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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、先日は

メンバー及び家族の皆さん

が 78 名もお集まり頂き本

当にありがとうございまし

た。 

また、大下委員長に関しま

しては大役を無事に終わりお疲れさまでした。 

早いもので今日が今年最後の例会となり半分が過ぎま

した。 

振返ってみますと本当に早いと感じますがまだ友好クラブ

20 周年が残っておりますので 20 周年に向けて全力で

取り組んでいきたいと思います。 

本日は、道路状況も大変悪いので交通事故には十分

気を付けて新年交礼会には、全員元気な姿でお集まり

頂きたいと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

 地区国際奉仕委員会より今年度当クラブ支援事業

決定のお知らせ 

○ 事業名 タイ国ノンカイ県「クリーンウォーター補修

事業」 

○ 相手クラブ ノンカイ RC 

○ 事業完了時期 2017年 3月末日予定 

○ 事業共催クラブ 札幌手稲 RC・銭函 RC・千歳

セントラル RC 

 地区ローターアクト委員

会、地区ローターアクト代

表からローターアクトバナー

協賛に対するお礼状と完

成したバナーが届きました。 

 会員選挙 

新会員候補者 齊藤妙子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。入会

式は 1月 10日です。 

 国際ロータリー日本事務局より「2016 年度版手続

要覧」注文受付のお知らせ 

○ 1冊 6 ドル  

注文される方は事務局まで。事務局パソコンで閲

覧も出来ます。 

 千歳国際交流協会 情報紙「エール」 

 会計が不在のため、2016-2017 年度上半期会計

報告を各テーブルに置いています。ご質問などがあり

ましたら、幹事までお願いいたします。 

 事務局年末年始休業 

12月 29日（木）～1月 8日（日）休業 

1月 9日（祝/月）より通常業務 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

2016 年最後のニコニコ BOX で

す。上半期のご協力のお礼とクリ

スマス家族会の反省など皆様あ

りがとうございました(^^)/ 

投函者は、臼田 暢会員、菅原

百合 会員、関根 悟会員、四

方信次会員でした。 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「クラブ協議会/上半期活動報告」 

例会出席状況（2016 年 12 月 27 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 24名 

欠席者数（内：無断欠席）  18（4）名 

出席率 57.14 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  24名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 12 月 20 日） 

確定出席率（MU 含む） 90.48 ％ 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 4,000円 

今年度 累計額 427,000円 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 
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担当/理事会（進行担当：幹事 菅原 百合子） 

本日は上半期活動報告と題しまして関根悟会長、四

方信次会長エレクト、松坂敏之友好クラブ締結 20 周

年実行委員長に報告していただきます。 

 

 上半期活動報告  

会長 関根 悟 

半年間の活動報告をさせていただきます。 

7 月から会長という大役

をいただきまして、毎週

毎週話さなければならな

いことがこんなに辛いのか

と日々胃の痛い思いをし

ています。7 月には高塚

初代会長、松坂委員長

を筆頭に友好クラブ 長泉 RC を訪問させていただきまし

た。いろいろな所に連れていってもらいましたが、歴史や

長泉 RCの仲の良いメンバーの方にお世話になり本当に

楽しいひと時を過ごさせていただきました。美味しい食べ

物を食べさせていただいてその印象ばかりが強いです。先

輩方が築いてきた桜の木のことや長泉 RC メンバーのお

話を聞きながら、20周年の歴史をひしひしと感じることが

出来ました。これから 20 周年を迎えるにあたって、スター

ト地点にまた戻ったという印象がありますので、そのスター

トをしっかり切りなおして 30 年、40 年と続いていくような

友好を築いていきたいと思いました。 

また、この後には桜プロジェクトということで、6 団体と足

並みを揃えることが出来メンバーの皆さんのお金を使わせ

ていただき 100 万円の寄付が出来ました。市長も喜ば

れており各団体でも初めてこのような事が出来たというこ

とで、仲良く一致団結して出来たと思っております。それ

に付随してテントを寄贈することも出来ました。ある意味

順調に進んできてはおります。只、私としては桜プロジェク

トを含めましてメンバーの皆さんが盛り上がったかというと

理事で動いてメンバーを盛り上げることが出来なかったの

が心残りです。この半年でそういった事を改善しながら、

メンバー皆がやったという事業をやっていきたいと思ってお

ります。先輩にも例会を一つ一つ楽しい例会にしていくと

いうことをご指導いただきました。先日のクリスマス例会で

はあんなに人が来るのだと思いました。やはり楽しい例会

に対しては皆さん率先して参加していただけるということを

ひしひしと思いました。無い知恵を絞って一つ一つの例会

を楽しい例会にして、来ていないメンバーが来られるよう

にしていきたいと思っています。新入会員も増えてきてい

ますが、出席していないのも大体同じメンバーです。仕事

が忙しいのも重々わかっておりますが、必要とされれば自

ら時間を割いて来てくれると思いますので、そういった例

会づくりをしていきたいと思います。 

 

