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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2573回例会 平成 25年 8月 23 日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 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      歌唱 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタン・ロータリー・クラブ  金子 公久 様 

◇ 誕生日 

飯田 正雄 会員（欠） 

甲田 直弘 会員（欠） 

湯川 芳朗 会員（欠） 

 

◇ ニコニコボックス 

小川 賢 会員：今日は皆様にお願いとご了承がございます。

私は明治大学の卒業でありますが、２年ぶり第４回明治大学マン
ドリンクラブコンサートを１０月２７日（日）成田国際文化会館
で開催することになりました。前回は平成２３年５月７日に行い
まして、震災直後ということもあり“東日本大震災復興チャリテ
ィーコンサート”ということで開催しましたところ、沢山の方に
おいでいただきました。会場内に３個の義捐金箱を設置しました
ところ、２８９，３４１円集まりました。非常に貴重な多額のご
支援をいただき、当日の収益金と併せまして７６２，３４１円を

寄付しました。どこに寄付しようかと色々議論されましたが、学生によるチャリティーコ
ンサートだったので、≪教育こそが遺児の未来を切り開く≫を信念としているあしなが育
英会に寄付させていただきました。そんなことで、今回も災害復興を風化させないために
災害復興を支援するチャリティーコンサートとして、成田市をはじめ各団体、みなさんの
御後援をいただいて開催することになりました。５月に明治大学の校友会成田地域支部で
８年ぶりに役員改選があり、私が支部長、高橋晋会員が副支部長となりました。幹事長が
コスモポリタンロータリークラブの宮田さん。今日お見えになっていませんが深堀会員が

企画担当の副部長。加瀬間会員、逆井会員も関係者です。そんなことで、皆さんへ色んな
方からチケットの販売や協賛広告などの話があるかと思いますが、そういう立場になって
しまいましたので是非ご支援をよろしくお願いいたします。 

 

角田 幸宏 会員：明日、秋葉会員のゆめ牧場で取り組んでおりま
す蒸気機関車の保存活動が“成田の牧場にＳＬ大集合”と題してＮ
ＨＫおはよう日本で生放送されます。７時４５分ぐらいから７，８
分だそうです。是非ご覧いただけたら幸いです。 
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◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちわ。８月は２日、９日と移動例会が続き、また、

お盆の休会もありましたため、久しぶりの例会場での例会です。

本日は当クラブの第９分区の設楽ガバナー補佐をお迎えしての

ガバナー補佐公式訪問例会であります。幸い、設楽カバナー補佐

からはわざわざクラブ協議会を開かずとも１５分ほど時間を貰

えればよいとのお言葉をいただきました。譲っていただいた時間

には、先日、地区で行われました国際奉仕・ロータリー財団委員

会合同セミナーの報告を小川委員長にお願いしたいと存じます。

私も出席していましたが、具体的な事例の説明で、複数年に渡る「未来の夢計画」の一端

がいくらかは理解できたように思います。 

去る８月９日に成田高等学校にて開催されました「第４７回インターアクト年次大会」

におきましては、大澤青少年奉仕リーダーには大変なご苦労をいただき、事故もなく無事

終了いたしましたことはご同慶のいたりであります。また、猛暑の中、朝早くより駐車場

係や受付としてご協力くださいました多数の会員の皆様には心より御礼申し上げます｡ 

なお、８月２５日には中学校剣道大会、９月６日は月見例会、１３日は関口徳雄ガバナ

ーによる公式訪問例会が控えております。当日は、通常例会の後にクラブ協議会と、関口

カバナーを囲んでの簡単な懇親会が予定されております。各委員長様はもとより多数の会

員の皆様の出席をお願いいたします。本日は日本空港ビルデング株式会社の田村幸宏様の

入会式や設楽ガバナー補佐の卓話等多くの行事が予定されておりますので、簡単ではあり

ますが、これをもって挨拶とさせていただきます。本日は時間の関係もあり「一言、言わ

せろ」のコーナーは中止させていただきます。ぜひ、次回までに何かお考えおきください。

最後になりましたが、成田コスモポリタン・ロータリー・クラブの金子公久様ようこそ成

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。

  

