 地区内のポイン
トを利用しているクラブの状況を質問したところ、８４クラブのうち約４０％が利用して
いるとのことであった。ただし、２０クラブはロータリー財団に全く寄付をしていないそ
うです。
⑤ ポイントの利用について
ＲＩ日本支局の利用手続きをダウンロードした結果、ポイントの利用はポリオプラス
の寄付に限定されているように感じました。ポリオプラス寄付申請書はありましたが、他
の申請書は見当たらなかったため、日本支局の財団室に電話で照会したところ、年次基金
寄付でも対応しているとの回答でしたが、いささか疑問を感じています。
⑥ ポイントを利用してクラブに基金を寄付する件
本年度の事業として理事会で決定しています。この件の実施についてはどう実行して
いくか詳細は決定していません。機会をみて実施方法を発表する予定です。
・Ｓ．Ａ．Ａ（正）．
後藤 敦 会員
会場監督の任務を遂行させていただきます。成田ロータリークラ
ブの定款にもあるように、クラブ例会をはじめとするすべての会議
が、楽しく、秩序正しく運営され、気品と風紀を守り、会合がその
使命を発揮できるように鋭意努力させていただきます。その結果と
して微力ながらも、佐瀬会長の目指す、「わかりあえる仲間を、拡
げよう」という基本方針のお役にたてればと存じます。
まだ 1 年に満たない駆け出しです。Ｓ．Ａ．Ａ．の皆様の強力なサポートをいただきな
がら今回の任務を遂行してまいります。
先週、メンバーで早速第 1 回目の会議を行いました。近藤会員から S.A.A.とはというレ
ポートをいただき 4 時間勉強しました。疲れましたが、とても勉強になりました。引き続
き、全会員の皆様のご指導を宜しくお願いいたします。
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・前年度の会計報告

松田

泰長

直前会長

◇

佐瀬

和年

会長

出

点

鐘

席 表
会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６１

６０

４０

２０

６６．６６％

８０．５％

ＭＡＫＥ

ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

諸岡

名

月

靖彦 会員

佐久間 高直、近藤 博貴、小宮山 四郎、八田 光雄
齊藤 三智夫、後藤 敦 各会員
渡辺 孝、設楽 正行、石橋 菊太郎、平野 省二
喜久川 登、橘 昌孝、佐瀬 和年、成田 温、諸岡 靖彦
山田 真幸、神﨑 誠、深堀 伸之、角田 幸弘
甲田 直弘、佐藤 英雄、堀口 路加、吉田 稔
諸岡 正徳、川島 利昭、菊地 貴、齊藤 三智夫
南日 隆男 各会員
成田

温、諸岡

靖彦

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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日

ク ラ ブ 名

７月 12 日

前年度 地区ロータリーリ
ーダーシップ研究会（ＲＬ
Ｉ） 最終総括会議

7 月 14 日

S.A.A.会議

7 月 17 日

奉仕プロジェクト委員会

7 月 18 日

地区研修セミナー

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

