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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2622 回例会 平成 26 年 9 月 5 日（金） 

◇ 月初めのお願い 

・増強・選考・職業分類  平山 秀樹 リーダー 

先月の出席率は８２．５％です。当クラブとしては、低い数字になっているような気が

いたしますので、是非お声掛けなど宜しくお願い致します。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  小宮山 四郎 会員 

今日はくじ引きでの席決めでした。久しぶりや初めてお隣になる方もいるかと思います。

是非これを機会に楽しい例会をお過ごしください。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 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 

成田コスモポリタンＲＣ 

ガバナー補佐 青木 貞雄 様、補佐幹事 片岡 孝治 様 

加瀬 邦雄 様、金子 公久 様 

米山記念奨学生  ムンクバト 君 

 

◇ 誕生日 

高橋 晋 会員、佐瀬 和年 会員 

小泉 英夫 会員、福田 朗 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

小寺 真澄 会員：8 月 27 日から 30 日まで私の母と妻の母と 4 人で

家族旅行に行ってきました。毎年連れて行ってるような気でおりまし

たが、10年ぶりだったそうです。 
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遠藤 英一 会員：長期欠席の間、大変皆様にご心配をお掛けして

しまいました。特に佐久間会員には毎週花を持ってきて頂き、他に

も成田さん、矢島さん、黒須さんに来ていただきましたが、きつい

検査の後でベッドから起き上がることができず失礼してしまいまし

た。ありがとうございました。 

 

諸岡 靖彦 会員：８月３０日から９月１日の３日間、帯広～富良

野～札幌の旅程で六花亭めぐりと、北海道の初秋の味覚を楽しんで

きました。 

 ９月３日と４日は、横浜で開催された稲盛和夫塾長の盛和塾世界

大会に参加して、事業と経営への思いを新たにしてまいりました。 

 

諸岡 正徳 会員：自分で事業を始めて 18年、今般、夢が叶い成田

市の不動ヶ岡に自社ビルを建てることになりました。平山建設さん

がお持ちの土地を譲っていただき先月 28日に地鎮祭、来年の 7月に

は完成するのかなという予定です。1 階が空いておりますのでお知

り合いの方がいらっしゃったら、是非ご紹介ください。これも皆様

のお陰です。感謝申し上げます。 

 

平山 秀樹 会員：ただいま諸岡正徳会員がニコニコしてくださっ

たように、８月２６日に（仮称）ＦＭＧビルの地鎮祭が行われまし

た。当日は、諸岡正徳会員のご親族、ＦＭＧ社の役員の方々も列席

されました。当日の朝、施主である正徳会員は亡きお父様の墓前に

お参りをされ、形見の腕時計をされ地鎮祭に臨まれたそうです。施

主がお墓参りをし、潔斎されてから地鎮祭に臨まれたというのは、私も長い間建築に関わ

る仕事をしていて初めてです。その上で、地鎮祭の後、施主挨拶として、ご親族への感謝、

会社への想いを語られました。いま、その場面を思い出して、私も涙があふれそうになる

ほど感激的なごあいさつでした。列席した弊社の役員、現場所長もろとも、社屋を建てさ

せていただく仕事をご指名いただき、その意味と意義に身の引き締まる思いをしました。

感謝して、ニコニコさせていただきます  

 

小泉 英夫 会員：９月５日、上野の都美術館の＜メトロポリタン

美術館古代エジプト展＞に行き非常に感動して帰ってまいりました。

女王と女神というタイトルで３万点の中から選ばれた２００点。第

１８王朝の女王ハトシェプトに焦点を当てた展示は珍しく、非常に

素晴らしかったです。 

 

飯田 正雄 会員：８月２８日、４番目の孫が生まれました。 

予定は２３日だったのですが、私は２１日から２８日までスロベニ

アへ剣道の指導に行っておりました。帰って来るのを待っていたか

のように、帰ってきた日の１０時に生まれました。 
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角田 幸弘 会員：８月２３日に新国立劇場オペラハウスにて東京