◇ 表彰 

ポール・ハリス・フェロー 石橋 菊太郎 会員 

米山記念奨学会第７回マルチプル 小川 賢 会員 

 

◇ 入会式 

田村 幸宏（たむら ゆきひろ） 会員  日本空港ビルデング株式会社 

推薦人 小澤 美良 会員、石橋 菊太郎 会員 

顧 問 小宮山 四郎 会員 

所属委員会  会員増強・退会防止委員会 出席奨励担当 

        奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕担当 

職業分類  空港管理 
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ただいま入会させていただきました日本空港ビルデング株式会

社総支配人の田村幸宏と申します。前任の丸岡が羽田在中になり

まして私が７月から成田に赴任となりましたので、引き続き成田

ロータリー・クラブに入会をさせていただきました。私は印西に

住んでおりまして妻と子供２人です。昭和５５年会社に入社しま

した。５３年には成田空港が開港しましたが、当時は第１ターミ

ナルビルしかございませんで、佐倉に寮がありましたのでそこから通っていました。その

後８年程、成田で勤務いたしまして本社に移りました。そして２５年ぶりにスタートをき

った成田へきまして非常に感激しております。羽田空港まで１時間半の通勤時間がありま

してが、成田まではスカイアクセスで３０分弱。以上に環境に恵まれたところに勤務出来

てよかったなあと思っております。これからは出来るだけ例会に出席したいと思っており

ますので、皆様方のご指導宜しくお願い致します。簡単ではございますが、挨拶とさせて

いただきます。 

 

◇ 委員会報告 

・なりた環境ネットワーク 出向者 平野 省二 会員 

第２５回印旛沼クリーンハイキングが平成２５年１０月２０日

（日）９：１０～北須賀甚平衛公園で開催されます。成田ロータリ

ークラブの役割は昨年同様受付係です。雨天の場合は翌週１０月２

７日（日）。成田ロータリークラブ以外にもネットワーク会員とし

て各事業所からも参加されると思いますが、当日参加の方はメーキ

ャップになります。出きるだけ多くの方の参加をお願いします。ま

た回覧で緑のカーテンコンテストの参加募集も行っています。 

 

・会員増強委員会  平山 秀樹 委員長 

本日例会終了後に委員会を開催いたしますので、委員の方は出席

お願いいたします。また今月のロータリーの友に特集が組んでござ

います。８月は“会員増強および拡大月間”ということですので、

一人でも多くの方にお声を掛けさせていただければと思っておりま

すので、皆様からの情報もよろしくお願いいたします。 

 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

〇回覧 

・週  報  富里、佐原、多古ロータリークラブ 

・剣道大会、地区大会、月見例会、親睦旅行の出欠表への確認  

・岸田会員よりお見舞いに対するお礼状 
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◇ 第 9 分区 設楽 正行 ガバナー補佐挨拶 

