
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2570回例会 平成 25年 7月 26 日（金） 
 
◇ 点  鐘    遠藤 英一 会長 
◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 
◇ 四つのテスト       
◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ 
  諸岡 孝昭 様、宮田 明俊 様、村島 義則 様、大木 裕信 様 
  福田 稔 様、金井 浄 様、藤﨑 康人 様、片岡 孝治 様 
  加瀬 邦雄 様、宇都宮 高明 様、新庄 隆二 様、本田 修 様 
四街道ロータリークラブ  
  森本 次郎 様 
 

◇ ニコニコボックス 
片岡 孝治 様（成田コスモポリタンロータリークラブ）： 
本日は１２名で参加させていただきました。何故１２名で参加させて
いただいたかについて、池田会長より文章を預かってまいりましたの
で読ませていただきます。 
 
本クラブは、毎年出席向上を目指し様々な策を講じております。しか
し、残念ながら出席率改善にいたっていないのが現状です。原因の一
つに、入会歴の浅い会員が他クラブの例会に伺いメーキャップをして

いない、例会に行きにくいと判断しております。そこで当クラブでは７月の第５例会（出
席委員会担当の例会）を、“他クラブ訪問メーキャップ週間”として、第９分区の各クラ
ブに会員がお邪魔をしております。そしてまた同時に、来年５月に予定しております当ク
ラブ創立２０周年式典のご案内とＰＲをさせて頂くという事で本日参加させていただきま
した。尚５月１４日、当クラブ１，０００回例会で創立２０周年の記念式典を考えており
ますので、親クラブである成田ロータリークラブの会員の皆様においでいただきたいと思
っております。本日はありがとうございました。 
 

森本 次郎 様（四街道ロータリークラブ）：先日の水曜日、マリンス
タジアムに行って成田高校を応援してきました。９回２アウトまで成田が
勝つと信じておりましたが、残念ながらまさかのどんでん返しでした。マ
リンスタジアムにはよく参りますが、ロッテの応援より燃えてしまいまし
た。それと６月に伺ったときに震災支援のボランティアのお話をさせてい
ただきましたが、うちの長男が成田高校のインターアクトでお世話になっ
ておりますものですから、今回、うちの長男と平山さんのお嬢様、お友達
の３人が８月２３，２４日と宮城県山元町の農家へお手伝いに行くことに

なりました。千葉大の学生さんや他のボランティアの方と作業するのですが、折角成田高
校のインターアクトが宮城へボランティに行くので、≪あしあと≫を残せればいいなとい
うことで、大変差し出がましいのですが、こういう支援活動の時に着用するビブスという
のを１０着ほど作りました。もしお邪魔じゃなければ校長先生にお渡しさせていただきた
いと思います。是非有効に使っていただければと思います。それから、会社で菊屋さんへ
お邪魔させていただきまして、大変お世話になりました。ありがとうございました。 
 
石橋 菊太郎 会員：基本的に、日本料理全般のお店をやっておりますが、最近、うなぎ
が成田の名物で、うなぎの需要が増えてまいりました。お陰様で日本橋の三越さん、千葉
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の三越さん、更にはそごうさんで夏の土用の丑の日の一週間、売り出し
をさせていただきました。昨年を上回る成績をあげました。今年は土用
の丑の日に加え、日本うなぎが絶滅危惧種に指定されたこともあり、卸
値までうなぎ登りになりました。ですが、値上げをせずに一生懸命頑張
っております。丑の日を過ぎれば少しは値段も安定してくるという見通
しでどうにかやらせていただいております。それと、日曜日に横田会員
がＮＨＫに出演しておりました。ニコニコを預かってきました。 
 