小牧バレエ団の菊地団長よりご招待していただいたモンゴル文化友

好４０周年のバレエ公演に米山奨学生のムンクバトさんにお声を掛

けさせていただき７名で行ってきました。モンゴルのバレエダンサ

ーの踊りは息を飲む素晴らしさでした。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。本日は、第９分区青木ガバナー補佐、片

岡補佐セクレタリー、成田コスモポリタンロータリークラブか

ら金子さん、加瀬さん、米山奨学生ムンク・バト君、ようこそ

お越し下さいました。 

本日は９月２６日に行われるガバナー公式訪問の前段とし

て、第９分区青木ガバナー補佐訪問です。後ほどご挨拶をいた

だき、後半のクラブ協議会でのご指導をいただきますのでよろ

しくお願いします。スケジュールが詰まっていますので、簡単にご挨拶をさせてもらいま

す。 

「旅は道づれ」作詞 杉村廣太郎（東京 RC） 

 

旅は道づれ 世は情け  情けは 人のためならず 
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「江戸いろはかるた」のようだが、それにしては余計なものが付いていると思われた方

が多いと思います。実はロータリーソングだったのです。 

ロータリーソングが、いつどの様に始まったのかご存知ですか、時は１９０７年のシカ

ゴロータリークラブです、まだ親睦と会員同士の助け合いだけのクラブにシェルドンの入

会で「奉仕」が提唱され始めました、所謂、親睦と奉仕の対立が始まりました。例会で奉

仕派が発言すると親睦派が退席するという例会が成立しなくなってしまいました。その時

の親睦委員長の提案で雰囲気が悪くなったときに「Lets’sing」といって歌詞の中にロー

タリーというフレーズの入っていない歌をソングリーダーのもとで童心に帰って歌ったこ

とが始まりです。 

日本のロータリークラブでも歌われていましたが、日本語の歌がなく英語での歌唱でし

た、昭和１０年に日本語ロータリーソングのコンクール募集があり、「奉仕の理想」や「我

等の生業」が入選しました、その時のコンクール一位が「旅は道連れ」という歌です、著

作権の問題があり歌われなくなったとのことです。歌詞は有りますが楽譜が見あたりませ
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ん、どこかで探すことができたら一度歌ってみたいですね。 

 

◇ 奨学金授与   

米山記念奨学生 ムンクバト 君 

皆さん、こんにちは。先週は角田先生とバレエを観てきました。

今までモンゴルバレエはテレビでしか観たことがありませんでし

たが、モンゴルの雰囲気が出ており、大変素晴らしい舞踊でした。

感激いたしました。お礼を申し上げます。 

 

◇ 委員会報告 

・親睦    諸岡 正徳 サブリーダー 

月見例会のバス乗車場所／時間 

成田ビューホテル／ＪＲ成田東口  １７時半 

 

・雑誌・広報・ホームページ 矢島 紀昭 リーダー 

「ロータリーの友」９月号の記事を紹介いたします。９月は若い

人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当てる

「新世代のための月間」です。 

１４～１５頁に高知県宿毛ロータリークラブ新世代活動委員会

の記事が掲載されています。園児に「子どもの『四つのテスト』」

紹介。ある幼稚園で餅つき大会を行った中で、当クラブの新世代

活動委員会が提唱している「子どもの四つのテスト」の啓蒙活動が行われました。子ども

に向けにロータリークラブの「四つのテスト」をわかりやすくアレンジしたものです。 

 

子どもの「四つのテスト」とは 

真実かどうか  に対し  嘘をつきよらん、嘘をつきよらん 

みんなに公平か  に対し  みんなで分け合いよる、みんなで分け合いよる 

好意と友情を深めるか  に対し  お友達と仲良くしよる、お友達と仲良くしよる 

みんなの為になるかどうか  に対し  みんなが喜ぶ事をしよう、みんなが喜ぶ事をしよう 

子ども達を育成していく中で大変すばらしい事だと思います。小さな子ども達の心に「四

つのテスト」が宿ってくれることを期待したいと思います。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 長原 正夫 委員長 