本日はガバナー補佐訪問ということで、クラブ協議会の中で

講評などをおこなうということとなりますがよろしくお願いい

たします。しかし、なにぶんにも第９分区として初めての経験

であり、かつガバナーほどの知識も無い中で適切にできるかは

わかりません。ここで応えられない事項、あるいはあいまいな

事項については私の報告に基づき、２週間後の正式なガバナー

公式訪問の中で関口ガバナーが皆様方と討論という形の中でお

話いただく事となっていますのでご了承願います。 

 さて、本年度の RⅠ会長ロン バ－トン氏は「ロータリーを実践し、皆に豊かな人生を」

というテ－マを掲げ、第１に会員増強の推進、第２にロータリー財団を通じた人道的奉仕

の充実、第３にロータリーファミリーを通じたネットワークに強化と言う３つの事項を強

調されました。 

 これを受けて関口ガバナーは７つの指針を掲げられました。 

１．奉仕と親睦のバランスの取れた実践 

  職業奉仕に軸足をしっかり置きながら様々な奉仕活動を行いつつ会員同士の親睦を多

いに深めて頂きたいということであります。ややもすると親睦のみに偏った活動にな

りがちなところに気をつけましょうということであります。 

２．元気なクラブを目指して例会を重視し、退会の防止のために趣味の親睦活動を充実さ

せよう。従来職業を通じての自己研鑽は過去のガバナーがずっと掲げてきたものです

が、ここで少し手綱を緩め趣味の世界の充実を通して会員同士の絆を強め、もって退

会の防止に役立てようということです。 

３．社会奉仕活動０クラブを無くすことを上げています。奉仕と親睦のバランスの取れた

活動と同時に社会奉仕０ではそのクラブの存在意義もなくなっていると考えるわけで

す。 

４．会員増強を強力に進めたい。４人組を作り活動する。４人いれば良い智恵も浮かぶで

しょう。４人いれば誰かがロータリーについてうまく説明できるでしょう。 

  4 人いれば誰か知り合いをみつけるでしょう。など一瞬でも 3,000 人を超える会員数

をえたい。 

５．財団に対する意識改革 

  財団は寄付するだけでなく使用ないし利用するもの。これは先の私の挨拶でお話した

通りです。 

６．公共イメ－ジ・ロータリーブランドの強化 

  これからはロータリーが何であるか、何をしている団体かを大いに伝えて行きたい。 

  マスコミに大いに関わっていこうということ。 

７．退会防止のため情報研究会を実施し、各クラブで充実した研修のできる会員を養成す

る。 

以上が関口ガバナーの本年度の指針であります。私はこの中で関口ガバナーが最も強調し

たいことは会員増強と親睦であろうと考えています。地区にフェローシップ委員会を復活

させ、親睦、趣味の会の充実を図ろうとしています。また、会員増強は歴代ガバナーの悲

願ともいうべきところであります。ロータリーの中核的価値観、それは奉仕、親睦、多様
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性、高潔性、リーダーシップでありますが、私達は日々その価値観に従って生き、それぞ

れの地域社会にこの考え方を広げようとしています。それはまさに増強を通じて地域に浸

透していく過程でこの価値観を広めると同時に公共イメ－ジアップにも通じるところであ

ります。つまり、その地域で会員を探す過程でおのずとロータリーが何をしているか、ど

んな人の集まりか話して回ることから達成していくだろうと考えるわけです。 

 以上が関口ガバナーの大きな指針ですが、それとは別に私がこの第９分区の中で何か皆

様に対しての支援が出来ないかと考えました。そんな時分区内のある会員から誰か卓話を

してくれる方を紹介して欲しいむね話しがありました。退会防止のみならず、増強のため

にも例会の充実と例会の楽しさのためプログラム委員会が様々苦労しているわけです。そ

こで仮称ではありますが、第９分区人材バンクなるものを立ち上げたく思います。ここに

各クラブで話題になった卓話者をそれぞれ登録いただき、分区内クラブに提供し、例会プ

ログラムの一助となれば幸いです。さらに第９分区内会員相互の絆が深まればと願ってい

ます。 

 以上関口ガバナーの方針とそれを受けての私の解釈と私心の一端をお話いたしました。

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇ 寄付のいろいろ 

小川 賢 ロータリー財団・米山記念奨学委員会委員長 

 

ロータリー米山記念奨学事業とは 

 

ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンか

らの寄付を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金

を支給し、支援する国際奨学事業です。 

○ 事業の使命は 将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」とな

って国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者と

なる人材を育成することです。これは、ロータリーの目

指す“平和と国際理解の推進”そのものです。 

「将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日本

を世界に理解させるためには、アジアの国々から一人で

も多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうしかない。それこ

そ、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか」 （ロータ

リー米山記念奨学会史）より 

○ 寄付について 当会への寄付金には普通寄付金と特別寄付金の２種類があります。 

・普通寄付金 日本の全ロータリアンからの定期寄付で、各クラブで決定した金額×

会員数分を半期に一度送金いただいています。 ２０１１年度平均４，５８６円 

・特別寄付金 個人・法人・クラブからの、普通寄付金以外の任意寄付。金額に決ま

りはなく、ロータリアン以外の方からもお受けします。２０１１年度平均１０、０

３８円です。 

・個人寄付への表彰 １０万円で第１回米山功労者、以降１０万円ごとに第２回～第

９回米山功労者マルチプルとなる。表彰品は感謝状です。 
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・寄付金の「税額控除」適用法人です。 ２０１２年１月以降の寄付金から、従来の

