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 会長あいさつ    

千歳セントラルロータリークラブ 会長 関根 悟 

皆さん今晩は、足元の悪

い中沢山のメンバーの

方々にお集り頂いてありが

とうございます。 

先日、青年会議所の卒業

式に参加させて頂きまして、

色々な事業などの思い出が沸々と湧いてきました。また、

我がクラブのメンバーの方々も沢山の参加頂き、クラブの

勢いを感じました。佐々木ＯＢ会長のご挨拶も立派な

ご挨拶で誇りに思えるＯＢ会長のご挨拶でした。 

卒業式の後、２次会３次会と流れていく中で各先輩

方々からクラブ入会の勧めのお声がかかっているとのこと

でセントラルに入会を考えようかなとの声が数名上がりま

した。 

先輩方々が、陰ながら増強を手助け頂いているのにびっ

くりいたしました。 

１月には、望月さんが入会頂きメンバーが着実に増えて

いる状況です。流れを切らさないように実は、まだまだお

話が出ています。近く１名増えそうなお話も出ています。 

私も負けずにメンバー増強に取り組んでいきますが４５

名目標達成に向けてご協力お願いします。 

最後に今週の土曜日長泉クラブがご来道いたします。

友好クラブ２０周年のスタートがいよいよ始まったと感じ

ています。私の集大成の事業になります。最後までご協

力お願いいたします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

 長沼ロータリークラブ創立25周年記念式典（11月

27 日）に会員 13 名で参加してまいりました。お礼

状が届いています。その際にいただいたお菓子を何名

かの会員から皆様にと提供していただきました。各テ

ーブルにおいてあります。お召し上がりください。 

 第 7 グループ第 2 回会長・幹事会が 11 月 29 日

に行われ、関根会長と共に出席してまいりました。 

 新会員の選挙 

望月秀則さんの会員選挙を行い、期日までに異議

申し立てはございませんでした。よって望月さんの入会

が決定しました。入会式は都合により 1 月 24 日を

予定しています。 

 ロータリーの友事務所「2015-16 年度事業報告書」 

 下半期会費納入のお願い 

各会員レターボックスに入れさせていただきました。12

月 31日までに納入をお願いします。尚、3月に行わ

れる IMは全員登録とさせていただきたいと思います。

会費と一緒に登録料を請求しております。宜しくお願

いいたします。 

 本日、会員の皆様にメールを送りましたが、20日のク

リスマス家族例会の景品が本日締め切りでしたが、

例年に比べてまだまだ足りません。今週中、受け付け

しておりますので、お一人様2点以上お持ちください。

宜しくお願いします。 

 

 各委員会連絡・報告   

クラブ研修、新会員研修、細則検討委員会 委員長 彦坂 忠人 

12月 26日（月）午後 7時～8時、第 1回新会員

研修会を予定しております。入会 3 年未満の方が対象

ということになっております。後日、対象の方にはメールで

お知らせしますが予定をしていただきたいと思います。第

1 回はロータリーソングの斉唱が上手くできるような研修

を予定しております。場所は月俣会員の PIANO BAR

蜜月で予定しています。宜しくお願いします。 

 

 

例会出席状況（2016 年 12 月 6 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  12（2）名 

出席率 71.43 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  30名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 11 月 22 日） 

確定出席率（MU 含む） 73.81 ％ 
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友好クラブ委員会 副委員長 井上 英幸 

今週土曜日（10 日）、長泉ロータリークラブから吉田

会長、栗田友好クラブ副委員長、前島友好クラブ委員

の 3 名が来られます。友好締結 20 周年の打ち合わせ

をします。松坂委員長、今年度長泉ロータリークラブを

訪問した会長幹事を含めて打ち合わせをしたいと思って

いますので、宜しくお願いします。その日の夜、ゆきあかり

で歓迎会を予定しています。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

関根 悟 会長：12月 7日が誕生日です。プレゼント

をいただきました。 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「年次総会」 

担当/理事会（進行担当：幹事 菅原 百合子） 

クラブ細則第 5 条第 1 節により年次総会を開催いたし

ます。 

 

 出席報告  

出席委員会 委員長 岩室 秀典 

本日の出席を報告します。会員 42 名中 27 名出席、

細則第 5 条第 3 節、会員総数の 3 分の 1 をもって定

足数に達していることを報告いたします。 

 

