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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

重原 祐治 様 北海道ユニセフ協会 相談役 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは。以前お

話させて頂きましたが、ペッ

ツにて空港募金は、考えて

実行された素晴らしい事

業だと言われました。他の

クラブではまねをしても出来

なかったようです。システムを作り上げた先輩に敬意を示

すとともに、北海道空港㈱の支援がある事を忘れてはい

けません。募金の使い道がずれない様に、クラブとして道

筋をきちんと示さなければいけないと感じています。本日

の例会宜しくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 2016-2017 年度 RI2510 地区国際奉仕・VTT

事業現地視察報告書が届きました。回覧しますので

ご覧ください。 

 恵庭ロータリークラブ 2017-2018 年度役員交代の

挨拶状が届いております。 

会 長  横手 義信 

会長エレクト  木村 公幸 

副 会 長  竹田 一則 

副 会 長  村本 満男 

幹 事  弘中司嘉子 

会 計  川口 了久 

 

 各委員会連絡・報告   

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

先週 6月 15日、エコキャ

ップとリングプルを贈呈して

参りました。数量はキャップ

が 45.3 ㎏、リングプルが

39.1 ㎏。7 年間累計で

はキャップ 521 ㎏、リング

プル 62 ㎏というふうになっています。皆様ご存知のように

リングプルは 120 ㎏を目安に杖や歩行器、車いすは

510 ㎏で贈呈されるそうです。キャップは残念ながら車い

すなどの物品にはならず 1600 個、40 ㎏を目安にワク

チンが 10 本作られるそうです。今まで私共のクラブで先

輩方が積み重ねたキャップの量ですと、100本分が贈呈

されているそうです。これからも引き続き皆様のご協力の

もとキャップとリングプルの収集を宜しくお願いします。 

 

 空港募金箱 浄財贈呈   

進行：幹事 菅原 百合子 

それではこれより贈呈式を始めたいと思います。関根会

長より北海道ユニセフ協会の重原様へ外貨を贈呈いた

します。 

── 北海道ユニセフ協会より感謝状をいただきました。 

 

例会出席状況（2017 年 6 月 20 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 28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  1名 

2 出席者数総計  29名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 6 月 13 日） 

確定出席率（MU 含む） 65.12 ％ 
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 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 石川 貴美子 

北海道ユニセフ協会 重原祐治様にニコニコをいただき

ました。皆様有難うございました(^^)/ 

北海道ユニセフ協会 重原様、関根 悟会員、四方信

次会員、菅原百合子会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

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」 

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。まずは私から

発表したいと思います。 

 

幹事（クラブ管理運営委員会担当理事） 菅原 百合子 

この 1 年間、クラブ管

理運営委員会という

事では、月 1 回の理

事会に SAA の月俣

委員長と親睦の大下

委員長にも出席して

頂いたおかげで毎回の

例会、月 1 回の親睦例会がスムーズに行えたのではな

いかと思います。そして出席・ニコニコ箱委員会岩室委

員長、クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会彦坂

委員長共に、メンバーの方々と上手く例会が流れるよう

な運営を行っていただけたのではないかと思っております。

幹事としては、会長の補佐として、桜プロジェクト、友好

クラブ締結 20 周年記念、アカ族古着支援 等千歳市

の 6 団体合同事業と長泉ロータリークラブとの友好親睦

20 年の歴史、そして 2510 地区第 7 グループの合同

事業と今年度はたくさんの人達の関わりの中過ごさせて

頂いた事、とてもうれしく思っています。 

幹事にならなかったらできない経験をさせて頂きました。 

この 1 年間、メンバーの皆様の御協力で幹事を務める

事ができました事に心から感謝を申し上げ報告とさせて

頂きます。1年間ありがとうございました。 

 

副幹事（クラブ広報委員会担当理事） 笹谷 俊尚 

関根会長と武田副

会長、菅原幹事のも

と、副幹事として一年

間いろいろと勉強しな

ければと緊張感を持

ちつつスタートしており

ましたが、結果的にた

いしたことは出来なく、菅原幹事の補佐役としても、何も

できなかったように思っています。ですが、理事会に参加

したことによりクラブの運営については、僅かではあります

が認識を深める事が出来たように感じます。今年度は、

会長幹事のアイデアと行動力を身近に拝見させていただ

きました。 

次年度、四方会長年度が一年間の例会・事業・活動

をいかにして、スムーズに行なえるかの配慮に心掛けたい

と思います。 

最後になりますが、『会報・広報委員会』山口委員長、

『雑誌委員会』古木委員長、『情報通信委員会』武田

委員長をはじめとするクラブ広報委員会の皆さん、一年

間お疲れ様でした。 

 

