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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは、先週

の金土日にて千歳市内

お祭りが結構ありました。 

光と氷のオブジェやインデ

ィアン水車道の駅イベン

ト、千子連スポーツ大会

などのイベントなどの実行

委員として我がクラブの沢山のメンバーが活躍されて千

歳の町も大変盛り上がったと思います。 

私もインディアン水車道の駅のイベントをお手伝いしてい

た時に彦坂会員に偶然お会いしお孫さんをお連れしてい

ましたが、本当にお顔がそっくりで度々お孫さんに会いに

行ってらっしゃるとお聞きしていましたが、そっくりで目に入

れても痛くないぐらい可愛いお孫さんでした。 

また、友好クラブ 20 周年も松坂委員長が固めていただ

き順調に進んでいます。 

本日は、次年度理事会 2 回目がおこなわれますが、ま

だ私の年度も半年残っていますので気を引き締めていき

たいと思います。 

 

 幹事報告  副幹事 笹谷 俊尚 

 第 7グループ IM（3月 26 日開催）の出欠を確認しま

す。名簿を回覧しますのでご記入をお願いします。交

通手段は参加人数により検討させていただきます。 

 寄付金領収証が届きました。レターボックスに投函し

ています。 

○ 公益財団法人 ロータリー日本財団 

○ 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

 小冊子「抜萃のつゞり」 ㈱クマヒラ 熊平雅人様

（東京 RC 会員）より届いています。 

 国際協議会（アメリカ  サンディエゴ）に参加された第

2510地区國立金助ガバナーエレクトから2017-18

年度国際ロータリーのテーマ決定のお知らせ 

2017-18年度国際ロータリーのテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

ROTARY ： MAKING  A 

DIFFERENCE 

 千歳ローターアクトクラブ定例会のご案内 

○ 日時：2月 28日（火）19時～ 

○ 場所：ANA クラウンプラザホテル千歳 

○ 内容：行政書士（千歳 RAC 会員）卓話 

○ 会費：食事付き 2,000円 

○ 締め切り：2月 23日（木） 

 ロータリーの友事務所「2017-2018 年度ロータリー

手帳」 

○ 1部 定価 600円+消費税（送料別） 

○ 5月下旬出来上がり予定 

○ 2月 24日（金）までに事務局へお申し込み 

 2019-2020年度ガバナー宣言 

千歳ロータリークラブ所属 福田武男 会員 

 

 各委員会報告・連絡    

新会員研修委員会 委員長 彦坂 忠人 

今日もロータリーソングを歌いましたが、声が非常に小さ

いような気がします。従って新会員の皆さんにはロータリ

ーソングの練習をしていただこうという予定を立てています。

次回例会（2月 14日）の終了後、例会場でレッスンさせ

ていただきます。特に齊藤さん、望月さんの場合、今日

は全くわからなかったと思いますので、14 日は完璧に覚

えていただいて、研修後は大きな声で歌っていただければ

と思います。尚、講師は月俣会員にお願いしております。

宜しくお願いいたします。 

 

 

例会出席状況（2017 年 2 月 7 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（2）名 

出席率 62.79 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 1 月 24 日） 

確定出席率（MU 含む） 53.49 ％ 
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会報・広報委員会 委員長 山口 康弘 

次回例会は当委員会が

担当させていただきます。

講師は恵庭で FM 放送の

会社をされています三浦さ

んをお呼びして講演いただ

く予定です。SMS など情

報化社会が高度に複雑化している中、敢えて FM という

手法を使って地域に根差しているところに、我々が活動

を発信すべき秘訣があるのではということで、編成プロデ

ューサーであります三浦氏をお呼びしてご講演いただきた

いと思っております。是非、多くの皆様のご参加をお願い

したいと思います。宜しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 石川 貴美子 

市内各所で行われた冬のイベント開催の報告や新会員

の活躍に期待を込めニコニコしていただきました(^^)/ 

松坂敏之 会員、四方信次 会員、大下和志 会員、

白木松敏 会員、山口康弘 会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「クラブ協議会/下半期事業計画」 

担当/理事会(進行担当：副幹事 笹谷 俊尚) 

今日のテーマは下半期

事業計画です。最初に

関根会長からお話がご

ざいます。その中で協議

事項もございます。皆さ

んのご意見ご要望など

を頂戴出来ればと思い

ます。その後、5 月 20 日予定されております長泉ロータ

リークラブとの友好締結 20 周年記念事業について、松

坂実行委員長からご説明していただきます。 

 