小澤 美良 会員：前々回、諸岡会員から全国菓子大博覧会のお話があ
りました。広島で行われた全国菓子大博覧会で諸岡会員の会社のぴーな
っつ最中が名誉総裁賞を受賞されたと。この名誉総裁が彬子女王殿下で
ございます。その話を聞きまして、彬子女王殿下が次の週にうちの便に
乗るぞ、と思い出しました。それならば、是非、ぴーなっつ最中をお出
ししたいと思い、実際ＶＩＰルームでお出しすることが出来ました。と
てもお喜びになりました。普通、向こうから話しかけられたらお答えす
ることはできますが、皇族の方には絶対にこちらから話かけることはで

きません。しかし、そのぴーなっつ最中が美味しかったという事で話しかけていただきま
した。成田のＰＲになったのかなと思いました。同じ日、私どもの会社のカウンターの女
性のスキルコンテストをやりました。ケーブルテレビさんだけはなんとか報道していただ
けないかということでお願いしてありましたが、そんなにマスコミの方に注目していただ
けると思っていませんでした。しかしこれが話題を呼びましてＮＨＫのニュースにも出ま
したし、優勝した子は、先日、朝日新聞のインタビューを受けたりしまして非常に嬉しか
ったです。 

 
諸岡 靖彦 会員：（全日空・小澤会員の ニコニコを受けて）小澤会
員のお膳立てをいただき、全国菓子大博覧会の名誉総裁・彬子女王殿下
にぴーなっつ最中を召し上がっていただくことが叶いました。嬉しくも
有り難いニコニコです。加えて、大統領令嬢キャロラインさんが駐日大
使就任のニュースが流れましたが、成田国際高校の姉妹校であるＪ．Ｆ．
ケネディ高等学校(米国アイオワ州）の生徒と卒業生１４名が成田市にホ
ームステイ滞在中の７月４日、なごみの米屋總本店で和菓子づくりを体
験、日本の伝統文化の一端に触れました。最近の北総よみうり紙に写真

付きで掲載されました。 
 

飯田 正雄 会員：私の義理の兄が剣道をやっていて１９日に倒れまし
て、その日は午前４時くらいまで治療していただきました。しかし、植
物人間になってしまうかも・・・という状態で、覚悟しておくようにと
先生から言われました。彼は、交通事故などで何回も危ない目にあった
事が有りますが、３日ほど意識不明でしたが４日目に目をあけ、昨日の
午後になって病院へ行きましたら、普通に会話ができるようになってお
りました。生き返ってくれて本当に良かったです。 

 
平山 秀樹 会員：ふたつのことを合わせてニコニコさせていただきま
す。 まず、８月９日に無事第 2790 地区のインターアクト年次大会が開
催されることにニコニコさせていただきます。成田高校のインターアク
トクラブは、私の娘一人から大澤校長先生をはじめとする皆様のご努力
で６人にまでなりました。無事県内のインターアクトのみなさんをお迎
えすることができそうです。ありがとうございます。 
もう一つ、仕事のことで恐縮ですが、平山建設と株式会社フジタさん

とで、それぞれ二人ずつ四人が担当して公津の杜駅近くで「もりんぴあこうづ」という施設
を施工させていただきました。「もりんぴあこうづ」は、図書館の分館、子供広場、ホール、
ギャラリー、会議室、スタジオなどで構成される複合施設です。６月末の開所式以来、公
津の杜の子供さんたちやお母さんたちに、わいわい賑やかに使っていただいているのを拝
見して、大変嬉しい限りです。  
この新築工事で、先日、成田市から優良工事表彰をいただきました。昨年度の工事三百

件あまりの中から三件が表彰されました。三件のうち、建築工事は一件のみです。しかも、
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ジョイントベンチャー方式での受賞は私が調べた限りでは初めてです。何より嬉しかった
のが、担当者二人から「こんなにやりがいのある仕事をさせていただいてありがとうござ
います」と言ってもらったことです。長らく建設業をやっていて初めてのことです。 
 

