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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2713回例会 平成 28年 8月 5日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   角田 幸弘 リーダー 

先月の出席率は７０．４３％でした。一昨日出席奨励委員会を開催

いたしました。今年の方針を話し合い、皆さんからもアイデアを出

していただき、我々からもアプローチしていこうという事になりま

した。特に自分がメーキャップする時は、他の会員の方へもお声掛

けし、メーキャップを促すようなことが出来れば思っております。

一年間宜しくお願いします。 

 

◇ 月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  齊藤 三智夫 会員 

急遽、会場がトップレストランになりましたので、予定しておりま

したくじ引きは無しとさせていただきました。来月から予定通り進

めたいと思いますのでご協力お願い致します。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 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      歌唱 

◇ お客様紹介   

相模原東ロータリークラブ 大谷 豊 様 

米山記念奨学生  シ イーチェンさん 

◇ 誕生日   

大塚洋会員ｓ34.8.19 

【欠席】 

飯田正雄会員ｓ23.8.20  

湯川芳朗会員ｓ24.8.23 

諸岡正徳会員ｓ37.8.15 

久米剛会員ｓ37.8.31 

甲田直弘会員ｓ47.8.1 

◇ 結婚記念日   

齊藤三智夫会員ｈ20.8.13 
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◇ ニコニコボックス 

村嶋 隆美 会員：先日開催されました第 9 分区の親睦ゴルフコン

ペには、我がクラブからも石川会長をはじめ多くの会員の皆様が参

加し、それぞれ優秀な成績をおさめられました。私も参加し入賞は

できませんでしたが、一つだけ良いことがありました。大栄カント

リー倶楽部の 13番ショートホールで私の第 1打がカップに吸い込ま

れたのであります。このホールインワンの喜びを皆様と分かち合い

たいと思います。とは言うものの晴れがましい事は差し控えさせて

いただきたいと思っておりますので、本日のニコニコとさせていただきます。 

 

佐藤 英雄 会員：成田ロータリークラブ創立５５周年記念事業と

して６月５日にチャリティコンサートが開催され、東日本大震災・

熊本地震に対して、被災地義援金を贈りました。来週８月８日～ 

９日迄、成田高校インターアクト顧問の早川先生・生徒さん２名、

計３名と前年度の佐瀬会長と私で岩手県陸前高田ロータリークラ

ブに義援金の目録をお届けに参ります。会員皆様の温かいご支援と

多大な義援金（７０万円８月３日振込済み）をお届けする事が出来

ます。ご報告いたします。 

 

成田 温 会員：７月２９日の第９分区ゴルフコンペの個人の部で

２位になりました。スコアはやっと１００を切った状態でしたが、

ハンディに恵まれて２位になりました。クラブ対抗戦にも貢献出来

て、団体優勝いたしました。 

 

小宮山 四郎 会員：７月２９日第９分区親睦ゴルフコンペにおい

て成田クラブが団体優勝することが出来ました。また、グランドシ

ニアの部でハンディに恵まれ優勝することが出来ましたのでニコ

ニコいたします。 

 

長原 正夫 会員：分区ゴルフコンペで団体優勝に貢献することが

出来ました。 
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◇ 表彰 

ロータリー財団ポールハリスフェロー 

２回目 石川 憲弘 会長 

 

◇ 米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生  シ イーチェンさん（千葉大学大学院） 

皆様、こんにちは。お世話になっております、米山奨学生シ イ

ーチェンです。 

前月２３日米山記念奨学生、指導教員とカウセンラーの合同セ

ミナーが開催されました。私は勝手に手を挙げて、みんなの前

模擬卓話をしてみました。しかし、色々自分でも気づかなかっ

た点とアドバイスをいただき、本当に有り難いです。 

今年の９月、１０月からロータリークラブで卓話をさせていただくため、もっと練習しな

ければいけないと思いました。以上ご報告させていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   近藤 博貴 リーダー 

諸岡靖彦会員、石橋菊太郎会員からそれぞれ１，０００ドルの寄付

を頂きました。すでに石川会長、神﨑会員、堀口会員、小寺会員の

４会員からも寄付を頂いていますので、寄付者は６会員となりまし

た。今後とも宜しくご協力お願いします。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 神﨑 誠 委員長 