再来週 19日例会終了後、財団米山の委員会を開催します 

 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・９月例会変更  冨里ＲＣ 

・週報８月分   成田ＣＲＣ、八街ＲＣ（７、８月分） 

・国際大会 2015-16ご案内 
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・千葉南ＲＣ   創立５０周年記念誌 

・成田市国際交流協会  NEWS LETTER2014.9月号 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

クラブ協議会 

司会進行／神﨑 誠 幹事 

・青木 貞雄 ガバナー補佐挨拶 

ガバナー公式訪問を 9 月 26 日に控え、本日は、ガバナー

の活動方針を確認すると共に、皆様の考え、活動状況等を

伺うべく、ガバナー補佐事前訪問としてお邪魔しました。 

宇佐見ガバナーの本年度地区活動方針は、クラブ活動計画

書掲載の挨拶文を含め、種々の場で既に発表されると共に、

先日の私の挨拶訪問での概略説明等でご案内の通りですが、

要約すると 

１．RI のテーマ｛Light up Rotary｝を念頭に置いた「原点回帰」を地区のテーマに掲げ、

従来の慣行に固執・継続するのではなく、ロータリーの原点に立ち帰り、変革を恐れず

に新たな前進に向けた活動を全会員参加のもとに展開することを目指し、具体的には、

以下重点施策への取組みと行動を求めています。 

a) 地区の DLP 確立に向けた各クラブの CLP 明確化と委員会構成見直し。 

但し、各クラブの自治権を尊重して CLP 導入は強制しない 

b) ロータリーに関する研修強化を通じたクラブの活動活性化、及び職業奉仕論構築 

  に向けた取組み 

c) 各クラブ最低会員 1 名純増による地区会員数 2790 名回復を図る会員増強取組み 

d) ロータリーの知名度向上、及び会員増強に繋がる広報活動の展開・強化、並びに 

RI が ROTARY の知名度向上を図るべく開催を求めている地域社会、ローターアク

ト・インターアクト等を巻き込んだ ROTARY DAY の開催 

e) 寄付は元より、ロータリー財団の基金を活用した社会奉仕・国際奉仕 Project の 

提案・展開。 

f) 今年度の RYLA は成田地区で開催されるが、青少年奉仕活動への積極的な取組みと

ローターアクト・メンバーの将来的ロータリー会員化への取組み 

２．皆様のクラブは、会員数が地区第３位の 64 名、高い例会出席率、地区 DLP を先取り

した組織構成と CLP の展開、米山記念奨学会・ロータリー財団等への積極的寄付実績

と財団基金等を活用した数多くの奉仕活動、充実した例会と和気藹々の親睦行事等、ど

れをとっても RI 第 2790 地区のリーダーとして充実した活発な活動を展開されている

現状に加え、今年度は「クラブ・メインテナンス」をテーマに更なる活動充実・発展に

向けた取組みに着手されるとのことで、私から申し上げるようなことは何もありません

が、ガバナーから予め確認を求められている事項がいくつかありますので、職業・社会・

国際・青少年奉仕委員会の活動計画･内容、広報活動の現状、新入会員を中心とする研

修活動、CLP の現状と問題点、クラブが抱える問題点等につき、発表いただきたいと
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考えています。 

尚、私がお答えできるような事項はないと思いますが、ガバナーに対する質問事項、

あるいはガバナーと意見を戦わせたい事項等がありましたら、併せて提起いただけると

幸いです。 

 

松田 泰長 会長 

１．ＤＬＰに基づく組織運営についての対応 

  当クラブとしては全く問題ない、漸く地区が追いついてきてくれたという感覚です。 

２．ＣＬＰの現状と問題点 

  ８年間という時間による風化があります、委員会活動にしても各プロジェクト参加に

しても、中身が薄れ形ばかりになっている傾向がありメンテナンス中です。 

３．クラブの長所と短所 

＊ 自前の委員会構成（ＣＬＰ） 

＊ ４つの特別委員会「指名」「研修」「内規規程」「長期計画ＣＬＰ」の存在と実績 

＊ バランスのとれた会員構成 

＊ パスト会長１５名の出席率の良さ 

＊ クラブ活性度を示す結果としての出席率の良さ、会員数×出席率では地区トップ 

＊ Ｒ財団・米山への寄付実績 

＊ ＲＬＩ・ＤＬ４名＋予定２名 

＊ ２年連続で平均年齢が下がっている、自然な世代交代 

＊ 前年踏襲の雰囲気が払拭しきれない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＣＬＰ（クラブリーダーシッププラン）とＤＬＰ（地区リーダーシッププラン） 