「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになり

ました。（日本円の寄付のみ、ドル寄付にはありません） 

 

ロータリー財団とは 

 

 ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済することを通じて、世界理解、親善・平和を達成できるようにすることです。    

非営利組織である当財団は、ロータリアンをはじめ、より良い世界を築こうというビジョ

ンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみによって支えられています。 

 ご寄付は、ロータリー財団の補助金となり、助けを必要とする地域社会に持続可能な変

化をもたらす活動に役立てられています。 

 こうした中、財団への支援は、飛躍的に増えていきました。１９１７年に２６ドル５０

セントの最初の寄付が贈られて以来、財団には、総額１０億ドル以上の寄付が寄せられて

います。２００３－０４年度の寄付だけでも、７，０００万ドルを上回っています。 

 現在までに、１００万人以上がポール・ハリス・フェローとして認定されています。ロ

ータリー財団の未来が確かなものとなり、今後も国際理解と世界平和の実現に必要な活動

を続けていくことができるのは、こうした力強い支援と世界中のロータリアンによる積極

的な参加のおかげなのです。 

○ ロータリー財団の個人に対する認証  ロータリー財団の協力団体である、ロータリ

ー日本財団への寄付は、ロータリー財団の寄付認証を受けることが出来、寄付累計に

も加算されます。 

・ ポール・ハリス・フエロー（ＰＨＦ） １，０００ドルに達すると 

・ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（ＭＰＨＦ）  ＰＨＦになった人が更

に寄付をしていき、累計額が２，０００ドルに達すると 

ＰＨＦには襟ピンと感謝状が、ＭＰＨＦには認証状が贈呈されます。 

・ ベネファクター  恒久基金への寄付金額が累計１，０００ドルに達した場合に

ベネファクターとして認証されます。認証状が贈られます。 

 

ロータリー財団が強調する重点分野の基本方針 

１． 平和と紛争予防・紛争解決 

ロータリーは、平和と紛争予防・紛争解決のための研修、教育、実践を支援します。 

２． 疾病予防と治療 

ロータリーは、疾病の原因と影響を減らすための活動と研修を支援します。 

３． 水と衛生 

ロータリーは、安全な飲み水と基本的な衛生設備を提供するための活動と研修を支

援します。 

４． 母子の健康 

ロータリーは、母子の健康を改善し、５歳未満の幼児の死亡率を減らすための活動

と研修を支援します。 

５． 基本的教育と識字率向上 
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ロータリーは、すべての子どものための教育を改善し、子どもと成人の識字率を高

めるための活動と研修を支援します。 

６． 経済と地域社会の発展 

ロータリーは、人々が生活と地域社会の経済に、末永い発展をもたらしていけるよ

う支援します。 

 

ポリオ・プラス 

 

 ポリオ・プラスは、国際ロータリーの特別プログラムであり、世界からポリオ（骨髄性

小児麻痺）が撲滅されるまでは、他のいかなるプログラムより優先されるものです。 

（ポリオ・プラスの「プラス」は、今後のほかの保健活動に生かすことの出来る全世界ポ

リオ撲滅の遺産を意味しています。） 

 

 全世界のロータリアンのお蔭で、全世界からポリオを撲滅しようというロータリアンの

願いが、今叶えられようとしています。 

２０１３年６月にポルトガルのリスボンで開催されたＲＩ国際大会で、ロータリーとビ

ル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、ポリオ撲滅活動を支援するパートナーシップの拡

大を発表しました。この新しいパートナーシップでは、２０１８年までの５年間、ロータ

リーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ財団が２倍の額を上乗せすることになり

ます（年間３５００万ドルまで）。これにより、５億ドル（約５００億円）以上の資金確保

も可能となります。本年度第２７９０地区では、年次基金には、１人当たり１３０ドル、

ポリオ・プラスへの指定寄付金は、１人当たり２０ドル～２５ドルをお願いしています。   

 