ロータリー財団・米山記念奨学に対しご理解を頂き、また早々のご

寄付申込みありがとうございます。ロータリー財団については近藤

リーダーより報告がありましたが、重ねて両方のご寄付、よろしく

お願いします。 

 

・会員増強・退会防止委員会   高橋 晋 委員長 

８月の会員増強月間について 

議題 ７月１５日に配布した会員候補者リストの検討についてテーブルごとに増強委員を

配置し討議を行います。 

・Aテーブル 

石川会長、吉田幹事、増強リーダー喜久川会員、角田会員 

・Bテーブル 

増強委員 石橋会員、橘会員、香取会員 

・Cテーブル 

増強委員 小池会員、渡辺会員 
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・Dテーブル 

増強委員平山会員、増強委員大塚会員、佐藤会員 

・Eテーブル 

近藤会員、増強委員飯田会員、増強委員長高橋晋会員 

・Fテーブル 

設楽会員、増強委員高橋正会員、増強委員小岩井会員 

 

・国際奉仕    南日 隆男 リーダー 

石川会長の年度方針にあります「ジョイセフ」に使用済み切手を送

る活動について具体的な収集方法をお知らせいたします。毎月の月

初めの例会にて収集袋を受付に設置いたしますので、ご持参をお願

いします。集めた使用済み切手は社会福祉協議会に持って行きます

ので費用の発生はありません。ご協力をお願いします。 

 

・奉仕プロジェクト委員会（青少年奉仕） 小宮山 四郎 委員長 

８月３日（水）「第５０回インターアクト年次大会」が木更津総合高

等学校で開催され石川会長、小宮山で出席してきました。 

県内１４クラブが参加し今年度のテーマは～広げる・深める・結ぶ

～大会開始のセレモニー、アトラクションの後 

講演 「未来につなげる絆～あれから５年を経て～」と題して 

講師 ：ＮＰＯ法人コモンビート（ミュージカルグループ）が 2011 年 3,11 東日本大震災

直後より現地に赴きミユージカルを通してボランティアで被災地の人達に、復活に向けて

勇気と希望を与える５年間の活動を通して被災者が表情変化して行く様子が報告されまし

た。 

 

・地区ロータリー研修委員会   諸岡 靖彦 委員長 

７月３０日（土）千葉市民会館にて、クラブ研修リーダー・セミナー

が行われました。各クラブの研修責任者と 各分区ガバナー補佐が集

合して、青木ガバナーの方針でありますクラブを元気にするための基

本を考え、討議する 研修であります。 

地区委員会より＜これからのロータリーを考える＞基調発表を担当

いたしました。この映像資料は地区ホームページに公開されておりますので、ご一読くだ

さい。このセミナーは、１０月から分区毎に開催されます『ロータリー情報研修会』…第

９分区は１２月４日（日）にラディソン成田で開催…につながるものです。入会５年未満

の会員が対象となります。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

先月７月２９日の例会は、定款第８条第１節によりまして休会とし第９分区の親睦ゴル

フ大会としました。当日は暑い中１３組４２名の参加を頂きまして、賑やかなゴルフコン

ペとなりました。ロータリーの創設者ポールハリスは「ロータリーは小学校の同窓会のよ

うなものだ」と語りましたが、プレー中はまさにその通り、遊びや趣味のこと、仕事の意
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見交換など色々な意見が飛び交いました。優勝は富里ロータリークラブの市川一夫会員、