 

ＤＬＰ（地区リーダーシッププラン）は、クラブへの支援をより迅速かつ適切にし、十

分に研修を受けた地区指導者の候補をより多く育成し、財団や地区活動への参加を活性

化し、革新的指導者としてガバナーの役割をさらに取り組みがいのあるものにすること

によって、地区レベルとクラブレベルでロータリーの充実化を図ることを目的としてい

る。（導入義務があります。） 

 

ＣＬＰ（クラブリーダシッププラン）は、効果的なクラブ管理の枠組みを提供すること

により、ロータリー・クラブの充実を図ることである。効果的なクラブは以下を行う。 

① 会員基盤を維持、拡大する。 

② 地元地域社会ならびに他の国々の地域社会のニーズを取り上げた奉仕プロジェクト

を実施し、成功させる。 

③ 財政的な貢献及びプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。 

④ クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕できる指導者を育成する。 
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小宮山 四郎 長期計画（ＣＬＰ）委員長 

ロータリーは、先人の英知と努力によって、人間の関係を大事

にする団体、人間の尊厳を大事にする団体、として進化を遂げ

てまいりました。そして１００年以上が経過しました。 

当ロータリークラブも、４年前、創立 50 周年記念大会が挙

行されましたが、その５０年の過程の中では一時期、会員の減

少と活動の沈滞が続き、その危機的脱却の糸口を図るためクラ

ブ活性化の議論を重ねて２００７～０８年度にクラブリーダーシッププラン（ＣＬＰ）の

導入を機関決定し、当時１９あった委員会を５つの委員会に集約し、また、全会員は、ク

ラブ管理部門、奉仕プロジェクト部門の２部門に所属することによって１つの委員会が、

多人数参加型の構成となり、クラブに活気が戻り、会員数も年々増加し現在に至っており

ます。 

然し、近年、一時期、ＲＩでも、地区でも、ＣＬＰのワードが消えＣＬＰを提唱するク

ラブが少なくなりましたが、当クラブにおいては、ＣＬＰは奉仕活動を実践する上で、ク

ラブの体質強化、クラブの活性化に置いて欠かすことのできない手段であり、現在も継続

して当クラブの管理構成はＣＬＰによる活動を基本としていることから、長期計画（ＣＬ

Ｐ）委員会、として特別委員会で活動することになりました。然し、ＣＬＰ導入から８年

が経過する中では、継続事業にマンネリ化が見られる事業も散見するに至り、見直しが必

要となりました。 

また、今年度、宇佐見ガバナーは地区のＤＬＰ，クラブのＣＬＰ、を推奨しており今年

度のテーマ「ロータリーの復活と原点回帰」と、松田会長の、ターゲット「クラブ・メン

テナンス」を、今年度委員会の主軸テーマ、としてＰＤＣＡ（プラン・ドゥー・チェック・

アクション）により問題点の発見とその修復を図り、「効果的なロータリークラブとなるた

めの活動計画の指標」に沿って、継続事業の在り方、今後の活動計画を委員会に置いて充

分に検討を重ねて、基本的に毎月（第 3 例会終了後）委員会を開催し、長期計画、中期的

計画（プロジェクト）を理事会へ提出し、審議決定の筋道に繋げて行きたいと思います。 

 