大沢 浩一 会員：今日、この会場に来るときに、色々な方に声を掛
けられ「成田高校、惜しかったね、もう少しだったね」と言っていた
だき、改めて皆さんがこんなに注目して下さっているのかと感じまし
た。私自身も非常に残念ではあるのですが、千葉英和戦を勝ったあた
りから、帰って来るときに、あまり知らない方から握手を求められ、
お互いに握手したりして、なんとなく甲子園の雰囲気に似てきたなと
思っておりました。今年、戦前の予想では、バッティングはかなりい
いがピッチャーがやや薄いかなということでしたが、やってみました
ら、選手が一戦ごとにどんどん強くなっていきまして、千葉英和、習

志野戦、これはいいなと思っておりましたが、最後で負けてしまいました。しかし、皆さ
んがこんなに応援して下さっているんだということを改めて感じ、そのことに感激いたし
ましてニコニコさせていただきます。付け加えますと、今日野球部のコーチと会いました
が、今、選手たちはグランドの掃除をして新チームでまた始めるということで野球も大変
だなと思いましたが、みなさんの期待に応えられるように頑張ってくれると思います。ま
た応援よろしくお願いいたします。 
 
◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 
 皆様こんにちわ。ここ数日、天気予報では偏西風の蛇行に
より時ならぬ梅雨前線が発生し、梅雨時のような天気になっ
ています。例年ではそれこそ今頃がいわゆる梅雨明け１０日
の猛暑日となっているはずですが、各地でのゲリラ豪雨など、
地球規模の歴史を考えるとほんの瞬間かもしれませんが、寿
命が延びたとはいえせいぜい９０年か１００年そこらが寿命
の人間にとっては非常に気にかかることでもあります。また、
５０年来の鉄道ファンとしては、一昨日スペインで起こった
鉄道事故も気になるところですが、原因もまだ特定されてい
ないようですので。 
さて、今週の火曜日に成田幹事ともども岸田会員のお見舞
いに行ってまいりました｡ 

岸田会員は成田祇園祭の数日後に勤務先の食堂で熱中症の症状で倒れられ、たまたま打ち
所が悪く頭蓋骨にヒビが入ってしまい、数日間の入院を余儀なくされたそうです。当日も
病院からお帰りになった後で、体調がよくなさそうでしたので、ご本人には会わずに奥様
にお見舞いを申し上げました｡先日あるお医者様から聞いたことですが、やはり、わずかで
もメマイがしたら無理に立ったままがまんせずに、見得を張らずにしゃがんでしまうのが
一番のようです。 
 先週の例会より「一言、言わせろ」のコーナーを始めましたところ、細矢会員より忌憚
のないご意見をいただきました。今後とも皆様の協力をお願いいたします。ただ、週報に
はお話の内容に即した記事として掲載してありますが、ＨＰ上での週報の記載は誰でもア
クセスできる状態となっておりますため、無用な誤解を避けるために一部省略して表現さ
せていただきました。今後ともよろしくご了解ください。 
 先週よりこの例会場にて例会を行っておりますが、皆様、会場で何か変わった点に気付
かれましたでしょうか。実は、これまで国旗を縦方向につるしておりましたが、どうにも
違和感があり、国旗掲揚に関する国際的なルール等を調べましたところ、スペース上やむ
を得ない場合を除き横方向掲揚が一般的であることが分かりました。また、ギリシャ、ブ
ラジル、パキスタンなどには垂直掲揚用の国旗が別にあり、通常使用の国旗を縦方向につ
るすことは禁じられているようです。たしかに、日本やバングラデシュは細かな寸法比に
あるにせよ真ん中に円形があるだけですが、例えば３色のフランス国旗を横にすると縦横
比はともかく、なにかの拍子で一部が隠れてしまうとオランダ国旗と間違われてしまう恐
れがあります｡また、これを機会に世界中の国旗を調べましたところ横方向掲揚を前提に多
くの文字が書き込まれている国旗も多数ありました。今後はしばらくこの掲揚方法で行き
たいと存じます。ただ、ロータリー旗のような団体旗と同時に掲揚する場合の国旗の大き
さ等にもいくつかの細かいルールがあるのと、ガバナー事務所への確認等、ロータリー活
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動とは無関係のどうでもいいことで、また元に戻すかも知れませんがしばらく検討してみ
ようと思います。 
 この後、８月９日の金曜日に成田高等学校にて開催予定の「インターアクト地区大会」
に関するいろいろなお願い事項があります。ぜひ、皆様のご協力をお願いいたします。ま
た、来週、再来週と移動例会が続きますのでご注意ください。 
本日は、７月２２日より成田コスモポリタン・ロータリー・クラブ様のメイクアップ週