シニアの部優勝は当クラブの小宮山会員、団体の部では成田クラブが、小宮山会員、成田

会員、長原会員３名の頑張りにより久しぶりに優勝することが出来ました。私の記憶では、

設楽会員が会長の時以来ではないでしょうか。昨日ＲＩ会長ジョン・Ｆ・ジャーム氏より

各クラブ宛てにメッセージが届きました。簡潔に言いますと各ロータリークラブは一層会

員増強に力を入れ基盤を強化して下さいと言うものでした。今月は会員増強月間、只今成

田クラブの会員数は６０名になりました。あと数名の会員が入会予定だそうですが、先日

７月２０日、成田コスモポリタンロータリークラブの例会にお邪魔しましたら、ちょうど

クラブ協議会で会員増強委員長の滝澤様がコスモの適正会員数は７０名、これを割っては

ならない、７月１日現在６７名早く適正会員数になるよう頑張るというようなことをおし

ゃっていました。成田クラブも高橋会員増強委員長、喜久川リーダー、委員の方に頑張っ

てもらうつもりでおりますが、会員数は皆さんの協力がないと中々思い通りにはいきませ

ん。皆さんの待望論でもあります女性会員候補に特にお声掛けをお願いいたします。今現

在千葉県の女性社長は１２，９６０人だそうです。８月１９日の例会日には、高橋会員増

強委員長の発案で、会員候補のテーブルディスカッションを行いたいと思います。どなた

か知り合いの方がおりましたら、その席で候補をあげていただきたいと思います。１５周

年記念行事にご招待を受けました「東京中央新ロータリークラブ」のように明るい華のあ

るクラブにしたいと思います。そして今月３日、小宮山委員長と一緒にインターアクト年

次大会に参加してきました。成田高校からは顧問の早川先生１年生２名の方が参加してい

ましたが、詳しい事は奉仕委員長の小宮山会員から話があると思います。この前の例会で

成田コスモポリタンロータリークラブより成田クラブに２０名の地区大会応援スタッフ要

請の話をしましたが、応援スタッフは会長・幹事一任で決めさせていただきました。応援

スタッフ責任者には吉田稔幹事にお願いしまして、受付

係、送迎係、会場案内、エクスカーション随行案内など

は、成田コスモポリタンロータリークラブが２０名の中

から人選するそうです。その他の会員は会場が成田国際

文化会館でもありますし全員に参加をお願いするとこ

ろです。決まったわけではありませんが、次次年度にガ

バナーに推薦しております諸岡会員、成田クラブの為に

もよろしくお願い致します。２０名の応援スタッフは吉

田幹事から報告があります。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・例会変更  八街、印西、白井ロータリークラブ 

・週報    八街、成田空港南、成田コスモポリタンロータリークラブ 

・活動計画書 八街、多古、相模原東ロータリークラブ 

・2015-16年度インターアクト報告書 

・国際交流協会 NEWSLETTER８月号 NO.206 

 創立３０周年記念式典・講演会 

・ちば里山新聞第４７号 
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・成田山函館別院よりお礼状と記念品 

・日本空港ビルデング株式会社より「羽田空港ターミナルビル６０年史」 

・国際ロータリー日本事務局より、会員増強・新クラブ結成推進月間 リソースのご案内 

・RI日本事務局財団質 NEWS 2016年 8月号 

・地区大会開催のご案内 

・米山奨学金、財団申し込みの再依頼 

≪連絡≫ 

・８月のレート １０２円 

・第 1回役員会、理事会 

・本日、役員理事会開催 

≪地区大会応援スタッフ（案）≫ 

１．吉田 稔（応援スタッフ責任者） 

２．神﨑 誠（実行委員会委員） 

３．齊藤 三智夫（実行委員会委員） 

４．平山 秀樹（エクスカーション随行案内：成田クラブ案） 

５．諸岡 正徳（エクスカーション随行案内：成田クラブ案） 

６．菊地 貴 ７．甲田 直弘 ８．杉浦 健 ９．堀口 路加 １０．浅野 正博 

１１．本宮 昌則 １２．香取 竜也 １３．角田 幸弘 １４．小岩井 学 

１５．八田 光雄 １６．伊藤 英徳 １７．久米 剛 １８．村嶋 隆美 

１９．高橋 正 ２０．小寺 真澄 各会員 

 

◇ 卓話   

～～～私の履歴～～～ 
日本ビューホテル(株）成田事業所 

副総支配人  香取 竜也 

こんにちは、本日は貴重なお時間を頂きまして誠に有難う
ございます。また日頃、例会場はもとより、いろいろな場

面でホテルをご利用頂き有難うございます。そして入会に
あたりオリエンテーションを遠藤会員にわかりやすくご
説明頂き有難うございます。顧問の小川会員にも隣の席に
わざわざお座り頂きロータリーの豆知識をその都度教え
て頂き感謝しております。 

クラブ活動計画書の最初に「ロータリーの目的」というの
がございます。その中に知り合いを広めることによって奉

仕の機会とすること 役立つ仕事はすべて価値のあるも
のと認識し、社会に奉仕するロータリアンとして各自の職業を高潔なものにすることとあ
ります。まずはこれを念頭に置き皆様と交流を深めご指導を頂きながらやっていきたいと
思いますのでどうぞ、よろしくお願い致します。 

