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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん、こんにちは。アカ

族の古着も沢山集まり

ました。ありがとうございま

す。 

本日より梱包作業に入

ります。第７グループ初

の合同事業になりますの

で意義のある事業です。ご協力ありがとうございます。例

会では、今年度の活動報告となります。各委員長皆さ

ん宜しくお願いしたします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 本日、午後 7 時より千歳ローターアクトクラブ最終例

会が行われます。会場はANAクラウンプラザホテル千

歳です。ご出席の皆様宜しくお願いいたします。 

 「第 14回ロータリー韓日親善会議 2017」のご案内 

○ 日時：2017年 9月 23日（土）13：00～ 

○ 場所：グランドハイアットソウル 

○ 登録料：1万 6,000円（晩餐会を含む） 

○ 締切り：７月 31日（月） 

 ロータリー情報研究会「ロータリー情報ハンドブック改

定第 2 版」発刊のご案内、ロータリー情報冊子のご

案内 

案内書を回覧しています。申し込みを希望される方

は事務局までお願いします。 

 千歳商工会議所より「第 5 回ちとせ川ビール祭り」チ

ケット購入ご協力のお願い 

○ チケット：1枚 1,000円 

 

 各委員会連絡・報告   

松坂 敏之 会員 

今日メロンを食べていただ

きました。ご存知の通り、

岩沼ロータリークラブの南

舘さんから送っていただきま

した。先日行ったときにワイ

ンを持っていきましたので、

そのお返しではないかと思います。クールボジャと言って名

取市と岩沼市がこのメロンを名物にしようと頑張っており

ます。一般的に食べられているメロンだそうです。以上で

す。 

 

 委嘱状交付   

進行：幹事 菅原 百合子 

2017-2018 年度 国際ロータリー第 2510 地区委員

の委嘱状を交付しました。宜しくお願いいたします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

誕生日祝いのお礼、娘さんの結婚式報告、マラソン完

走報告など皆様有難うございました(^^)/ 

大下和志会員、月俣美子会員、望月秀則会員、 

例会出席状況（2017 年 6 月 13 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 6 月 6 日） 

確定出席率（MU 含む） 65.12 ％ 

 

 

 

 

 

財団奨学金委員会 委員  齊藤 博司 

財団資金管理運営委員会 委員 関根  悟 

国際奉仕・VTT委員会 委員 田口  廣 

本日のニコニコ BOX 合計額 10,398円 

今年度 累計額 858,398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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 本日の例会プログラム  

通常例会 

「今年度の活動報告①各担当委員会」 

担当/理事会（進行:幹事 菅原 百合子） 

今年度の活動報告を行っていただきます。宜しくお願い

します。 

 

職業奉仕委員会 委員長 今井 章夫 

職業奉仕とは非常に難しい

難題でありました。今年一

年、例会を通じながら職業

奉仕とは何かについて勉強

することをして参りました。白

木副委員長が中心となって

例会を運営していただきました。詳細については、白木

副委員長からご報告してもらいます。 

 

職業奉仕委員会 副委員長 白木 松敏 

例会を進めるに当たり私し

副委員長の白木松敏と今

井章夫委員長で担当例会

の内容に付いてテーマを決

め数回に渡り協議を重ね進

めてまいりました。 

我がクラブの新会員さんが増え新会員さんの事業内容

や身上などＰＲを兼ね新会員さん総勢７名を中心に

１人１人から発表をして頂きました。発表終了後には

発表者全員に今井章夫委員長より豪華記念品を送り

又、委員長との写真撮影に入り後日、記念として家宝

になるように写真を額縁に入れ贈呈致しました又、私し

白木松敏が会長を務める「千歳安心な街づくり協議会」

が職業奉仕に関連する為、今井章夫委員長より会員

の皆さんに活動内容を大まかに紹介してはどうかと背中

を押され発表させて頂きました。最後に総括として新会

員さんの発表後に今井章夫委員長より所見を頂きなが

ら“職業奉仕とは何か”を解りやすく下記の通り説明を頂

きました。 

【職業奉仕とは？】 

「真実かどうか」真実は不変であり正義なくしては存在し

得ません。 

「みんなに公平か」公平さを取り入れたビジネスはお互い

の関係向上に役立つ。 

「好意と友情を深めるか」人は生まれながらにして協力し

合っていく存在であり元々備わっている本能です。 

「みんなのためになるかどうか」食うか食われるかの無慈悲

な競争に代わり建設的で創造的な競争を導入するもの

です。 

四つのテストは人生を成功に導くための要素を持ってい

ます。 

人は共に繁栄することができ、ビジネスは誠実かつ信頼

のおけるものであり得るのです。自ら選択した事業や専

門職で成功を収める事により良き市民となり次の世代に

とっての良き手本となりますように願っています。担当例

会の職業をテーマとしたスピーチはあらためて新会員の職

業に対する認識を深める事になりました。新メンバーのす

ばらしい発表を本当にありがとうございました。新会員さ

んは職業人として自己啓発に努め、自らを高める為にロ

ータリーを是非活用していただきたいとのアドバイスをいた

だきました。 

 