間ということで多数のゲストにお越しいただいております。まず四街道ロータリー・クラ
ブの森本様、成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの諸岡様、福田様、宮田様、本田
様、金井様、新庄様、村島様、片岡様、宇都宮様、加瀬様、大木様、藤﨑様ようこそ成田
ロータリー・クラブの例会にお越しくださいました、楽しいお時間をお過ごしください。 
 さて、本日「一言、言わせろ」をご希望の方はいらっしゃいますか｡いらっしゃいました
ら、マイクの前へどうぞ。本日はいらっしゃらないようですので、これで挨拶を終わりま
す。 
 
◇ 感謝状授与 
米山功労者第５７回メジャードナー 
  平山 金吾 会員 
 
 
◇ 委員会報告 
・親睦委員会     飯田 正雄 リーダー 
〇８月２日スカイツリー＆東京ドーム野球観戦について 
９時１５分＝京成東口集合、９時半＝出発、１１時＝スカイツリー見学、 
浅草ビューホテル 昼食＝１１時１５分～３時 
５時１５分＝浅草ビュー出発予定。５時半＝東京ドーム到着予定、 
９時＝東京ドーム出発予定 
〇親睦旅行について 
現在見込みも入れて３０名ほど。若干の余裕があります。 
 
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 小川 賢 委員長 
先週に引き続きましてのお願いとなり恐縮ですが、米山奨学生、財団の
活動の為にご協力をお願いいたします。 
 
・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 雑誌・広報  

ホームページ リーダー 
7 月 23 日（火）、Ｕ－シティホテルで第１回メディア定例協議会が開
催されました。メディア側では千葉日報、朝日新聞、毎日新聞の三社、
会員は２０数名。今回は８月９日のインターアクト年次大会、８月２５
日剣道大会の趣旨説明。今後、意見交換をもっと活発に行えたらと思っ
ております。 
 
◇ 幹事報告   成田 温 幹事 
〇地区より 
・第２７９０地区 地区大会開催のお知らせ 
   場所：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 
   日時：11 月 9 日（土）、11 月 10 日（日）          
  後日参加者を募ります。 
・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会 
   「ロータリー希望の風奨学金プログラム現況報告」を 

会員の皆様にご紹介ください 
   「ロータリーの友」8 月号に４ページにわたり掲載。            
〇回覧 
・白井ロータリークラブ   例会場・日時変更のお知らせ           
              クラブ活動計画書 
・八街ロータリークラブ   例会変更のお知らせ               
・成田空港南 RC 、八街 RC  週報                     
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◇ ご連絡 

・奉仕プロジェクト委員会  大沢 浩一 リーダー 
国際ロータリー第２７９０地区 第４７回インターアクト年次大会 

「あの震災を忘れない ～ 今こそ心の支援を ～」 
 
-９：３０ 受付開始 
１０：００ 開会式 
１０：３５ 諸事連絡 
１０：４０ 記念講演 

 演題 「忘れたいけど忘れない」 
 講師 村上 美保子 氏 
福島県新地町在住。旅館「朝日館」の元女将。東日本大震災の津
波によって旅館を流される。ブログ「朝日館の女将のてんてこ舞
日記」で仮設住宅住まいの近況を紹介するかたわら、各地に精力
的に出向いて被災地の状況を伝える「語り部」としての活動を展
開している 