直前会長（奉仕プロジェクト委員会担当理事） 尾本 眞二 

今年一年間、奉仕プ

ロジェクト委員会の担

当なのですが、私会長

が終わりほっとしまして

社会奉仕、職業奉

仕、国際奉仕、青少

年奉仕の各委員長さ

ん、本当にたいしたことも出来なく、皆様に迷惑を掛けた

のではないかと思います。ただ一年間、勉強になった部

分もありました。簡単ではございますが一年間本当にお

世話になりました。ありがとうございました。 

 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

関根会長年度が終わりに近づいていますが、この一年い

ろいろな事がありまし

た。大変お疲れ様でご

ざいます。会長、幹事

にとっても非常に経験

深い 1 年になったので

はないかと思います。ど

うぞ会長になった後もし

っかり次の会長さんをフォローするような恰好で是非よろ

しくお願いします。友好 20 周年記念事業を成功させる

べく昨年（平成 28 年）7 月 12 日～15 日の間、事前

本日のニコニコ BOX 合計額 4,000円 

今年度 累計額 862,398円 
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調整として長泉ロータリークラブを訪問しました。（関根会

長、菅原幹事、高塚さん、羽芝さん、井上さん、松坂会員の 6 名） 

調整会議の中で友好 20周年をどのように考えるかの話

しの中、20 周年を機会に未来に向けさらに友好関係を

続けるため、若い会員、新しい会員を中心に、20 周年

の歩みと千歳と長泉の関係をより深く知って頂き、懇親

を深める集いにすることが決定されました。 

本年（平成 29年）5月 20日合同例会、21日小樽一

泊の懇親旅行を実施しました。 

会員皆さまのご協力により当初の目的を達成することが

できました。感謝申し上げます。 

来年度の話ですが、8 月に井上さんが長泉を訪問する

計画があるそうなので、有志で行ってみてはどうかという話

も出ていますので、スケジュール等決まりましたらご案内さ

せていただきます。来年も友好クラブ委員会をやりますの

で宜しくお願い致します。 

 

RI第 2510地区 奨学金委員会 委員長  

ロータリー財団委員会 委員、学友委員会 委員、危機管理委員会 委員 

齊藤 博司 

2016-2017 年度地区財団奨学金委員会の報告で

す。16年 7月 16 日地区奨学生選考、審査を行いま

した。結果として地区

文化研修候補者（派

遣期間 6 ヶ月）として 2

名（アメリカ 1 名、ドイツ 1

名）、グローバル奨学

金候補者（派遣期間 1

学年）1 名（オーストリア）

を決定しました。その後この年度は 13 回の事業及び会

議などを実施いたしました。その他地区内の企業、専門

学校、大学及び政府機関などへの啓もうを兼ねての説

明会を数回行いました。 

大きなオリエンテーションを本来 2,3 回行っていますが、 

推薦ロータリークラブ、本人、財団委員会関係者、学友

委員会関係者、ガバナーを交えた開催ですが、これが一

切できませんでした。 

グローバル補助金候補者と地区補助金候補者を区別

してオリエンテーションを数回開催しておりましたが、地区

文化研修生 2 名に対しては 1 名が東京在住のため、

なかなかこちらへの招聘を図ることが出来ませんでした。 

 