○ポリオ・プラスプログラムの歴史 

 １９７９年  フィリピンの６００万人の児童にポリオの予防接種をするという５ヵ年 

プロジェクトを実施。ＲＩの７５周年基金から補助金が授与された 

 １９８６年  ポリオ・プラス・プログラムが発足。１億２０００万ドルの募金発表 

 １９８８年  ２億４７００万ドルの募金額を達成し、募金を終了。日本は募金目標が 

４０億円と巨額であったので、ＲＩの承認を得て募金キャンペーン期間 

を５年間と定め、１９９１年６月約４９億円（約４０００万ドル、世界 

の約１６％）の募金額を達成し、募金を終了した。 

 １９９０年  米州ポリオ撲滅宣言 

 ２０００年  西太平洋地域がポリオ撲滅宣言 

 ２００２年  ヨーロッパ地域がポリオ撲滅宣言 

 ２００２年  ８，０００万ドル目標の募金キャンペーンスタート。日本は２００５年

６月までの３年間で、約１７億円（約１５１７万ドル・・世界の約１９％）

の募金を達成し、募金を終了した。 

 ２００７年  規定審議会で、ポリオの撲滅を国際ロータリーの最優先の目標とするこ

とを承認、確認。 

 ２００９年  １９８５年以来、ポリオの撲滅活動に８億ドル以上を寄付してきた。そ

の結果ポリオの発症数は９９％以上減少した。 
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 ２００８   ゲイツ財団が３億５、５００万ドルの寄付、ロータリー２億ドルチャレ 

～１２年  ンジ寄付、合計５億５、５００万ドルをポリオ撲滅活動に提供していく

ことになった。この目標は、２０１２年１月達成し、キャンペーンを終

了した。 

 ２０１２年２月  インドがポリオ撲滅宣言。常在国はアフガニスタン、ナイジェリア、

パキスタンの３ヵ国のみとなった。発症件数は大幅に減少している。 

 ２０１３年６月  ＲＩ国際大会で、２０１８年までの５年間、ロータリーがポリオ撲

滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ財団が２倍の額を上乗せする（年間３，

５００万ドルまで）と発表。 

 

ロータリー財団は２０１７年に設立１００周年を迎えます。この間ほとんど変更されな

かったさまざまなプログラムが、３年間の試験期間を経て、いよいよ２０１３年７月１日

から全世界の地区に「未来の夢計画」が導入されます。 

プログラムと手続きを地区に移譲して、地区の裁量を大幅に増やします。地区とクラブ

でロータリー財団が自分たちの財団であるという自覚を高めること、ロータリーの公共イ

メージを向上させること等が未来の夢計画の目標です。関口徳雄ガバナーも、財団に対す

る意識改革として、①財団は寄付するだけでなく使用ないし利用するもの ②Ｒ財団寄付

金１人１５０ドルを目指したい（Ｒ財団から要請）との目標を示しています。 

地区財団活動資金（ＤＤＦ）の地区補助金は、実施年度の前５月１５日までに申請が必

要です。したがって事業は前年度中に奉仕プロジェクト委員会と協議し、計画する必要が

あります。また事業は２年継続となることとなります。その他の変更点を含めて会員の研

修を進めてまいります。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 成田ロータリー・クラブ 
期日 平成２５年８月２５日（日） 
会場 栄町立栄中学校体育館 