１１：２０ 支援物資仕分け作業 
１２：３０ 昼食（坊入） 
１３：２０ 体験学習(写経) 
１５：３０ 閉会式 
※１２時半からの坊入り例会に参加される方は、土屋の弘恵会駐車場をご利用ください。 

※ノージャケット、ノーネクタイ、成田ロータリークラブのたすきをかける。 

※集合時間／９時、集合場所／ラーニングセンター（高校の階段を上がって正面） 

※受付係、駐車場係３～５名（後程、矢島委員長より個別に依頼） 

※支援物資 食器類、タオル類、シーツ、枕カバー、鍋、フライパン 

（当日、朝からいらっしゃる方は当日持参、移動例会だけ参加の方は、事前に高校へお持ちくださ
い。２９~３１日の午前中、成田高校の事務室へ） 

  

◇ 新世代プログラムのいろいろ 

地区青少年奉仕委員長  石橋 菊太郎 会員 
１９６３年、国際ロータリーで初めてインターアクトクラブを提唱

しました。成田では５０年前、私が成田高校１年生の時に校長室へ呼
び出され、そこにはすでにロータリークラブに入っている、または関
係している方の子どもたちばかり７，８人の生徒がおりました。その
時に、成田高校インターアクトクラブが発足しました。日本では５番
目、県では１番最初でした。 
 
・ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ） 
ロータリー青少年指導者養成プログラムは、ロータリーが実施する若者たちのための研修
プログラムです。ＲＹＬＡの対象となるのは年齢 14～30 歳の青少年ですが、多くのクラ
ブや地区では、14～18 歳、19～30 歳など、年齢層を絞って実施しています。 

RYLA は、リーダーシップ、良き市民、人間としての成長を強調しています。RYLA の目
標は次の通りです。  

 ロータリーの青少年への尊重や配慮を身をもって示すこと  
 選ばれた青少年や潜在性を有する将来の指導者に対して効果的な研修を与えること  
 青少年による青少年への指導を奨励すること。  
 地域社会に尽くしている青少年を公に表彰すること  

・インターアクト 
インターアクトは、12 歳から 18 歳までの青少年のための国際ロータリーの奉仕クラブで
す。インターアクト・クラブは、支援や指導を与えるロータリー・クラブが提唱して結成
されますが、運営面でも経済的にも自立しています。  
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クラブ会員の構成はさまざまです。男子のみ、女子のみのクラブもあれば、男女混合から
なるクラブもあり、その規模も大小さまざまです。会員基盤は 1 つの学校の学生から集め
られる場合もあれば、同じ地域社会内の 2 つ以上の学校から成る場合もあります。  

毎年、インターアクト・クラブは少なくとも 2 つの社会奉仕プロジェクトを行い、そのう
ち 1 つは国際理解と親善を推進するものとされています。プロジェクトを通じて、インタ
ーアクターは地元社会や海外のクラブと友情のネットワーク を築きます。奉仕活動は、イ
ンターアクターの活動の真髄です。奉仕活動を行うことでインターアクターたちは次のよ
うな大切なことを学びます。  

 指導力と人間としての高潔さ  
 他者を助け、他者を尊重すること  
 個人の責任と懸命に努力することの価値  
 国際理解と親善を推進すること  

ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に発展しているプログラムの 1 つであり、109
余りの国や地域にある 10,700 以上のクラブを擁するインターアクトは、世界的な現象とな
りました。現在、200,000 人近くの若者がインターアクトとかかわりを持っています。  

