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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日、友好クラブの長泉ロータリークラブに高塚初代会

長を含む 6名のメンバーで行って参ります。また、松坂実

行委員長の誕生日当日に出発日し、意義のあるこの

日に友好クラブの 20 年の歴史と友好の原点を学べるこ

とに誇りを感じます。未来に向けての発信も協議して参

りたいと思います。 

千歳川桜プロジェクトの支援事業も順調に進み 20 日

に 6 クラブで 100万円寄付することが出来ます。 

地区補助金の申請についても約 8 万円に決定したとの

通知が届いています。こちらも順調に進んでいます。 

先日、会員増強セミナーに会員増強・維持委員会の野

口委員長と出席して参りました。45 名体制を目指しま

す。是非、26 日の親睦例会「ザ･テラス」には、入会予

定者をお誘い下さい。 

最後に、本日の例会を途中退席し長泉に出発します。

第 1 回第 7 グループ会長･幹事会とアクトの定例会を

欠席しなければならず、皆さんにカバーして頂くことになり

ます。ご協力に感謝致します。 

では、本日の例会よろしくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

私も今日から長泉ロータリークラブを初めて訪問させて頂

きます。楽しみにしていましたので、既に気持ちは長泉で

すが、幹事報告だけはしっかりと気持ちを込めて行います。

途中退席しますが、よろしくお願いします。 

では、幹事報告です。 

 2017-18年度青少年交換派遣の募集 

地区青少年交換委員

会から派遣学生の募

集について案内があり

ます。詳細は事務局で

確認してください。尚、

募集の締め切りは、8

月 20日です。 

 本日（12 日）、第 7グループ会長・幹事会が長沼で

行われます。不在の会長、幹事に代わりまして武田

副会長と本村会計が出席します。 

 次回例会「ガバナー公式訪問」（19 日）について 

○ 全会員の集合時間 午後 6時迄に例会場 

○ 食事はガバナー着席後です。 

○ 服装は上着着用（クールビズ可） 

○ 会員 100％出席を目指します。ご協力ください。 

※ 会長･幹事･会長エレクト懇談会 午後 4 時 30

分開会 松の間 

※ 理事懇談会 午後 5時 30分開会 松の間 

 友好クラブ長泉ロータリークラブ訪問 

本日から 15日までの日程 

参加者/関根会長、菅原幹事、高塚パスト会長、

羽芝パスト会長、松坂友好クラブ委員長、井上友

好クラブ副委員長（6名） 

 地区大会について 

○ 日程 10 月 1 日 土曜日（会長・幹事会）、2 日 

例会出席状況（2016 年 7 月 12 日） 

会員数 39名 

会員出席者数 29名 

欠席者数（内：無断欠席）  10（2）名 

出席率 74.36 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  29名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 7 月 5 日） 

確定出席率（MU 含む） 79.49 ％ 
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日曜日（本会議） 

○ 会場 札幌パークホテル 

○ 登録料 15,000円 

○ 出席の確認などは後日あらためて行います。 

 「千歳川桜プロジェクト」支援事業 

千歳市「千歳川桜プロジェクト」への寄付贈呈を今

月 20 日に行います。千歳 RC、千歳 LC、千歳中

央 LC、国際ソロプチミスト千歳、千歳 JC と私たち千

歳セントラル RC の 6 団体が協力し総額 100 万円

を寄付。関根会長が贈呈式に出席します。 

 地区補助金 

地域防災支援を目的に申請していた地区補助金で

すが、決定通知が届きました。申請額約 30 万円に

対し約 8万円の給付にとどまりました。事業計画を再

検討の上、あらためて報告します。 

 

 各委員会報告・連絡   

会計 本村 和貴 

既にメールでお知らせしま

したが、地区大会登録料

の通知を受けて、上半期

会費請求に登録料を追

記した請求書を再発行す

ることが可能です。必要な

方は、私もしくは事務局へお申し付けください。 

 

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今月の親睦例会「ザ・テ

ラス」のご案内です。恒例

の「ザ・テラス」ですが、今

回も千歳ローターアクトク

ラブと合同例会になりま

す。今年度初回、そして

私が担当する初めての親

睦例会です。大勢の会員の皆さんにご出席頂けますよう

お願い致します。例会中に来週の例会「ガバナー公式

訪問」と合わせて出欠確認簿を回覧しています。ご協力

をよろしくお願いします。 

 

出席、ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

担当委員会とは関係の

ないお知らせですが、兼ね

てからご案内しています札

幌競馬場 VIP 観覧席の

ご案内です。ご家族、友

人の同伴者を含む参加

者の確認を本日までに行

いますので、よろしくお願いします。 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

今年度のニコニコ箱委員

会で委員を務めさせて頂

きます。最初に、今年度

のニコニコ BOX への協力

のお願いを兼ねまして私

からニコニコさせて頂きま

す。 

入口博美 会員：記念すべき関根年度の第 1 回例会

に出席することが出来ませんでした。ゴメンナサイ。 

関根 悟 会長：今年度開始早々に、先輩会員の取

り計らいで長泉 RCの訪問が叶いました。感謝します！ 

菅原百合子 幹事：長泉RC訪問の旅で、皆さんが飲

み過ぎないように見張って来ます(^^) 