１．開式の言葉 
２．ロータリークラブ会長挨拶  遠藤 英一 会長 
皆様おはようございます。成田ロータリー・クラブ会長の遠藤でございます。成田ロータ
リー・クラブ主催の中学校剣道大会も今回で７回目となります。毎回見学させていただき、
皆様の熱気やしぐさから私たちも大きな元気をいただいております。 
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 さて、今年は例年にも増して酷暑日、そして熱帯夜が続きましたが、皆様の夏休みの練
習の成果はいかがですか？技術が飛躍的に向上したと感じた人もいれば、どうもスランプ
続きであったと感じた人もいるかもしれません。いずれにしましても、剣道は礼に始まり
礼に終わる強靭な体力と精神力を養う日本古来のスポーツであります。この体力と精神力
はいずれ皆様が社会に出られたときに必ずや何等かの役に立つものと信じております。 
 本日の剣道大会では、日ごろの練習の成果を遺憾なく発揮して正々堂々と勝負してくだ
さい。結果は後からついてくるものであり、何よりも一人の怪我人も出すことなく、この
大会が、皆様のたくさんの汗の後で、無事終了することを祈念しております。 
 最後になりましたが、我々ロータリー・クラブは世界各地で地域社会のため、世界平和
のため、過去１００年以上にわたり奉仕活動を続けております。本日の剣道大会も健全な
青少年育成の一環としての奉仕活動であります。この点を教員そして保護者の皆様にもご
理解いただければ幸いに存じ、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 
 それでは、選手の皆様、くれぐれも怪我や体調不良だけは起こさないよう、がんばって
ください。 
３．優勝杯返還           男子 富里中学校 女子 西の原中学校 
４．選手宣誓            富里中学校 菅沼選手 
５．審判長注意      大久保 雅従 
６．閉式の言葉            
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剣道大会 成績表 

 優勝 準優勝 ３位 

男子団体 富里中学校 桜台中学校 栄中学校、中台中学校 

女子団体 桜台中学校 成田西中学校 公津の杜中学校、印旛中学校 

男子個人 
富里中学校 
小松 優 

富里中学校 
北薗 優真  

公津の杜中学校 横山 智一 

印旛中学校 武内 秀太 

女子個人 
西の原中学校 
佐藤 美桜 

小林中学校 
菅井 千春 

中台中学校 橋本 和奏 

富里中学校 青柳 みずほ 

※平山 金吾会員よりニューモラルをいただきました。 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 ７月２９日 地区インターアクト委員会 

小川 賢、小寺 真澄、池内 富男、仲村 盛政、日暮 俊久 各会員 ７月３０日 囲碁同好会 

石橋 菊太郎 会員 ８月５日 地区ＲＹＬＡ 

喜久川 登 会員 ８月１９日 冨山シティーロータリークラブ 

渡辺 孝 会員 ８月２１日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

石橋 菊太郎、設楽 正行、諸岡 靖彦、松田 泰長 各会員 ８月２２日 地区ＲＬＩ 

遠藤 英一、成田 温、諸岡 靖彦、福田 朗、近藤 博貴 
阿部 慎一、松村 里美 各会員 

８月２３日 プログラム委員会 

遠藤 英一、松田 泰長、渡辺 孝、小寺 真澄 
田村 幸宏、平山 秀樹 各会員 

８月２３日 出席奨励・退会防止委員会 

平山 金吾 会員 ８月２４日 米山梅吉記念館理事会 

平山 金吾 会員 ８月２５日 
2790地区米山記念奨学会委員長
会議 

飯田 正雄、平野 省二、小川 賢、遠藤 英一、松田 泰長 
佐瀬 和年、成田 温、諸岡 靖彦、神﨑 誠、山田 真幸、喜久川 登 
大澤 浩一、佐久間 高直、平山 秀樹、小寺 真澄 各会員 

８月２５日 剣道大会 

近藤 博貴 会員 ８月２５日 地区米山記念奨学委員長ｾﾐﾅｰ 

石橋 菊太郎 会員 ８月２５日 
地区インターアクト 
福島新地町へ 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ３６ ２５ ５９．０２％ 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 

 

男子個人戦決勝は富里中

学校同士の対決となりました。 

スピード、そしてキレ、躍動感あ

ふれる素晴らしい戦い。日々の

練習の成果を存分に拝見させ

ていただきました。 