・ローターアクト 
ローターアクトは、18 歳から 30 歳までの青年男女のための、ロータリーが提唱する奉仕
クラブです。ローターアクト・クラブは通常、地域社会または大学を基盤としており、地
元のロータリー・クラブが提唱しています。ローターアクト・クラブは、提唱ロータリー・
クラブの真の「奉仕のパートナー」であり、ロータリー・ファミリーの重要な一員です。  

ローターアクトは、ロータリーの中で最も顕著かつ急速に発展しているプログラムの 1 つ
です。170 余りの国や地域に 8,400 以上のローターアクト・クラブがあり、世界各地で活
動が行われています。  

＜ローターアクトの仕組み ＞ 

ローターアクトのすべての活動は、地元の草の根レベルから始まります。ローターアクタ
ー（ローターアクト・クラブの会員）は、地域社会のニーズに取り組みながら、友情と奉
仕を通じて国際理解と平和を推進していきます。  

＜ロータリーにおける活動の機会 ＞ 

ローターアクターは、  

 インターアクト・クラブとともに奉仕プロジェクトで活動したり、インターアクタ
ーの指導をすることもできます。  

 ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）に参加できます。  
 国際親善奨学生または研究グループ交換のチームメンバーになることもできます。  
 ローターアクト会員としての年齢制限を超えたら、地元のロータリー・クラブに入

会する機会があります。  

・青少年交換 
ロータリー青少年交換に参加する学生は、最高で 1 年間、母国以外の国でホストファミリ
ーと生活をともにし、学校へ通います。  

ロータリーの長期と短期の青少年交換プログラムによって、参加者は、新しい生活様式、
さらには新しい言語、そして自分自身についても多くのことを発見することになります。
また参加者は、自国やその文化、自分の考えを出会った人々に伝える若き親善使節として、
親しい友人を作りながら、世界を一つにする役割を担います。    

http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/RotaryYouthLeadershipAwards(RYLA)/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/AmbassadorialScholarships/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/Fellowship/GroupStudyExchange/Pages/ridefault.aspx
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75 年以上にわたり続けられてきたロータリー青少年交換は、参加した学生とホストファミ
リーが視野を広げられるような貴重な体験を提供してきました。ロータリー青少年交換プ
ログラムは、地域レベルではロータリーの地区、地元レベルではクラブにより運営され、
毎年 80 以上の国々から 8,000 人以上の学生が参加しています。  

＜グローバルな視点 ＞ 

社会奉仕活動などのボランティア活動に携わる人々から成るロータリー・クラブは、高い
道徳的水準を推進し、世界で平和と理解を広めるために活動しています。32,000 以上のク
ラブに所属する 120 万人のロータリアンからなるネットワークが、青少年交換のために支
援を提供します。  

＜若者への献身 ＞ 

ロータリーは、青少年と深くかかわる活動を行っています。青少年交換のほか、 インター
アクト 、 ローターアクト 、 RYLA （ロータリー青少年指導者養成プログラム）といっ
た若者の奉仕クラブを後援し、職業開発や指導プログラムを提供しています。  

ロータリーは、青少年交換といったロータリーの活動に参加するすべての人々のために、
最も安全な環境をつくり、それを維持するよう最善を尽くします。  

＜低コスト ＞ 

ロータリー・クラブは、学生とその家族が負担する費用をできるかぎり抑えるために、地
域単位でプログラムを管理運営しています。プログラムに携わる経験豊かなボランティア
が、学生、ホストファミリー、プログラムにかかわるロータリアンを支援します。  

千葉県の中で８４クラブ中、インターアクトは１６高校。非常に少ないです。インド、
フィリピンではクラブと同じ数か同じくらいのインターアクトクラブが存在する国もあり
ます。もっと積極的に参加いただけたらと思っております。また複数のクラブで提唱する
ことも可能です。最後に新世代奉仕が２０１０年正式に５番目の奉仕部門として認証され
ました。今年度２７９０地区青少年奉仕委員会の委員長としてやらせていただいておりま
す。１年間、皆様の御協力よろしくお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 
第 2 回理事・役員会 