早速、先日は釣り同好会で海釣りに初挑戦させて頂きました。結果はシロギス４匹、アジ
が１匹でした。乗船するのは初めてでしたので貴重な経験ができました。矢島会員をはじ
めご参加の皆様お世話になりました。 

続いて、クラブ活動の役割としてＳ．Ａ．Ａ．と出席奨励の役を頂き、例会場スタッフと

しても取り掛かりやすい役目を頂きましたのでよりよい例会が行えるよう先輩会員のご指
導を頂きながら努めていきたいと思っております。出席奨励においても、おととい角田リ
ーダーのもと懇親も含めた勉強会がございました。先輩委員の貴重なお言葉を今後に活か
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していきたいと思います。 

今日は入会してまだ２か月ですので「私の履歴について」お話したいと思います。生まれ
は静岡県浜松市でありますが、両親の転勤で４歳までしかいなかったのですが毎年帰省は
していまして、浜名湖のウナギが大変おいしく成田もうなぎが有名ですが成田にひけをと
らない美味しさだと思っております。 

育ちは、茨城県の潮来市になります。潮来というとやはり、あやめ祭りが有名で５００種
１００万本の鑑賞ができ、年間８０万人が訪れるそうです。昭和 30年、美空ひばりさんの
「娘船頭さん」のロケで全国的になったそうです。 

あやめは４月の終わりから５月の初めが見ごろであやめ祭りの期間の６月は、花菖蒲カキ
ツバタがメインなのでいまだになぜ？あやめ祭りなのかはわかりません。しかし、子供の
頃はなぜこんなに人が集まるのかなと思いましたが、今は土地を離れてみて良さがわかっ
たような気がします。 

スポーツ的なことは幼稚園から中学まで剣道をしていました。成績は団体で郡大会２位が
唯一入賞でした。高校は、８割は進学してましたが私は就職希望で学校の先生の勧めでホ
テルマンになり２９年目、現在に至ります。 

続いて家族は妻と２０歳と１７歳の息子二人と両親の６人家族で多古町在住です。私は婿

養子でして稼業は専業農家でございます。主に多古米（幕府及び天皇献上米）ブランド米
を 4 兆歩、坪でいうと１２，０００坪です。いつもの例会場の翼が３００坪ですのでそれ
のおよそ４０倍ぐらいの大きさでございます。種まき 田植え 稲刈りは毎年手伝い２０
年になります。 

また、知らない土地で消防団に２６歳で入団して最初の２年くらいは中々馴染めませんで
したが、当時は数えの３５歳で退団でしたので副班長まで勤め、今では貴重な経験とたく
さんの部落の仲間ができたことは嬉しく思っています。 

私の趣味はブラックバス釣りです。子供が小学生の時にやりたいと言い出したのがきっか
けで、今は自分のほうがのめり込んでしまい釣具にも大分投資してしまいました。食べら
れないし、害魚だという点で仲間があまりいませんが、真冬でも釣りに行くほどなので、
できる限り続けていきたいと思います。 

ここからは私のホテルマンになってからのことをお話したいと思います。 

この職業に就いて、現在に至るまでの２８年中２７年はＦＢに在籍しておりてました。Ｆ
Ｂとはフード＆ビバレージの意味で宴会場やレストランのサービスの仕事です。ＦＢ希望
ではないのに、これだけ移動しないのも稀だと思います。 

６３年に成田ビューホテルに入社して、現在は営業しておりませんが、最初にＢＡＲに配
属になり、いきなり専門職の強い職場になりました。当時はバーマンとベルボーイはホテ
ルの顔だと教わりました。７年在籍しましたがはじめに配属になって、為になったことが
３点あります 

① 誰でも得られる訳ではない酒の知識 カクテルや酒の種類や原料などの知識が得られ
たこと 

② バーカウンターでのお客様との１対 1の接客ができたことによる接客力の向上です。 

③ 当時はエアラインクルーのオープンから２時間がハッピーアワーといいまして、ワン
ドリンクの料金で２杯飲めることから連日カウンターは込み合いまして、そこで英語のヒ
ヤリングが多少できるようになったことです。 