 下半期事業計画について  

会長 関根 悟 

下半期事業は友

好締結 20 周年

がメインとなってお

りまして、それ以外

の事はほとんどあり

ません。私の方で

一つ議題を挙げて

いきたいと思ってい

るのが、第 7グループとしてタイ アカ族チェンライ支援プロ

ジェクトです。当クラブが主体ではなく、第 7グループの事

業としてご提案させていただいています。前回会長幹事

会で挙げさせていただき、第7グループ各クラブの協力体

制は整っています。細かい事業内容は煮詰まっていませ

ん。各テーブルに資料を配布しています。何かご意見が

あれば、9 日に会長幹事会がありますので、その際に提

示して最終的には進めていきたいと考えております。 

── 続いてプロジェクトの説明を行い、ご意見ご質問を

受けました。 

 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

5 月 20 日の話で

すので、まだまだと

言えばまだなのです

が第 1 回目のメッ

セージとして皆さん

には知っていただか

なければならないと

思っております。 

5 月 20 日（土）、12 時に新千歳空港に到着し、ハウ

ベで昼食を取っていただきます。ハウベからサケのふるさと

館を案内してホテルグランテラス千歳に戻って、合同例

会に備えます。合同例会は若干早く始めたいと思ってい

ます。今のところ、17 時 45 分集合で記念写真を撮影

してから式典、祝賀会を行い、20 時 15 分頃には祝賀

会を終えようと思っています。翌日 5月 21日、ホテルグ

ランテラス千歳を出発し、北海道開拓の村見学、にしん

御殿で食事をして朝里川温泉 武蔵亭に一泊致します。

長泉ロータリークラブ会員でこの小旅行に参加する方は

20名です。翌日帰られる方は 5名です。私達も何人か

お付き合いしたほうが良いかと思います。付き合っても良

いよという方は予め私に連絡いただければ調整したいと

思います。経費が約 2 万円かかります。全員ではありま

本日のニコニコ BOX 合計額 15,000円 

今年度 累計額 494,000円 
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せんが、5月 21 日に空いている方がいらっしゃったら、私

の方へ声を掛けてください。旅行会社の予約もあります

ので、早めに調整したいと思っております。次の日は武蔵

亭を出て小樽運河を散策し早めに空港へ行って、簡単

な打ち上げのような形で花房にて昼食をとり、お見送りを

するという行程を立てています。最後の花房の食事まで

ひっくるめて約 2万円ということです。会長から千歳セント

ラルロータリークラブとしてこの事業にどれくらい使うかという

話が先回理事会で出まして、30 万円がリミットだと伺い

ました。中型バス（38 人乗り）、高速代、青山別邸の昼

食代、ハウベの食事代はこちらで持った方が良いと思い

ます。花房での食事代は徴収するという計画でおります。

概算を出しましたところ、30 万 1700 円ぐらいですので

これは調整できると思います。会長、ぴったりになりますの

で宜しくお願いします。小旅行は長泉RCが20名です。

バスも小さい（38人乗り）ので千歳セントラルRCも約10

名内外で募集をしたいと考えています。まだまだ日にちが

あります。今概要を申し上げました。こうした方が良いと

教えて下されば調整の余地はたくさんあります。そのよう

な恰好で進めさせていただきたいと思います。宜しくお願

いします。 

 

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

先ほど出欠を取らせていただいた親睦パークゴルフ大会

についてご説明します。千歳市商店街の活性化というこ

とで、千歳タウンプラザ内にパークゴルフ場が出来ました。

只、現在利用者がまだ少ないという状況で、セントラル

RCで利用して千歳民報、「ちゃんと」に取材していただい

て市民の方に利用を深く知っていただいて利用者を増や

そうという目的で 2月 21日（火）ゆきあかりでの例会前

に計画しています。所要時間は

1 人 45 分～1 時間ぐらいとい

う事です。参加人数によっては

15 時から始めるのをもう少し遅

く設定することも出来ますので、

参加出来る方は参加していただけると助かります。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、2 月 14 日（火）通常例会「卓話 コミュ

ニティ FM で地域活性化～コミュニティ FM ラジオ局いー

にわの開局経緯～」です。講師は FM放送 e-niwa 編

成プロデューサー 三浦真吾様です。担当は会報・広報

委員会。開会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

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 

14 日 

通常例会「「卓話 コミュニティ FM で地域活性化～コミ
ュニティ FM ラジオ局いーにわの開局経緯～講師:FM
放送 e-niwa 編成プロデューサー 三浦真吾様」 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

第 1 回新会員研修会 例会終了後、定例会場 

21 日 

親睦パークゴルフ大会 PM2:00 会場/千歳インドアパ
ークゴルフクラブ（千歳市幸町 4 丁目 30 ちとせタウン
プラザ地下 1 階）担当/ゴルフ同好会(会長 彦坂忠人) 

第 16 回理事会 PM5:00 ゆきあかり 

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 「卓話:未定 講師:キリンビール㈱北
海道千歳工場 執行役員工場長 名川誠様」[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 「親睦の夕べ in 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 17 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 

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)] 

18 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フ
ェスティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 
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