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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、先日無事 20 周年が終わり松坂実

行委員長含めメンバーの皆さんご協力頂きありがとうござ

いました。とっても楽しい思いでお帰り頂けと思います。 

御礼状含めましてしっかり終わりたいと思います。 

また、26日～27日にて有志により岩沼に訪問させて頂

きました。今後のお付き合い次年度事業の打合せ含め

まして有意義な話し合いをしてきました。 

本日、９時より空港募金より日本円分の 20 万円を千

歳市奨学基金に寄付させて頂きました。改めて我がクラ

ブの空港募金事業の素晴らしさを実感いたしました。私

も室蘭で奨学金を頂いていましたが、返済義務のあるタ

イプで返済するのに苦労した経緯があり、千歳市は返済

義務が無い奨学金とお聞きし PTA の役員であったのも

含めまして強い思いでメンバーの皆さんに同意頂き寄付

させていただけたこと感謝申し上げます。 

この募金は、千歳ならのもので、空港に募金箱を設置さ

せた行動力は先輩方々の築き上げた歴史に感銘いたし

ます。元々の趣旨がぶれない様にしっかりと引き継いで行

きたいと思います。本日の例会宜しくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 長泉ロータリークラブ会長 吉田雅昭様より友好クラ

ブ締結 20 周年記念例会並びに記念旅行に対して

のお礼状が届いていますので読み上げたいと思います。 

 タイ アカ族支援 古着提供のお願い 

お一人一着でもよろしいので 5月 31日（水）まで 

事務局へ持っていただけたらと思います。 

 ミナクール市民活動講座ご案内「市民活動のための

知っておきたい『助成金』のはなし」 

○ 日時：6月 23日（金）18:30～20:00 

○ 場所：市民ギャラリー4F ミナクール 

○ 締切り：6 月 22 日（木）。ご希望の方は事務

局へお問い合わせください。 

 先ほど会長も仰っていましたが、本日、新千歳空港

募金箱の浄財のうち日本円 20 万円を千歳市奨学

基金に寄付して参りました。感謝状を市長からいただ

いています。 

 岩沼ロータリークラブ会員で「おくに寿司」経営の国井

真一様より、「おくに」という芋焼酎を関根会長が訪

問された際に 4本いただいてきました。最終例会で出

して皆様で飲みたいと思っております。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今、出欠を回させていただ

きましたが、来月 6 月 27

日は親睦夜間例会で関根

会長年度最終例会となっ

ております。ご家族の参加

も出来る例会ですので、ご

家族の確認を取ってご連絡をお願いします。またこの例

会は出席率 100％の例会にしたいと思いますので、なる

例会出席状況（2017 年 5 月 30 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 22名 

欠席者数（内：無断欠席）  19（2）名 

出席率 51.16 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  22名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 5 月 9 日） 

確定出席率（MU 含む） 74.42 ％ 
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べく都合をつけて出席していただくようにお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 齊藤 妙子 

本日初めて進行する齊藤

会員の応援や市議当選

の報告など多くの方からニ

コニコ BOX を頂戴しまし

た。皆様有難うございまし

た(^^)/ 

岩室秀典会員、多賀 勲会員、四方信次会員、齊藤

博司会員、関根悟会員、山口康弘会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「空港募金箱視察」 

担当/国際奉仕・空港募金箱委員会 委員長 土居 栄治 

今日は空港募金箱

視察ということで、こ

の後移動していただ

きます。駐車場が混

んでいますので分乗

して移動していただ

きたいと思います。

集合場所は国際線

ターミナルビル 3階です。宜しくお願いします。 

──この後新千歳空港に移動し募金箱を確認しました。

浄財の回収も併せて行いました。 

 

 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 6 月 6 日（火）、通常夜間例会「クラブ協

議会/次年度の活動概要」です。担当は次年度理事

本日のニコニコ BOX 合計額 10,000円 

今年度 累計額 587,000円 
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会。開会点鐘 18時 30分。定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

千歳市奨学基金へ 20万円を寄付 

5月 30日、今年度、新千歳空港募金箱に寄せられた

浄財のうち日本円 20 万円を千歳市奨学基金へ寄付

させていただきました。関根会長、菅原幹事、四方会長

エレクトの 3名が千歳市を訪問し山口幸太郎市長に直

接手渡しました。尚、外貨については、6 月 20 日通常

例会において、北海道ユニセフ協会へ寄託する予定で

す。 

ロータリーの新しいゾーン構成が決まる 

国際ロータリー理事会は、2017 年 1 月、ロータリークラ

ブの新しいゾーン構成を採択しました。 

国際ロータリー細則は、各ゾーンのロータリー会員数がほ

ぼ均等になるよう、少なくとも 8年ごとに、34あるロータリ

ーゾーンの包括的な見直しを行うことを義務づけていま

す。ゾーン見直しが前回に行われたのは 2008 年でした。 

理事会は 1 月の会合に先立ち、アジア、ヨーロッパ／ア

フリカ、アメリカのゾーン再編案を作成する 3 つのワークグ

ループを設置。ゾーンの代表者（現理事、次期理事、

直前理事のいずれか）で構成されるこれらのワークグル

ープが、マイケル K. マクガバン国際ロータリー副会長率

いるゾーン編成委員会に提案書を提出し、同委員会が

これを 1 つの提案書にまとめて理事会に提出しました。 

「各地域のワークグループが入念な検討を行った」とジョン 

F. ジャーム国際ロータリー会長は述べます。「ゾーン再編

はロータリー会員にとって感情的な主題でもありますが、

全世界の会員にとって公平となるよう、ワークグループと

理事会は勇気ある決定を行いました」 

理事会は 2017年 6月の会合で、ゾーンの区分、組み

合わせ、理事選出のローテーションなど、引き続きゾーン

関連の検討を行う予定です。  

被災のご近所 おしゃべり楽しむ 糸魚川「おひさしぶ

り昼食会」 

昨年の糸魚川大火で被災し、親戚宅やアパートなどで

暮らす被災者を元気づけようと「おひさしぶり昼食会」が

25 日、被災地に近い糸魚川市横町１の糸魚川地区

公民館で開かれ

た。参加した約 50

人の被災者は昼食

を囲み、近況や今

後について語り合っ

た。 

自宅が焼失し、離

れ離れになってしま

ったご近所同士が集まる機会をつくり、楽しいひとときを

過ごしてもらおうと、糸魚川ロータリークラブ（黒石孝会

長）と糸魚川中央ロータリークラブ（松沢純一会長）

が主催した。 

参加者は上越市出身の落語家瀧川鯉橋さんの落語や

地元の民舞会による踊りのアトラクションを楽しんだ後、

笹ずしやおぼろ汁、山菜などの食事を取りながら、「元気

にしていた？」「また集まろうね」などとおしゃべりを楽しんだ。 

大町１の自宅が全焼し、市内のアパートで生活している

山岸竹治さん（91）は「こういう機会をつくってもらい感

謝している。大火から時間がたった今も、思い出すことが

ある。そういった思いを語り合うことができてよかった」と話

した。 

 

 SCHEDULE  

 

 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

6 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 

通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