会長エレクト 四方 信次 

7 月から会長エレクトということで、最初は楽だなと思って

いましたが、尾本直前会長が動いて次年度理事を決め

ていただきまして、その辺りからひしひしと次年度に向けて

気持ち的に圧迫感があり

ます。次年度各委員会、

年間事業を検討させてい

ただいております。皆さん

に各委員会をお願いしま

すので、快く受けていただ

きたいと思います。年が明

けたら理事会を始め、諸々を煮詰めていきたいと思いま

す。どういった事業をするかも決めていかなければならない

と思っています。関根年度の流れを引き継ぎ、笑いのあ

る例会づくりまた事業作りをしていきたいと思っています。

宜しくお願いします。 

 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 

委員長 松坂 敏之 

来年の 5 月 20 日が長泉 RC との友好クラブ締結 20

周年記念例会ということで、私共の北海道千歳で実施

します。その打合せをする予定で長泉 RC のメンバーが

来る予定でしたが天候が

悪く中止になりました。方

向性は 20 周年を期し

て、古いメンバーはわかっ

ていますが新しいメンバー

は体験したことがないの

で、武田会員に編集して

いただいて、いままでの歴史を紐解く例会にしようという格

好です。長泉からは何か記念事業はないのかと言われて

います。まだ時期的に私も思い浮かびませんが頭の片隅

に置いています。折角、千歳に来られるので、記念例会

をするだけではなく、1 泊、2 泊で楽しまれる方、ゴルフを

楽しまれる方など我々も数班に分かれて対応しなければ
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ならないと考えています。お客様が来るという事はお金が

かかります。どのようにもてなすかある程度はっきりすれば、

それに伴ってお金を用意しなければなりません。今上半

期が終わりましたから下半期予算で考えなければなりま

せん。3 月ぐらいにはある程度具体的にお話をして、長

泉 RCからも 2月に再訪する予定です。打ち合わせをし

た上で予算も考え、それを理事会で検討してもらうことに

なります。長泉からは最大で 30 名程来られると思いま

す。メンバー、メンバーをやめた方、奥様などです。骨子に

ついてお話しましたが、近くなりましたら具体的にお話しで

きるのではないかと思います。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回 1 月 3 日（火）は休会（定款第 8 条第 1 節：

同一週に祝日）です。次々回例会は、2017 年 1 月

10 日（火）親睦夜間例会「新年交礼会」です。担当

は親睦活動委員会。開会点鐘 18 時 30 分、定例会

場です。 

 

 NEWS & TOPICS  

防寒用品で熊本支援 豊岡の団体が提供や寄付

募る 

熊本地震の被災者を支援しようと、兵庫県豊岡市のボ

ランティア団体「もっと つながり隊」が 25 日、同市中央

町の宵田商店街（愛称・カバンストリート）であったイベ

ント「カバストマルシェ」で防寒用品の提供や募金を呼び

掛けた。同隊は豊岡総合高校インターアクトクラブ、豊

岡ロータリークラブ、外国人向け日本語教室を運営する

ＮＰＯ法人「にほんご豊岡あいうえお」などで構成。１

１月、同インターアクトクラブの生徒が「つながり隊」として

日高高校の生徒らと被災地を訪れたのを機に他団体と

も協力して復興支援することを決め、グループを拡大さ

せた。 

この日、カイロが 300 以上集まった。カイロを包装するビ

ニール袋には「寒さに負けるな」「冬を乗り切ろう」などのメ

ッセージが書かれていた。今回集めた物資は、同隊のメ

ンバーが来年１月 4 日、熊本県益城町の仮設団地の

被災者に手渡す。 

 

 SCHEDULE  

 

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 「卓話 国際奉仕事業の近況 講師
/地区国際奉仕・VTT 委員会委員長 谷口 正樹様」 
[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 「キリンビアレストラン ハウベ」 
[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） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会■清掃奉仕活動■観
桜例会 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 


