国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー

第 2764 回例会 平成 29 年 9 月 15 日（金）

於：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ成田
◇ 点
鐘
成田 温 会長
◇ ロータリーソング
我等の成業
◇ 四つのテスト
笠原 智 会員
◇ お客様紹介
近藤 克子 様
遠藤 京子 様
成田 敬子 様
諸岡 むつみ 様
長原 八重子 様
長原 めぐみ 様
小寺 知佳子 様
吉田 和枝 様
◇

小宮山 房子 様
神崎 憲子 様
長原 結希乃 さん
ローソンアンディ様

石川 宮子 様
角田 由香 様
長原 煌 くん
ローソン杜武 くん

ニコニコボックス
大木 健弥 会員： ひと言御礼を申し上げます。入院中には成
田会長を始め、皆様に多数お見舞いを頂戴しまして誠にありがと
うございます。入院というのは、８月１日、救急車で運ばれ心筋
梗塞の手術を受けました。２回目が８月１０日、手術は成功した
のですが、家内が先生に呼ばれまして「この一両日中が山だから

子供たちを呼んでおくように」とお話があったようですが、何と
かそれを乗り越えまして９月１２日に退院できました。大変ありがとうございました。
菊地 貫 会員： 皆さんの後方に大きなテントが２つ建って
いますが、実は今年、久米会員からロータリーの友情の部分で
ご指名を頂戴しまして、雨対策のテントをリースでお借りいた
だいております。久米会員へのお礼を兼ねて、皆さんにお話を
したいと思います。他のホテルさんもこのようなテントを私ど
もから借り上げていただいているのですが、今回、久米会員が
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どうしても雨対策でやりたいということと、皆さんの後方にぶら下がっていますピカピカ
光っているうなりくんも、ＡＮＡクラウンプラザホテルさんが成田市にあるということで
どうしても持ってきて欲しいということでしたので、私の友人に無理を言って準備させて
もらいました。この夏、久米さんには非常にお世話になりましたので今回お礼を言いたく
てニコニコさせていただきました。ありがとうございました。
角田 幸弘 会員： クラブ管理運営を任されております角田
です。いつも９月はお月見例会ということでゆめ牧場だったの
ですがも、今年は趣向を変えまして久米会員がいるお膝元でや
ろうということになりました。大変良い雰囲気の中でできて、
しかもお天気にも恵まれてほっとしておりますのでニコニコさ
せていただきます。もう一点、来週の卓話ですが、８月に私の
友人でメーキャップに来ていただきました池袋西ロータリークラブの平井憲太郎さんによ
る外部卓話になります。平井さんは江戸川乱歩のお孫さんで、江戸川乱歩記念館の館長を
やっていた方です。来週は夜間例会ということで、
「乱歩夜話」というお題でお話をいただ
けることになりました。秋の夜長になってきましたので、ぜひ江戸川乱歩の短編を読んで
いただいてお話を聞いていただくと楽しいかと思います。
久米 剛 会員： 当会場を担当しております久米でございま
す。今ほど、菊地会員、角田会員、お二人からお名前を拝して
いただきまして非常に嬉しく思っております。また、例年の例
会会場から変えて今日このような形で納涼例会に選んでいただ
きましたこと、非常にありがたく御礼を申し上げたいと思い、
ニコニコさせていただきます。ありがとうございます。
◇ 会長挨拶
成田 温 会長
台風、ミサイルと忙しい週末ではございますが、会員、そして
ご家族の皆様多数お集まりいただき、ありがとうございます。
去年まではゆめ牧場で月見例会と称して行なっておりましたが、
今年は趣向を変え納涼例会として、ここ ANA ホテルでのバーベ
キューパーティーとなります。また今日は夜間家族移動例会で
はありますが、後ほど入会式があり、お二人、林様、成島様が入会いたします。ご家族の
皆様は多分、入会式を見るのは初めてではないかと思います。こんな儀式もやっているの
だと思ってご覧いただければと思います。短い時間ではありますが、皆様ゆっくりとお過
ごしください。入会式を控えておりますので、これにて会長挨拶を終わります。
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◇ 入会式
・林 作雄（はやし