 次年度理事発表  

次年度理事指名委員会 委員長 尾本 眞二 

【2017-2018年度理事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次年度理事あいさつ  

次年度会長 四方 信次 

次年度会長ということで、今、準備をし始めていますが、

非常にひしひしと責任感といいますか気持ちが圧迫され

ているような状況ではあります。改めて会長方針を発表

させてもらう機会がありますので、その時にじっくり話をさせ

ていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

次年度副会長 井上 英幸 

次年度副会長としてご指

名をいただきました。四方年

度を頑張って支えていきた

いと思います。宜しくお願い

いたします。 

 

 

次年度幹事 笹谷 俊尚 

来年の幹事を受けさせてい

ただきました。一年間どうぞ

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

次年度会計 髙木 昌人 

次年度会計を拝命させて

いただきました。皆様から

集めた貴重な会費をなる

べく最も効果的に運営でき

るよう努めて参りたいと思い

ますので、ご指導宜しくお

願いいたします。 

 

次年度会長エレクト 菅原 百合子 

今は幹事として、次年度

は会長エレクトとして、そし

て会長という流れをもって

自分なりに一生懸命やっ

ていきたいと思いますので、

皆様また宜しくお願いいた

します。 

 

次年度副幹事 彦坂 忠人 

本日のニコニコ BOX 合計額 2,000円 

今年度 累計額 365,000円 

会長 四方 信次 

副会長 井上 英幸 

幹事 笹谷 俊尚 

直前会長 関根 悟 

会計 髙木 昌人 

会長エレクト 菅原 百合子 

副幹事 彦坂 忠人 
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現在は、孫のために一生

懸命頑張っていますが、然

るべき時には、初めて女性

が当クラブの会長になる訳

ですのでその僕として精一

杯頑張る予定でございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 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、12 月 13 日（火）通常例会「2016 規

定審議会において改定された定款及び細則の改正につ

いて」です。担当はクラブ研修・新会員研修・細則検討

委員会。開会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 NEWS & TOPICS  

中学生ら災害への備え学ぶ 善通寺ＲＣが防災講

演会 

地元の中学生らを対象にした防災講演会が 30 日、善

通寺市文京町の市民会館で開かれ、生徒たちは身近

で起こりうる災害への備えや避難方法などを学んだ。 

講演会は善通寺ロータリークラブ（RC、宮武宏行会長）

が企画し、善通寺東中、西中の生徒と地域の住民ら計

約 300 人が参加。内閣府から地域防災マネージャーの

認定を受けた同市防災管理課の西岡克浩さんが講師

を務めた。 

西岡さんは市内で予想される災害と対処法を説明。大

地震の場合、机やベッドの下に潜るほか、トイレに入って

ドアを開けた状態にするなどして揺れが収まるのを待つこ

とや、ため池の決壊を想定してハザードマップを参考に避

難することを紹介した。 

竜巻からの避難についても触れ、「屋内なら窓のない部

屋、屋外なら鉄筋コンクリートなどの丈夫な建物に避難

し、物置やプレハブには絶対逃げ込まないように」と呼び

掛けた。 

同 RC は講演後、両校の代表者に、避難用具の寄贈

目録を手渡した。 

 SCHEDULE  

12
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会 ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告 

13 日 

通常例会「2016 規定審議会において改定された定款
及び細則の改正について」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会(委
員長 彦坂忠人)] 

20 日 

親睦夜間例会 「クリスマス家族会」 
※会員家族出席例会 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 13 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「クラブ協議会/上半期活動報告」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

1
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■新年交礼会 ■千歳市新
年交礼会（会長･幹事･会長エレクト･副幹事） ■千歳 RC･LC･
JC 新年交礼会（会長･幹事） 

3 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

10 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会」 [担当/親睦活動
委員会(委員長 大下和志)] 

17 日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

24 日 

第 14 回理事会 PM5:00 事務局 

通常夜間例会 「未定」 [担当/国際奉仕・空港募
金箱委員会（委員長 土居栄治） 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日 
■雪見酒例会 

7 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/未定」 [担当/理事
会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

21 日 

第 15 回理事会 PM5:00 事務局 

移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり」 [担当/
親睦活動委員会（委員長 大下和志） 

28 日 
休会（定款第 8 条第 1 節） 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

3
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日■会長エレクト研修
セミナー(地区)■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区) 

4-5 日 RI 第 2510 地区 会長エレクト研修セミナー（函館） 

7 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/雑誌委員会(委員
長 古木克紀)] 

14 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)] 

21 日 
移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり」 [担当/
親睦活動委員会（委員長 大下和志） 

26 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28 日 

第 16 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC 定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 