副会長（会員増強・維持委員会担当理事） 武田 伸也 

※代読：幹事 菅原百合子 

下半期は、殆どの例会に出席できずに会長、幹事をは

じめ理事会メンバーの方々に迷惑を掛けてしまいました。

申し訳なく思います。 

今年度当初、関根会長から副会長として 2 つの指示を

受けました。 

1 つは、「千歳川桜プロジェクト」の推進と実施です。千

歳市が街づくりの一環として企画したプロジェクトですが、

実は数年前に高塚パスト会長、また松坂パスト会長が

中心となり、ほぼ今回のプロジェクトと同じ内容の事業を

千歳市に提案したことがあります。その際は残念ながら

実現には至らなかったのですが、今回は千歳市長の肝い

り事業として発表されました。 

そこで、かつての経緯もあり、地域への奉仕事業として関

根会長が千歳市への支援を決断しました。そして、会員

皆さんの協力の下、千歳市では初の試みとなったロータ

リー、ライオンズ、ソロプチミスト、青年会議所、市内6団

体の合同事業として事業は成功を収め、6 団体の親睦

にも至る結果を得ることができました。 

2 つ目は、RI会長賞の 10年連続受賞です。 

RI 会長賞は、クラブとロータリーの発展を促すことを目的

として、受賞資格となる指定された全項目を、2016 年

7月 1日～2017年 6月 30日の間に達成したクラブ

に与えられます。6 月 20 日現在、千歳セントラルロータ

リークラブは全ての項目をクリアできました。あとは今年度

が終了する 6 月 30 日まで不測の事態を発生させるこ

となく、次年度の地区大会での表彰式を待つのみとなり

ます。 

以上、関根会長から当初与えられた 2 つの課題の報告

となりますが、これらは理事会メンバー、そして会員の皆さ

んの協力をなくして成し得ないものです。感謝いたします。 

さて、今年度は、若い理事会メンバーが、奉仕・親睦、

クラブの発展のために邁進した 1 年間でした。特に、昨

年 12 月からは個人的には理事会、例会に欠席ばかり

で、何とも出来の悪い副会長に終始してしまい、下半期

は若い理事会メンバーだけの頑張りでした。 

今年度が間もなく終わりを迎え、次年度に無事に引き

継ぐことが出来るのは、若く経験の浅い理事会を温かく

サポートしてくれた会員の皆さんのお陰だと確信していま

す。この場をお借りし、出来の悪い副会長に終始してし

まった私から皆さんに、心から感謝いたします。ありがとう

ございました。 

 

 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 27日（火）、親睦夜間例会「2016-

2017 年度最終例会」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。 
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 NEWS ＆ TOPICS  

ロータリーの翼４０周年 ２地区関係者 

国際ロータリー第 2520 地区（岩手、宮城）と第 5750

地区（米国オクラホマ）の友好40周年記念植樹式は21

日、花巻市松園町

の花巻東高校で行

われた。関係者がハ

ナミズキの苗木を植

えて絆を確かめた。 

 植樹は両地区によ

る短期青少年交換

「ロータリーの翼」交流事業の 40 周年を記念し、同事

業で米国から高校生８人と引率者２人が 18 日に来

日したのに合わせて実施。生徒の派遣、受け入れで同

事業に協力している同校が植樹地に選ばれた。 

 日本がワシントンＤＣに贈ったサクラの返礼として米国

から贈られたのがハナミズキで、同日は両地区代表者や

訪問団員がグラウンドのそばに苗木１本を植え、両地

区の友好の発展を祈念した。 

 元国際ロータリー理事の菅野多利雄さんは「今後も両

地区の交流を盛り上げていきたい。このプログラムを継続

してほしい」と期待。訪問団リーダーのアーサー・ボーディさ

んは「このプログラムを続けてきたことに意味がある。互い

の文化を知り、経験できたのは皆さんのおかげ」と感謝を

表した。 

 

アイガモ 「米も大きく」 豊岡総合高生ら 18 羽放す 

／兵庫 

県立豊岡総合高校（豊岡市加広町）のインターアクトクラ

ブ（IAC）の生徒らが5月 26日、豊岡市下宮の田んぼ

で、アイガモの幼鳥 18 羽を放した。アイガモは害虫など

を食べるほか、そのフンが肥やしになるという。 

毎年、ここでできた米は東日本大震災の被災地・宮城

県の高校などに贈っており、昨年からは熊本地震の発生

を受け熊本県の仮設住宅にも贈っている。 

 

 

 SCHEDULE  

6 
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

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:祝日に準じる/お盆） 

22 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)] 

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） 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■
世界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手
続き 

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 [担当/理事会] 

※次年度理事 立候補・推薦の手続き 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 田口廣)] 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフ・観光ツアー（案） 