さくお）会員

株式会社丸作自動車

代表取締役

推薦者 吉田 稔 会員、角田 幸弘 会員
顧問
吉田 稔 会員
委員会 クラブ管理運営委員会 ＲＦ
奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕
＜推薦者：吉田稔会員＞
新会員の紹介をさせていただきます。お名前は林作雄さん。株式会社丸作自動車の代表取
締役でいらっしゃいます。生まれも育ちも多古町で、生年月日は昭和２３年８月１０日、
ねずみ年です。ご家族は奥様とご長男と娘さんで、みなさん一緒に会社経営に携わってい
らっしゃるそうです。地元多古町で４０年以上、自動車整備会社を営んでおられます。大
変立派な自動車整備工場で初代の創業者でもあります。趣味はゴルフということで、早速
ゴルフクラブへも入っていただけたらと思っております。非常にダンディで素敵な方でご
ざいます。よろしくお願いいたします。
＜林作雄会員＞
ただいま紹介をいただきました林です。よろしくお願いいたしま
す。吉田さんから紹介がありましたように、多古町で修理工場を
営んでおります。多古町と言っても多古の街中ではなくて、タヌ
キではなくハクビシンが出るような本当の山の中で、先日もハク
ビシンが屋根に住み着いて子供が生まれたというようなところで
ございます。また、紹介にありましたゴルフですけれども、ゴル
フも好きなだけでスコアーは約１００前後ですので皆さんの足を引っ張るかもしれません
が、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
・成島 陽子（なりしま ようこ）会員
株式会社ｇｉｖｅ＆ｇｉｖｅ 代表取締役
推薦者 堀口 路加 会員、伊藤 英徳 会員
顧問
堀口 路加 会員
委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム
Ｓ．Ａ．Ａ．
＜推薦者：堀口路加会員＞
本日入会されます成島陽子さんを紹介させていただきます。大変お若い方ですが、そろそ
ろ４回り目を迎えるいのしし年で、私とはひと回り違うということを先ほど改めて知りま
した。出身は大分県の日田市です。その後、関西外語短期大学米英語学科を卒業されて、
空港旅客サービス株式会社に入社され、その後、語学留学などを経て結婚され、今は４人
のお子さんのお母さんでもあります。今は成田にお住まいで、成田、富里、勝田台、そし
て公津の杜に小規模保育所を経営する give&give という会社の代表取締役を務められてい
らっしゃいます。日本生命の伊藤さんと一緒に推薦させていただきましたが、日本生命の
全国に２００名いる総代のおひとりでもあります。そんなことで、伊藤さんからもご推薦
をいただいたという経過がございます。５人目の女性会員です。５人までいったというこ
とは、もしかしたら２桁にいく第一歩かもしれませんので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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＜成島陽子会員＞
ただいまご紹介いただきました成島と申します。本日はよろしくお
願いいたします。あまりこういう場は慣れていないので、ちょっと
緊張しています。私は成田市に認可の小規模保育園を二園と、認可
外の保育園を、富里市で一園、八千代市で一園経営しています。経
営者になりましてまだ５年ほどしか経っていないので、まだまだ未
熟者であります。これからは、皆様とお会いでき、交流を深めてい
きまして自分自身成長していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
◇ 幹事報告
長原 正夫 幹事
次週は夜間例会です。１８時３０分点鐘ですのでお間違いのないようにお願いいたします。
◇

点

鐘

成田

温

会長

司会の菊地会員とローソン会員

石川会員による乾杯の音頭
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≪フラダンスタイム≫

ラキ・フラスタジオ
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今回は初めてＡＮＡクラウンプラザホテル成田での納涼例会となりましたが、お天気にも
恵まれ、久米会員の心遣いもあり大変盛り上がりました。久米会員ありがとうございまし
た。この日入会されました２名の新会員、林会員と成島会員もお酒の力を借りて(?)早速
クラブに溶け込んでいたように思います。ラキ・フラスタジオの皆さんとのダンスタイム
では、法被を着たりカツラを被ったり、皆さん思い思いの格好で楽しんでいらっしゃって、
例会とは違った一面を見させていただきました。
幹事報告にもございましたが、次週 9 月 22 日（金）も夜間例会（成田ビューホテル）とな
りまして、点鐘 18 時半です。お間違いのないようにお願いいたします。

顧問会議

（2017 年 9 月 8 日

例会終了後）

リーダー：橘 昌孝／書記：佐瀬 和年
９月８日の例会終了後、橘会員を中心に顧問会議が開催されました。
会議における話の内容を下記に掲げます。
■顧問が何を始めにすれば良いのか、どの様な手順で行えば良いのか、
■基本的なマニュアルがあると良い
■食事のテーブルに一緒につき、例会中に用語を含めた所作に付いて説明する
■各種の委員会、地区行事等に一緒に参加する
■他クラブへのメーキャップも一緒に参加する事も良い
■遠慮をしている可能性あるので、背中を押してあげる必要がある
■半年間位は行動を共にすると良いのではないだろうか
■顧問は積極的に話しかけて行動を共にし、クラブの雰囲気に早く馴染んでもらう必要があります。
■マニュアルの制作等は、時間が必要なので、何度か会議を重ねてからにする。
以上
出

席
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会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

７１
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前回補正
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７１．０１％

ＣＡＲＤ
氏

松田

泰長、神崎 誠、堀口

齊藤

三智夫 会員

名
路加、齊藤

月
三智夫

各会員

日

ク ラ ブ 名

9月6日

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2790 地区 RLI 推進委員会
第 1 回ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ研修会

9 月 10 日

第 3 回 RLI 推進委員会会議

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

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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