●ＲＬＩ 

ロータリー・リーダーシップ研究会(RLI)は、質の高いリーダーシップ教育を通じて、

ロータリークラブを強化するための草の根の多地区リーダーシップ開発プログラムで、

1992 年に設立され、今や世界のすべての大陸に支部を置く全世界的な組織となった。

RLIは国際ロータリーの正式なプログラムではないが、世界の各地区で広がりを見せて

いる。 

(注)2013 年 COL で RLI を正式なプログラムとする決議案(日本の 6 地区(2650、2760、

2770、2840、2710、2770)をはじめ、世界全体で 30 地区より提案)は可決されたが、そ

の後 国際ロータリー理事会は公式のプログラムとも常設プログラムとも決定していな

い。 

●ＤＬ 

ディスカッションリーダー 
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石橋 菊太郎 クラブ管理運営委員長 

当クラブは、長期計画（最近戦略計画ということがＲＩでは

多い）に準じて年次目標を掲げています。 

その目標を達成するには奉仕プロジェクト委員会と連携して

充実した 1年にしたいと思います。 

そのためには 

・会員のコミュニケーションを図るため会報の充実と情報発信

及び連絡 

・会員間の相互理解を深める親睦活動の企画、実践 

・魅力ある例会作りや特別なプログラムの作成、実施、管理 

・多様性ある趣味でつながった同好の志による自主的な活動を通じて活発な運営を図りた

いと思っています。 

具体的には、委員会のリーダーと十分な検討を重ねた上で着手します。 

 

ＣＬＰの言葉が少なってきていると言われますが、手続要覧はＣＬＰそのものを基盤に

して書かれております。成田には４つの特別委員会（長期計画、クラブ研修委員会、指名

委員会、内規規定委員会）を設置しております。この委員会の活動が活発か活発でないか

がＣＬＰの活動が良いのか悪いのかと言う風に評価されるのではないかと思います。新年

度始まってまだ２カ月ですが、動きとしてはだいぶ前向きに出ております。 

 

遠藤 英一 クラブ研修委員長 

 ２００７年に小川賢会長のもとでＣＬＰ（クラブ・リーダ

ーシップ・プラン）を導入して以来７年が経過しましたが、

ＤＬＰ（ディストリクト・リーダーシップ・プラン）との関

係から久しぶりにＣＬＰが再び話題に挙がってきたようです。

当クラブはこのＣＬＰの導入によりクラブの活性化を図って

いるところでありますが、導入以来７年の歳月によりクラブ

の構成員もかなり変わってきております。 

 本年度は、新会員には例会への出席を積極的に徹底していただくだけでなく、既存の会

員と新会員を区別することなく、宇佐見透ガバナーが主張される「原点回帰」の理念のも

と、３回のクラブ研修会を開催する予定でおります。幸い当クラブは現在受講中の会員を

含めて６人のＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・インスティテュート）修了（予定）

会員を有しております。これらの会員をディスカッション・リーダとして３回のクラブ研

修会のうち２回はこのＲＬＩ方式による少人数グループ研修会を、１回は教室方式での研

修会の開催を予定しております。 

 ２００９－２０１０年度に秋葉博行会長が立ち上げたこのクラブ研修委員会は、経験豊

かな会員も新会員も今一度足元（原点）を見つめ直して、ロータリー活動の理念について

さらに深い学習と自己研鑚が得られる場を提供したいと考えております。 
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小寺 真澄 会員増強・退会防止委員長 

会員増強・退会防止委員会としては、今年度の会員増強目標

は、当クラブの長期計画での数値目標が会員増強２名以上／年

度に則って活動しております。 

その思索としては、委員会に於いて「ロータリーに相応しい

向上心のある候補者」を数名選び出し接触を試み例会等への仮

参加を促しております。 

また、先日の会員増強・退会防止セミナーにおいて、「後継者への事前接触」「オープン

例会の開催」等の興味ある発言があり、セミナーの報告と共に次回委員会に諮り関係各者

との調整を図り実現したいと思います。 

新入会員に対するオリエンテーションですが、入会前に会社訪問等を含め実施しており

ます。 

会員増強・退会防止委員会は、長期計画には、新規会員獲得に向けての継続的な候補者

への接触、クラブ研修には、「深くロータリーを知る」の観点から、入会３年未満向けにク

ラブ研修セミナーの開催および研修の充実のお願い、クラブ広報には、一般への「ロータ

リークラブの理解」等々各委員会との関わりが深くなるので、各委員会と連携しクラブ強

化を図ってまいります。 

 