四方信次 会員：次年度の会長を務めるにあたり、緊

張感を以て 1年間勉強させて頂きます。 

大下和志 会員：親睦活動委員長を務めます。有意

義な親睦委員会の企画になるように頑張ります。 

多賀 勲 会員：先日参加した或るゴルフコンペでイー

グルを出しました(^^)v 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 15,000円 

今年度 累計額 56,000円 
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 本日の例会プログラム  

通常例会 

「クラブ協議会/各担当委員会の活動方針」 

担当 理事会（進行：副幹事 笹谷 俊尚） 

本日は各担当委員会の

活動方針の発表となって

おります。まずは各担当委

員会で委員の顔合わせを

兼ねて委員会の活動内

容の確認と簡単な打合せ

をして頂きます。打合せ時

間は 15 分間程度でお願いします。その後、各委員会

の委員長から活動方針を発表して頂きます。よろしくお

願いします。 

 

各担当委員会による打合せ 

 

 

各担当委員長による活動方針の発表 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

委員長 福島 力 

 

国際奉仕、空港募金箱委員会 

委員長 土居栄治 

 

職業奉仕委員会 

委員長 今井章夫 

 

青少年奉仕、ローターアクト委員会 

副委員長 岩下 誠 

 

会員増強･維持委員会 

委員長 野口三恵子 

 

SAA 

委員長 月俣美子 

 

親睦活動委員会 

委員長 大下和志 

 

出席、ニコニコ箱委員会 

委員長 岩室秀典 

 

クラブ研修、新会員研修、細則
検討委員会 

委員長 彦坂忠人 
 

ロータリー財団委員会 

副委員長 羽生有三 

 

米山記念奨学委員会 

委員長 齊藤博司 

 

会報、広報委員会 

副委員長 山口康弘 
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担当委員会の皆さん、1年間よろしくお願いします。 

尚、発表の詳細は、「2016-17年度 活動方針・計画

書」をご覧ください。事務局、ホームページでご覧頂けま

す。（印刷が必要な方は事務局にお申し出で下さい） 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 7月 19日（火）通常夜間例会「ガバナー

公式訪問」です。担当は SAA。会員の皆さんは午後 6

時迄に例会場に集合。開会点鐘 12時 30分。 

 

 NEWS & TOPICS  

長泉訪問団「道中レポート」 

7 月 12～15 日の行程で、関根会長、菅原幹事、高

塚パスト会長（初代会長）、羽芝パスト会長（友好締結

時、会長エレクト）、友好クラブ委員会 松坂委員長、井

上委員長の 6 名が友好クラブの長泉ロータリークラブを

訪問しました。今年度は、長泉ロータリークラブとの友好

クラブ締結から 20年を迎えます。2017年 5月には 20

周年記念事業が計画されています。 

訪問の報告は、8 月 2 日の通常夜間例会「クラブ協議

会」で行っていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

長泉到着、長泉山荘で「長泉 RC 懇親会」 

 

長泉 RC 会長 吉田雅昭 様 

 

長泉 RC の例会にて友好クラブ委員会 松坂委員長 

 

友好締結 15 周年記念樹（長泉町役場） 

 

記念樹「梅」（米山梅吉記念館）＆ 米山梅吉記念館 

 

1997 年 5月 13 日 友好クラブ締結の日 
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 SCHEDULE  

 

7
月 

■会員増強セミナー ■ガバナー公式訪問 

19 日 

会長・幹事・会長エレクト懇談会（PM4:30） 

理事懇談会（PM5:30） 

通常夜間例会 「ガバナー公式訪問」 
[担当/SAA(委員長 月俣美子)] 

※会員は PM6:00 までに例会場集合 ガバナー入場歓迎 
※100％出席を目指します 

26 日 

第 8 回理事会 PM5:00 事務局 

親睦夜間例会 「ザ・テラス」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

8
月 

会員増強・新クラブ結成推進月間 ■千歳ローターアクトクラブ
「市民盆踊り出店事業」支援 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/会員増強セミナーの
報告、長泉 RC 訪問の報告」 [担当/理事会(進行/
会計 本村和貴)] 

9 日 

通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

千歳 RAC 定例会「盆踊り出店について」 

16 日 
親睦夜間例会  「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

19 日 千歳 RAC「市民盆踊り大会出店事業」支援 

23 日 

第 9 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

30 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

9
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会（会長、幹事） 

6 日 通常夜間例会 「未定」 [担当/社会奉仕委員会] 

13 日 
通常例会「未定」 [担当/友青少年奉仕・ローターアク
ト委員会(委員長 高塚信和) 

20 日 
親睦夜間例会 「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（スポーツセンター） 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、米山月間 ■地区大会（地区） 
■世界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手
続き ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/会長エレクト 四方信次)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

高塚パスト会長、街角インタビューに答えるの図 

 