その後、中国料理のレストランに移りました。現在は広東料理ですが、当時は上海料理と
台湾料理が多少含まれた鹿園というレストランでした。前菜から食事までお客様のお好み
の大皿料理をＦＢが取り分けるといったスタイルが主流のお店でした。中国料理は広東 
四川 北京 上海と四大料理が有名ですが、上海ではナマコやフカヒレなどの煮込みがお
勧めです。個人的には１０月～２月がしか入らない酔蟹です。上海蟹をいきたまま老酒に

つけたものでこちらとカメ酒で召し上がると最高です。現在は浅草ビューホテルしかあり
ませんが一度ご賞味ください。 

続いて宴会に移り、結婚式のエスコートは２００回以上お手伝いさせて頂きました。 
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平成１０年前後、主に担当させて頂いておりましたが、現在は当時の３分の２程度の本数

になっていまして大変結婚式市場は厳しいのが現実でございます。また、宴会業務で一番
印象に残っているのは１，２００名様分の出張宴会、ケータリングを担当したことです。 

成田に２４年在籍しておりまして、そのうちの７年は料飲マネジャー、２年は支配人とし
てＦＢマン一筋で勤めてまいりました。 

ここで転機が起き、初転勤ということで浅草ビューホテルの料飲支配人の辞令がでまして、
当社では売上も従業員も一番多い基幹ホテルですので不安もありましたが単身で移籍しま
した。転籍の意図はスカイツリーがオープンするにあたり、それにあわせて高層階２５階

の客室を宴会場へ、２６、２７階を新しいレストランへ改装しました。そのオペレーショ
ンを任されました。 

浅草ビューホテルはスカイツリーのフレンドシップホテルに参画していましたが、当初、
年間の搭乗者数は４００万人と言われておりましたが実質６４０万人、スカイツリータウ
ンは２，７００万人が４，４００万人来場しました。連日バスツアーで全国からおいで頂
き、日々、アテンドをしたことが記憶に残ります。時に２６階のブッフェレストランは武
蔵といいましてスカイツリーの６３４ｍと武蔵の国にかけた店名で富士山の溶岩石を使用
したグリルのオープンキッチンが売りで和洋中料理を提供し、一番気をつけているのは暖

かい料理は暖かいうちに冷たい料理は冷たくで、料理を盛る皿を小さ目にして出来立てを
楽しんで頂くよう心がけました。 

もともと浅草ビューホテルは国際劇場の跡地で隅田川に平行に建ててあり墨田川花火大会
の花火が正面両側に見え、臨場感を出すため出窓で小さい小窓があり音も取れるようにな
っています。そこにスカイツリーと筑波エクスプレスも直結と今や外国人の下町人気もあ
り商売としては恵まれた環境だと思います。結婚式もここ数年は好調で下町人気もあり神
社式が主流です。浅草神社をはじめ、湯島天満宮 神田明神 富岡八幡宮 鳳神社などが

あり、魅力の一つです。神社の行き来を人力車でするのも評判を頂いております。 

浅草もスカイツリー開業２年過ぎた頃からは落ち着いて私は３年で秋田に転勤になるわけ
ですが、その後も訪日外国人ブームになり下町浅草も外国人で賑わっている現在でありま
す。 

続いて秋田に辞令がでましてサービスしか経験がない私ですが副総支配人を拝命し初めて
全体を見る立場になりました。秋田には１年しかおりませんでしたので、秋田で感じたこ
とについてお話したいと思います。 

３月に赴任して雪はなく、前年も雪が市内ではあまり積もらなかったとのことでしたが通

常は１２月に入ると降り出すそうなのですが１２月のクリスマスまで降らず、このまま降
らないんじゃないかな？と思いましたが年末から降り始め、鉄の留め金のついた雪使用の
靴を買いました。降らないといっても朝おきると５０ｃｍぐらい積もっているのはよくあ
りまして２、３日で溶けたりすることがある年を少ないということなので車の周りは雪か
きが必要でした。夏は冷房が寝室にはありませんでしたが８月の数日寝苦しい日はありま
したが、夜になると大体は涼しくなります。 

秋田県は北海道をいれ６番目に大きい土地なのですが人口減が深刻で３０年後は日本でも

っとも減少率が高い３５％減の７０万人になってしまうそうです。千葉が現在６００万人
ですのでその深刻さが窺えると思います。商売も地元密着型ですので、付き合いが重要に
なります。秋田は佐竹氏が茨城県から国替えをして治めていたことから、訛りが似ている
ので私は非常に親近感がありました。 