堀口 路加 クラブ広報委員長 

 クラブ広報委員会は、年４回（７月、10月、２月、４月）地

元記者クラブとのメディア協議会を開催する他、第一例会にお

いて１０分程度ロータリーの友の記事を紹介することでロー

タリーの状況やロータリー活動の情報や思いを共有し、ロータ

リー・ライフを深めるよう努めています。又、ホームページの

更新充実を通し、クラブ内外へのロータリー活動の情報発信に

努めているところです。去る８月１日に行われた地区の広報公

共イメージセミナーでロータリーのロゴマーク変更について

説明がありましたが、名刺は次年度作成分から切り替え、クラブのロータリー旗は新しい

ロゴマークでの見積りをとり、理事会の決定を得てから作り替える方向を確認したところ

です。 
 

設楽 正行 奉仕プロジェクト委員長 

今年度、奉仕プロジェクト委員会として３つの事を重点的に考えながらやっていこうと

思っています。 

１、情報の共有 

２、小委員会が行っている目標設定がどの程度進んでいるか、進捗状況の確認 

３、委員全員が同じ汗をかき、連帯感をもってやっていく 

≪職業奉仕委員会の活動について≫ 

日々の実践が大事で、その中で得た職業観をみんなで学びあう

ということを重点的に考えています。ＲＬＩ方式で、みんなで

職業奉仕について学びあう。これを年に２回開催予定。 

≪社会奉仕委員会の活動について≫ 

８月の剣道大会が終わり、これからサッカー大会が予定されて
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いますが、これからの事業につきましては、事業のあり方をその都度考慮し検討していく

予定です。地区補助金については、次年度行う事業として東日本大震災を忘れないための

プロジェクトを考え中。 

≪国際奉仕委員会の活動について≫ 

単独で国際奉仕を考え中。一昨年の米山記念奨学生であるシルネン君がモンゴルで事業を

起こしています。その事からモンゴルに対して何かやれることはないかということでグロ

ーバル補助金について前向きに検討しております。 

≪青少年奉仕委員会の活動について≫ 

インターアクトの人数が少ないので、インターアクターとの接点を設け、短期留学をもっ

とアッピールしインターアクト会員増強の一助にしていかなければいけないと考えており

ます。１０月１８～１９日開催される第３８回ＲＹＬＡセミナーは、当クラブからも４，

５名の方が参加予定です。開催場所がインターナショナルガーデンホテル成田ということ

もあり、実行委員である横田会員と連絡をとり支援していきたいと考えております。 

 

長原 正夫 ロータリー財団・米山記念奨学委員長 

成田ロータリークラブでは、従来からロータリー財団の寄付は 

１，０００ドル、米山記念奨学会の特別寄付は１０万円を基準に、

一括または分割にての寄付をお願いしてきました。 

現在ロータリー財団への寄付が 12 名、米山記念奨学会への寄付

が 18 名、合わせて 28 名、一括または分割で会員の皆様からお申

し込みを頂いています。 

また、米山記念奨学生の受け入れも、昨年より引き続き内モンゴル自治区の孟克巴図（ム

ンクバト）奨学生（千葉大学大学院博士課程）を受け入れています。クラブとしても２年

間の受け入れとなりました。 

今後もロータリー財団・米山記念奨学会に関しまして、当クラブ会員皆様のご理解のも

と、ご協力をお願い致します。 

角田 憲司 内規規定委員長 

 当委員会の役割は、成田ロータリークラブの定款がＲＩの標準

クラブ定款に合致していることを前提として、当クラブの活動方

針や活動内容と定款・細則・内規との整合がとれているか、矛盾

をきたしていないかの検討を定期的もしくは随時行うとともに、

ＲＩの定款変更や追加など新たな動きを迅速かつ適切に当クラ

ブの定款や細則に反映させ、常に最適化を図ることと考えます。 

 そのためには本年度の活動方針・活動内容をしっかり理解するとともに、きめ細かく情

報・意見の収集に努め、タイムリーかつ適切な検討が図れるよう努力する所存ですので、

皆さまのご協力を切にお願いいたします。 
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佐久間 高直 Ｓ．Ａ．Ａ．（正）／代読 神﨑 誠 幹事 