SAA 委員長 月俣 美子 

SAA とは・・・・・・何の略なの

か？そこから始まりました。 

1 年目は、出席ニコニコ委員

会に属し、2 年目にして SAA

委員長。はたして、私に SAA

が務まるのか不安に思われた

方もいらしたことでしょう。 

私は、関根 悟会長のもと、で

きる限りの努力をして参りまし

た。理事会に出席する事によ

り、千歳セントラルロータリークラブの歴史を学ぶことがで

きました。それぞれの個性がお互いを高め合い、絆を深

める。それこそが千歳セントラルロータリークラブだと思いま

す。四つのテスト・・・・・・そのものです。至らない所も

多々あったと思います。温かく見守って下さりありがとうご

ざいました。 

 

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今年度の親睦例会の現在までの出席率は、 

7月 ザ・テラス 87.5％ 

8月 唐々屋 90％ 

9月 グランテラス 87.8％ 

10月 丸駒例会 78.5％ 

11月 ロータリークラブ主催合同 

例会（ANA） 69％ 

12月 クリスマス例会 90.4％ 

1月 新年交礼会 88.1％ 

2月 ゆきあかり 74.4％ 
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3月 ハウベ 86％ 

4月 セントラル主催合同例会（リアン） 79％ 

という状況となっています。 

残念ながら当初の目標の出席率 100％は未だ達成出

来ていませんが、1 つ 1 つの例会を精一杯務めさせて頂

きました。会長はじめ理事の方々、及び親睦委員会の

島村さん、黒坂さん、事務局の上野さんそして、会員の

皆様方のご協力で無事任期を終える事ができ、感謝い

たします。大変ありがとうございました。 

最後に何とか最終例会で100％達成できるようにしてい

きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

以上を持ちまして親睦活動委員会の今年度の報告とさ

せて頂きます。ありがとうございました。 

 

出席、ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

今年度のニコニコ BOX の

合計金額は、目標 80 万

に対して 6/6 現在 85 万

と目標に達することが出来、

今後 100 万をめざしてい

きたいと思います。皆様沢

山の協力有難うございました。 

出席委員会としては、平均出席率 80％を目標としまし

たが、6/6 現在 74％と目標に達することが出来ません

でした。自分においても 100％にならず申し訳ありません

でした。また、無断欠席について、今年度当初何度かな

くすよう話しましたが、残念ながら前年度より多い結果と

なってしまいました。今後自分も含め無断欠席がなくなる

よう努力していきたいと思います。 

 

クラブ研修、新会員研修、細則検討委員会 委員長 彦坂 忠人 

入口副委員長と共にこの委員会を担当して参りました。 

1. 新会員研修（対象者：入会 3 年未満入会者 13 名） 

第 1回目 

2 月 14 日通常例会終了後、「我等の生業」、「奉

仕の理想」、「それでこそロータリー」、「手に手つない

で」を、月俣美子会員の歌唱指導の基、実施致しま

した。 

第 2回目 

5 月 9 日夜間例会時に、新入会員研修例会として

実施し、「当クラブの歴史」「ロータリーと歌」、「君が代

斉唱と日の丸掲揚」、「職業奉仕・職業サービス」、

「クラブリーダーシッププラン（CLP）」等について研修

致しました。 

 

2. 細則検討 

2016年 RI規定審議会において、クラブ運営に大幅な

柔軟性を認めるとした、組織規程類に変更を加える採

択がなされ、それに伴う当クラブ定款・細則の見直しにつ

いて検討し、特に、細則については定款との整合性、過

年度規定審議会見直し項目の再確認も含め見直し改

定致しました。 

 