そして、秋田県はご存じのとおり日本酒が有名です。日本酒で乾杯条例もあるほど皆、日
本酒を飲みますので、かなり日本酒もいろいろと飲みました。お米も秋田こまちが主流で
多古米にひけをとらない美味しさだと思います。 

次に、付き合いといえばゴルフです。４６歳にして初めてゴルフを初めることになり、私

は左ききですので貸クラブで練習をして、まずは社員とコースに出て１４０で周り、クラ
ブを買いにいったところ、左のクラブの種類が少ないことから右に変えて周りましたら同
じ１４０でしたので右を購入しました。そして地元の３００名のコンペでこれだけいれば
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ビリにはならないだろうなんて思っていましたがブービーメーカーに輝き人生初のビリを

味わいました。練習になかなかいけませんが１２０を切り、人に迷惑をかけないゴルフが
できるようになりたいと思っています。現在ベストスコアは１２０です。 

また、秋田は観光も素晴らしく田沢湖の近くの乳頭温泉の鶴の湯は秘湯で常に上位に入る
温泉で、鶴の湯は３００年の歴史と４種類の効能を持ち、なんといっても山奥にある秘湯
ですので風情がございます。私も２回入りました。その他、角館のしだれ桜もこの年にな
って久しぶりに感動致しました。川沿いに２キロにわたる４００本の桜は日本の桜１００
選でもあり圧巻でした。また大潟村の菜の花ロードは１１キロに渡り、桜と菜の花が同時

に見られて東北ならではだと思いました。食材においても男鹿半島の魚や山菜も良いです
し、きりたんぽは“だまこ”と言って棒状ではなくだんご状のものが人気です。稲庭うど
んは佐藤養助商店が私のおススメでございます。まだまだ沢山ありますが端折ってお話さ
せて頂きましたが秋田に機会があれば是非お出かけ頂ければと思います。 

こんなに早く成田に戻るとは思いませんでしたが今年の３月下旬に５年ぶりに成田に戻り
ました。また何年で転勤になるかわかりませんが地元ほど落ち着くところはないのだなと
改めて実感した次第です。 

現在、当社ではサービスの向上の一環として直営ホテル 浅草 成田 秋田 高崎 伊良

湖で外部コンサルタントに入って頂き毎月１回、「宿泊と朝食」「レストラン」と 2 つのカ
テゴリーで男女年齢層様々な覆面調査員にご利用頂き、宿泊であれば予約対応、入館、退
館、室内、気配り、朝食、館内などから６５項目においてチェックが入り、輝いているス
タッフ、頑張ってほしいスタッフを名前と特徴を記載して頂き参考にしております。これ
を全社で月刊２００点満点でランキングを出し、また一番輝いていたスタッフは全社で大
きく掲示されます。成田はそれと別に輝いている方にはグッドサービス賞の表彰も致して
おります。 

現在、訪日外国人の利用で宿泊の需要は多くオリンピックまではあると言われております
が、当ホテルは成田で４０年以上の営業を展開しているわけであります。地元のお客様に
喜んで頂けるようなホテルであり続けられるように日々、邁進していきたいと思います。
そして、新規ホテルの開業を当社の企業価値向上の為の成長戦略として２０１５年１１月
には両国ビューホテルをグループ１８番目の直営ホテルとして開業しました。来年の５月
から札幌ビューホテル大通公園 １４階建て ２８５室のリゾート型シティーホテルを、
こちらはロービーから１４階まで吹き抜けのアトリウムとなっております。また、和洋中
のレストラン、宴会場もある総合ホテルでございます。現在の札幌ドームホテルでござい

ます。また、２０１８年の春には１９階建 １７０室 都市型観光ホテルとして大阪ビュ
ーホテルを現在建設中でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

まとまらない話ですが、これをもちました結ばせて頂きます。ご清聴有難うございました。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 
 

第 3回役員・理事会 
 

１．８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 

8月の予定  

５日 (金) 月初例会 第 3回役員・理事会 

１２日 (金) 休会 お盆 （定款第 8条第 1節） 

１９日 (金) 通常例会 卓話・伊藤会員 会員増強月間 

２６日 (金) 月見例会 ゆめ牧場 点鐘 18：30 

9月の予定  

２日 (金) 月初例会 第 4回役員・理事会  

９日 (金) 通常例会 高橋ガバナー補佐訪問、クラブ協議会-4 

 １６日 (金) 移動例会 大成会かしの木園支援例会 

 ２３日 (金) 休会 地区大会振替 

３０日 (金) 通常例会 青木ガバナー訪問、クラブ協議会-5 
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※8月 10日（水）新盆お見舞い 秋葉会員、近藤会員、菊地会員ご自宅 