１．８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 

8 月の予定  

２日 (金) 家族移動例会 スカイツリー・東京ドーム 

９日 (金) 移動例会 成田高校 １２：３０点鐘 
第 47 回インターアクト年次大会 

１６日 (金) 休会（お盆） 

２３日 (金) 通常例会 ガバナー補佐訪問 クラブ協議会 

３０日 (金) 通常例会 卓話 久保田滋子氏 

９月の予定  

６日 (金) 家族移動例会 場所 ゆめ牧場 点鐘 １８：３０ 
第 3 回理事・役員会 

１３日 (金) ガバナー公式訪問 クラブ協議会 

 ２０日 (金) 通常例会 会員卓話  

 ２７日 (金) 通常例会  

※8 月 3 日（土）地区国際奉仕・財団合同委員会（遠藤、小川、小池各会員） 
 8 月 9 日（金）地区クラブ奉仕セミナー（松田会員） 
 8 月 25 日（日）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：栄中学校 
         地区クラブ米山奨学委員長セミナー（近藤会員） 
 9 月 1 日（日）地区ロータリー情報研究会 

http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Rotaract/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/RotaryYouthLeadershipAwards(RYLA)/Pages/ridefault.aspx
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9 月 7 日（土）地区職業奉仕セミナー Ｄゾーン（秋葉会員） 
承認 

２．家族移動例会の件 
8 月 2 日（金）スカイツリー、東京ドーム野球観戦 40 名参加 

                                      承認 
３．ガバナー補佐訪問例会の件 
7 月 27 日（土）第 9 分区会長・幹事会にて詳細打ち合わせ予定 

承認 
４．栄中学校 剣道大会の件 
補助金 10 万円（事前に飯田正雄会員へ渡す） 

承認 
５．地区ロータリー情報研究会の件 
9 月 1 日（日）小宮山直前会長に一任 

                        承認 
６．地区職業奉仕セミナーＤゾーン開催の件 
9 月 7 日（土）秋葉博行会員、登録料一人２，０００円 

承認 
７．家族移動例会（ゆめ牧場）の件  
9 月 6 日（金）１７：００第 3 回理事・役員会、１８：３０点鐘 

                    承認 
８．会員新盆見舞いの件 
藤﨑 政吉 会員 10,000 円、佐瀬 和年 会員 10,000 円、角田 幸弘 会員 10,000 円 

承認 
９．退会、入会の件 
退会者 丸岡 晋 会員 日本空港ビルディング（株） 転勤 
入会者 田村 幸宏 氏 日本空港ビルディング（株）成田営業所 
推薦者 小澤 美良 会員、石橋 菊太郎 会員 
8 月 23 日（金）入会式予定 
 

１０．地区大会の件 
後日、ＦＡＸで参加を募る 

承認 
 １１．親睦旅行会費の件 
一人 11 万円 

承認 
 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

設楽 正行 会員 7 月 10日 八街ロータリークラブ 

設楽 正行、渡辺 孝 各会員 7 月 17日 印西ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 7 月 20日 
米山奨学生、カウンセラー
研修会 

設楽 正行 会員 7 月 22日 白井ロータリークラブ 

設楽 正行、佐瀬 和年 各会員 7 月 23日 富里ロータリークラブ 

設楽 正行 会員 7 月 24日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、佐瀬 和年、小宮山 四郎 

吉田 嘉浩、池内 富男、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、小川 賢 

神﨑 誠、飯田 正雄 各会員 

7 月 26日 第 2 回理事・役員会 

遠藤 英一、成田 温 各会員 7 月 27日 第 9 分区会長・幹事会 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、渡辺 孝、平野 省二、高橋 晋 

橘 昌孝、小寺 真澄、本宮 昌則、平山 秀樹 各会員 
7 月 29日 会員増強・退会防止委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ３８ ２２ ６３．３３％ 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 

 