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

まずは、委員長の皆様に

声を掛けるのが遅かった

り、心してない時にお声を

掛けてしまって戸惑いを与

えてしまったのかということ

で、各委員長の皆様には

お詫び申し上げますし、対応いただいたことに感謝してお

ります。プログラム委員会と致しましては、年間プログラム

を意識した中で各委員長の方に例会内容を早めに確

認して会員の皆様にお知らせする事を念頭にスタートし

ましたが、結局中々上手くいかず反省しております。いま

考えるとプログラム委員会の存在意義は会員の皆様に

何らかのメリットを感じていただき楽しく興味の持てる組

織である、そして例会を行う事が必須条件です。その

時々のタイムリーな話題や卓話、テーマが年間プログラム

に沿って実施されていくのが望ましいと考えております。今

回の例会は聞いて良かった、来て良かった、また眠かった

けど来て良かったなど毎回毎回その内容を判断されてい

ると思います。次年度の委員会におかれましては、2 ヶ月

前と考えていましたが、先ほど彦坂次年度委員長とお話

をしまして 3 ヶ月前には各委員長の皆様に声を掛けてい

くということになろうかと思いますので、会員の皆様にとって

魅力ある例会開催を目指して、各委員長の皆様、計

画を練り上げていただければ会員増強とクラブの活性化

につながっていくのではと思っております。どうぞ来年は宜し

くお願い致します。 

 

会報、広報委員会 委員長 山口 康弘 

私達会報、広報委員会では今年度一年間、二つの目

標を立てて活動させていただきました。一つは会の中の
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事、会報を皆さん良く見ていただいていると思いますが、

この会報を見ていただく中で自分たちの活動がどのように

なっているのか、また欠

席された方が前回例

会がどのように進められ

ているかを知っていただ

き共通理解を持ってい

ただく。そしてそこから

更に一歩踏み出せる

のではないかという事を念頭に活動させていただきました。

二つ目は自分達の活動を様々なソースを使って市内外

の私達のクラブ以外に発信をしていきながら、1 人でも多

くの同志を集う補助が出来ないかと活動させていただきま

した。そのツールとしまして、ロータリーの友を皆さんから貴

重な資料として頂戴しまして市内各所に配布させていた

だき来ている方に見ていただくという手法を今回取らせて

いただきました。今年度進んできたわけでございますが、こ

の会報という意味では一定程度の効果があったのではな

いかと思っております。実際見てみますと、来た中では読

んでいる姿も拝見していますし、内容は事務局の方に作

っていただいているのですが本当に感謝申し上げておりま

す。次年度も引き継いでいただきたいと考えております。

記事の会報の方も某所市内いくつかに配らせていただい

て読んでいただいているとは思うのですが、検証させてい

ただくと読んでいただくのはご年配の方が手に取る方が数

名いたかなと思います。何件か回って見ていたのですが、

若い方が見ている姿は偶々ですがなかなか見る機会は

ございませんでした。それを考えますと、これは一つのツー

ルとして今後も続けていくのであれば続けていただきたいと

考えておりますけれども、これだけでは私達の活動を発信

していくには少したりないのかなと反省点が出てきておりま

す。実際的にご年配の方の入会も必要ではありますが、

やはり欲しいところは若い方にも入っていただいて長い間

共に活動していただきたいという思いがあります。そういっ

た意味でいきますと現代では SNS、フェイスブックやツイッ

ター、もしくはホームページは勿論私達クラブもやっていて

来ていただくというツールなのですが、その後発信するよう

な形でフェイスブックを立ち上げて活動を見ていただく。私

達だけが共有するのは発信力が弱いと思いますので、会

社の従業員さんなどもう少し数を増やしていくような形に

充実させていくことが今後必要ではないかと思いました。

そういった意味でターゲットを年配の方も含め、若い人も

もう少しシフトさせてボリュームを持たせる事も今後課題

として次の方につなげていきたいと考えております。最後に

なりますが、私達決して撮影班ではございません。私も

抜けている間、小松委員、望月委員に本当に写真撮

影の代打をやっていただき、また佐藤委員につきましては

陰で一生懸命応援してくれていたと思います。なかなか

来られない部分、笹谷さんにおかれましては、一度も嫌

な顔をせず導いてくれまして感謝しております。何とか皆

さんの力で今年一年全う出来そうでございます。まだ例

会はございますが、最後まで頑張って参りますのでどうぞ

宜しくお願い申し上げます。 

 