成田ロータリークラブは、来訪ロータリアンやお客様が多い例会ですので、食事や席の

確保はもとより歓迎にも心掛けます。そして会員皆様が厳格な質の高い雰囲気のなかにも、

楽しい例会だったと感じられるようにＳ．Ａ．Ａ．メンバー同士、協力していきたいと思

います。 

 

【講 評】 

事前にクラブ活動計画書を読ませていただき訪問させていただ

きましたが、目の前の事だけでなく先のことまで見込んでよく考

えていらっしゃると同時に真摯に取り組んでいらっしゃるという

ことがわかり、参考になりました。そういう中でも、最近新しい

方が入られ若返り、世代交代が一つの目標におかれているようで

ありますが、永遠に地区のリーダーとして頑張っていただけるよ

うよろしくお願い致します。本日はガバナー補佐訪問第１回目であります。皆様の活動内

容を他クラブでも紹介して地区全体で更なる発展ができるように少しでもお役に立てれば

と思っております。またＣＬＰに関しまして原点回帰し、みんなで勉強し直し活動の活性

化をはかりたいと思います。研修の強化が求められています。研修委員会、リーダーの方

は更にロータリーの知識を深めて頂きたいと思います。 

 

 

第 3 回理事・役員会 

 

１．９、１０月の例会及び事業、行事計画の確認 

９月の予定  

５日 (金) 月初め例会 第３回理事・役員会   ガバナー補佐公式訪問 

１２日 (金) 通常例会 月見家族例会 ゆめ牧場 

１９日 (金) 通常例会 卓話 山万（株）林新二郎様 第４回長期委員会 

２６日 (金) ガバナー公式訪問  

１０月の予定  

３日 (金) 月初め例会 第４回理事・役員会 

１０日 (金) 通常例会 職業奉仕例会 卓話 橘 昌孝 会員 

１５日 (水) ＩＭ 点鐘 １４：００ 場所 日航ホテル成田 

１６～１８日 (木)～(土) 親睦旅行 知多半島、伊勢神宮方面 

２４日 (金) 通常例会 会員卓話 

３１日 (金) 通常例会 卓話 

※            承認 

２．「認知症メモリーウォーク・千葉ｉｎ成田」の件 

協賛金 １万円 9/28（日）１０：００～１１：３０ ＪＲ成田駅から成田山総門前まで 

            承認 

３．米山記念館への協賛金の件 

会員数（64 名）×１００＝６，４００円  
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                                承認 

４．８．２０広島土砂災害支援義捐金のお願いの件 

会員数（64 名）×１，０００＝６４，０００円  

                             承認 

５．第 38 回ＲＹＬＡセミナー開催の件 

10 月 18 日～19 日 場所：インターナショナルガーデンホテル成田    

                  承認 

６．第 9 分区親睦ゴルフコンペの件 

クラブよりエントリー費３，０００×人数、クラブ負担費３０，０００円 （プレー費は各自負担） 

       承認 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平山 金吾、堀口 路加 各会員 ８月２４日 
米山記念奨学会 

委員長セミナー 

渡辺 孝、近藤 博貴 各会員 ９月３日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

松田 泰長、佐瀬 和年、神﨑 誠、遠藤 英一 

設楽 正行、小寺 真澄、石橋 菊太郎、堀口 路加 

長原 正夫、深堀 伸之 各会員 

９月５日 第３回理事・役員会 

平山 金吾 会員 ９月５日 米山記念奨学会理事会 

堀口 路加 会員 ９月６日 ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰＢＢＱ大会 

堀口 路加 会員 ９月１１日 地区米山記念奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４３ ２０ ６８．２５％ ９５．２３％ 

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 

 