8月 28日（日）中学剣道大会 場所：玉造中学校 

9月 13日（火）地区ゴルフ大会 於：久能カントリー倶楽部 

9月 25日（日）地区大会 於：成田国際文化会館                            承認 

２．各セミナー等参加の件 

・クラブ研修リーダーセミナー 7/30（土）佐瀬直前会長、松田会員、諸岡会員 

・インターアクト年次大会  8/ 3（水）石川会長、小宮山会員 

・奉仕・財団セミナー  8/ 7（日）石川会長、吉田幹事、小宮山会員 

・RLI-DLブラッシュアップ研修 8/20（土）神﨑会員、齊藤会員 

・米山委員長セミナー  8/27（土）石川会長、堀口会員 

・会員増強・退会防止セミナー 9/ 3（土）石川会長、高橋晋会員                  承認 

３．地区大会表彰者推薦の件（WEB登録済） 

長寿ロータリアン 山﨑義人会員 ３５年皆勤  豊田磐会員                     承認 

４．地区大会応援の件（２０名） 

 会長・幹事一任                                           承認 

５．地区大会決議員会委員委嘱の件  

設楽会員                                              承認 

６．米山記念奨学金寄付の件 

普通寄付金として、２，０００円×５９人＝１１８，０００円（入金済み）                承認 

７．成田市社会福祉協議会会費納入の件 ２口/10,000円 

スポーツフェスティバル協賛金の件 TDRチケット３枚（6,900×3）                  承認 

８．ボーイスカウト補助金の件   

５０，０００円                                           承認 

９． ガバナー公式訪問事前調査報告書の件 

幹事、事務局作成                                          承認 

10. 新入会員候補の件 

京葉銀行 芦谷 源一 氏（あしや げんいち）／房総法律 笠原 智   氏（かさはら さとし） 

三井生命 矢野 理恵 氏（やの りえ）／GLORY SUPPORT 伊藤 隆治 氏（いとう りゅうじ）   承認 

11. 地区記念ゴルフ大会の件 

９月１３日（火）久能カントリー 

幹事：成田コスモポリタンロータリークラブ 

参加者：近藤、小宮山、石川、成田、神崎、平山、佐久間、長原、小寺、吉田、齊藤、南日、村嶋 各会員（１３名） 

登録料  １０，０００円/人（クラブ負担：入金済み）、プレイ料等 ２２，０００円/人（参加者負担）    承認 

12.その他 

・在籍会員数報告（６０名）     ・第９分区会長幹事会報告 次年度ガバナー補佐 斎藤会員/印西 RC 

・８月のレート １０２円／ドル  ・米山記念奨学、ロータリー財団寄付について（再依頼） 

・会員増強月間について（8/19例会にてデスカッション）   ・分区ゴルフコンペ会計報告 

・相模原東ロータリークラブからの卓話依頼について（9/12 近藤会員）                   承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

遠藤 英一、成田 温、小泉 英夫、矢島 紀昭 

八田 光雄、香取 竜也、杉浦 健 各会員 
７月２３日 釣り同好会 

佐瀬 和年、松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 ７月３０日 
（地区委員会主催）クラブ研修リーダ

ー・セミナー 

堀口 路加 会員 ８月３日 浜松北ロータリークラブ 

石川 憲弘、成田 温、近藤 博貴、渡辺 孝、高橋 晋 

香取 竜也、角田 幸弘 各会員 
８月３日 出席奨励委員会 

諸岡 靖彦 会員 ８月４日 北千葉道路建設促進協議会 総会 

石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、高橋 正、齊藤 三智夫 

佐瀬 和年、長原 正夫、矢島 紀昭、小宮山 四郎 

渡辺 孝、近藤 博貴、松田  泰長 各会員 

８月５日 第３回役員・理事会 

諸岡 靖彦 会員 ８月６日 
奉仕プロジェクト総括委員会 

・ロータリー財団委員会合同セミナー 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６０ ５９ ４１ １８ ６９．４９％ ７７．９７％ 

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 

 