雑誌委員会 委員長 古木 克紀 

本年度雑誌委員会は羽芝副委員長と 2 名で 1 年間

担当させて頂きました。 

委員会活動としては、3

月の担当例会において、

キリンビール北海道千歳

工場 名川工場長の卓

話例会を実施致しまし

た。また名川様が 3月末

にてキリンビール社をご勇

退されると言うことで、例

会終了後、親睦を図りま

した。以上が委員会活

動報告でありますが、本来の雑誌委員会はロータリーの

友の購読とその有効活用の促進を勧めて行くと言う、今

年度の取り組みでしたが、残念ながら、会員の皆様に発

刊のたびに配布するだけに留まりました。 

又、ロータリー雑誌への投稿・寄稿の促進も実行に至ら

ず申し訳なく思っております。 

雑誌委員長としての役割は事前に友を購読し会員の

皆様に世界や日本におけるロータリーの状況や活動・投

稿記事等例会にて発表してから配布するのが雑誌委員

会としての役割でした。 

6月の友におめでたい記事が有りましたので紹介いたしま

す。 

「宇部 RC：吉村先輩 90 歳、100％出席継続で在

籍 50年の祝う会を盛大に行う」 

最後にいつかまた雑誌委員会を担当した際は、今年度

出来なかったことを、実行する事を約束し、ほとんど反省

の弁でしたが、以上で報告とさせていただきます。 

 

会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委

員長 野口 三恵子（代読：会長 関根 悟） 

近年、当クラブは若いメンバーが増えここ数年会員増強

が順調に増強出来ている状況であり会員増強・維持委

員会としましては、目標を 45 名５名の増強と維持率

100％を目ざして活動して参りました。増強に関しまして

は、４名の増強、内女性会員２名の純増を達成出来

ましたがわずかに目標達成に及びませんでした。維持率

に関しましても１名の退会者が出てしまい維持率９

７％と目標達成に及びませんせしたが、RI 会長の受賞
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項目は、達成出来ました。会員数 43 名（内女性会員７

名）会員維持率 97％（１名退会）。来年に繋がる増強

維持の活動が出来たと思います。 

 

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

広く地域に喜ばれているか？

一部の人に対する奉仕活動

になっていないかなど考えなが

ら四つのテストに有る様に「み

んなのためになるかどうか」を軸

に駅前清掃、セーフティコール、

エコキャップ・リングプルなど広く

社会に奉仕して来ました。こ

のような活動が出来たのも、

会員の皆様のご協力無しで

は出来なかった活動です。また 15 日には千歳市社会

福祉協議会に今集まっているエコキャップ・リングプルを持

参し千歳セントラルロータリークラブからとして毎年の行事

として寄付させていただきます。本当に皆さんご協力のほ

どありがとうございました。 

 

国際奉仕、空港募金箱委員会 委員長 土居 栄治 

多賀委員と清水委員

と 3 人で行ってきまし

た。国際奉仕委員会

につきましては、今年 

1 月 24 日担当例会

では、地区の国際奉

仕委員長 谷口正樹

氏に映像を交えて卓話していただきました。皆さんにはわ

かりやすくされたのではないかと思います。空港募金箱委

員会では、2011 年に設置し今年で 6 年目です。年に

6 回、空港に回収に行き、例会終了後皆さんにお手伝

いいただきながら選別作業を実施いたしました。今回日

本円につきましては、先月 30 日、関根会長が言ったよ

うに千歳市奨学基金へ 20万円寄贈させていただきまし

た。外貨募金については、次回 20 日の例会に北海道

ユニセフ協会 に寄贈したいと思います。一年間有難うご

ざいました。 

 

青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 高塚信和 

私も入会してから一番長くこの委員会に携わっているの

ではと思います。昔はありませんでしたが今は準備例会

から始めて本例会という形で都合 25 回ぐらいの定例会

に参加しました。いろいろな意見を言いながら精査し、あ

るいはいろいろな報告を聞いて判断し新しいアイデアも出

しながらやってきました。今年度については、9月に初めて

スポーツ交流という事で、武道館でバドミントンを行いま

した。お陰様でケガを

することなく無事終えま

した。今年はアジア太

平洋地域のローターア

クトの会議もグアム島

で開催されました。千

歳ローターアクトクラブ

から 3 名出席し国際的な活動もしています。青少年に

関しましても長沼 RC が行っている国際交流フェスティバ

ルに私も今回行ってびっくりしましたが長沼じゅうの保育

園、幼稚園、小中学生、高校生全部集めて 350 名ぐ

らいいましたか。凄い人の数だと思ってびっくりしました。そ

れだけの数を集められたのはたいしたものだと思いますし、

それぞれの国からお見えになった方と交流が出来たという

事でガバナーも来て格調高い挨拶をしていたように思い

ます。青少年の活動につきましては、今年度地区青少

年委員である恵庭 RC の西村委員長からの話もあり、

明年ハワイ州と北海道が友好の絆を深める催し物「北

海道 150 年祭」があります。私も誘われましたが、5 月

に西村君と千歳 RC の今野副幹事がハワイの 3 つのロ

ータリークラブと掛け合い、中学生ぐらいの野球大会をや

ったり絆を深めます。いずれハワイから 3つのロータリークラ

ブが賛同してこの第 7 グループを中心に千歳、恵庭だけ

でなく 7 グループ全部でやったらどうかという運動も展開さ

れます。ただ一番懸念しているのはローターアクトクラブの

人数はいるのですが、実際に活動できる人が非常に少

ないです。今年吉岡会長ははじめ 3 名の方が卒業しま

す。村山くんが会長ということですが 10 月には第 2500

地区と第 2510地区、全道のローターアクトの大会が千

歳市で開催される予定になっています。当番クラブとして

千歳ローターアクトクラブが仕切っていかなければなりませ

ん。あるいは明年 5月 20日を予定していますが千歳ロ

ーターアクトも 30周年を迎えます。行事が立て込んでい

る中で、私共が残らないと難しいという事もありましたが、

恵庭RCのパスト会長水野さんが出て下さるという事で、

我々も協力しながらなんとか成功させていかなければな

らないという事で行動しています。ご承知おきいただきた

いと思います。ローターアクトも大変な時期を迎えていま

す。千歳科学技術大学、航空学園など生徒を入れる

事もこれからやっていかなければ難しいのではと思います。

ただ学生を入れるとお金がかかります。行動力がある彼ら

を利用しながらいろいろな方法はないか知恵を出しなが

らローターアクトを助けていかなければならないと思ってお

ります。たまたまですが今日は最終例会が午後 7 時から

行われます。7 名の方が参加してくれます。是非そういう

認識を深めていただいて青少年奉仕あるいはローターア

クトの活動にそれぞれの立場で応援していただければと

思います。 
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米山記念奨学委員会 委員長 齊藤 博司 

坂井副委員長と 2 名体制

でやっておりました。 

本年度、千歳セントラルロ

ータリークラブでの当委員会

担当例会は 1 回ありました。

その他地区関係では 2 回

のプログラムがありました。 

1. 2016 年 10 月 2 日：地区大学においての青少

年・学友・RYLA プログラムに参加 

2. 2016年 10月 11日：当クラブにて米山奨学生の

レイ・インシ氏（中国出身・北海道文教大学在籍、

ホストクラブ：恵庭ロータリークラブ）の卓話「中国と

私の故郷」 

3. 2016 年 11 月 6 日：地区米山学友会・懇親会

に参加 

以上、計 3回の行事を実施いたしました。 

 

 

 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 20日（火）、通常例会「今年度の活

動報告②各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行

委員会、地区委員」です。担当は理事会。開会点鐘

12時 30分。定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

6 
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

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 

第 20 回理事会 PM1:30 事務局 

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

7 
月 

■会員増強セミナー（地区）■ガバナー公式訪問 

4 日 

2017-18年度 第 1回例会 
通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の活動方針」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 笹谷俊尚)] 
※各理事から活動方針 

9 日 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー(札幌) 

11 日 

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(進行担当/幹事 笹谷俊尚)] 
※各担当委員会の活動の確認・打合せ(テーブルミー
ティング)を実施、その後各担当委員長から抱負を発
表 

18 日 
親睦夜間例会 「ザ・テラス] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

25 日 

会長、幹事、会長エレクト懇談会 午前 10 時 

理事懇談会 午前 11 時 

通常例会「ガバナー公式訪問」 [担当/SAA(委員長 
大下和志)]  

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「市民盆踊り大会出店事業」支援 

1 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/各委員会の活動詳細」 
[担当/理事会(進行担当/会計 髙木昌人)] 
※例会終了後、新会員研修会 

8 日 
通常例会「未定」 
[担当/会員増強･維持委員会(委員長 山口康弘)] 

15 日 休会（定款第 8 条第 1 節:お盆休み） 

18 日 
親睦夜間例会 「千歳市民盆踊り大会] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  

22 日 例会日を千歳市民盆踊り大会に振替 

29 日 通常例会「未定」 [担当/理事会] 

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 

5 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/社会奉仕委員会(担当/委員長 武田伸也)] 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕･ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

19 日 
親睦夜間例会 「未定] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


