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千歳セントラルロータリークラブ 

2015-2016 年度 年間プログラム 
 

月 例会日 通算 回 例会・行事・その他 担 当 

7 

7日 1156 1 

通常夜間例会 「クラブ協議会 /各理事の活動計画」 
 

清水清光(副会長)、四方信次(会計)、関根悟(会長エレクト)、菅原百合子(副
幹事)、白木松敏(直前会長)、今井章夫(創立 25 周年実行委員長)、齊藤博司
(幹事) 

※RI第 2510地区委員の紹介・抱負 
坂井治(第 7 グループガバナー補佐)、田口廣(国際奉仕委員会副委員長)、関根
悟(奨学金委員会委員)、四方信次(ローターアクト委員会委員)、齊藤博司(奨学
金委員会委員長、ロータリー財団委員会委員、危機管理委員会委員) 

理事会（齊藤幹事） 

12日 ─ ─ RI第 2510地区 会員増強セミナー（岩見沢市）  

14日 1157 2 

通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の活動計画」 
① クラブ運営委員会（SAA、出席・ニコニコ、クラブ研修・新会員研修、親睦活
動） 

② クラブ広報（プログラム、会報・広報、雑誌、情報通信） 
③ 会員増強・維持（会員増強・維持、会員選考、職業分類）  
④ 奉仕プロジェクト（社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕・募金箱、青少年奉仕・ロー
ターアクト） 

⑤ ロータリー財団（ロータリー財団、米山奨学会、友好クラブ） 
※ 各常任委員会単位で各担当委員会の活動概要の確認・打合せ（テーブルミ
ーティング）、その後各担当理事から所感発表 

理事会（齊藤幹事） 

21日 1158 3 
親睦夜間例会  「ザ・テラス 」 

※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

親睦活動委員会（武田委員長、小松副委員長、本村

副委員長） 

28日 

─ ─ 会長、幹事、会長エレクト懇談会 午前 10時 
齊藤幹事 

─ ─ 理事会 午前 11時 

1159 4 
通常例会「ガバナー公式訪問」 
※会員は正午 12時までに例会場集合、ガバナー入場を歓迎 
※100％出席例会を目指します ご協力お願いします 

SAA 委員会（岩下委員長、佐々木俊英副委員長、彦

坂忠人副会長） 

■会員増強セミナー（地区） ■ガバナー公式訪問 
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4日 1160 5 
通常夜間例会 「クラブ協議会/”千年希望の丘植樹祭”事

業の報告、その他」 
理事会（齊藤幹事） 

11日 1161 6 

通常例会「卓話 ワインのはなし ～千歳にワインが出来るまで

～ /講師 北海道中央葡萄酒㈱ 代表取締役 三澤計史

様（千歳ワイナリー）」 

会員増強委員会（高木委員長、今井副委員長） 

18日 1162 7 移動親睦夜間例会  「納涼例会 in 牛すけ」 親睦活動委員会（武田委員長） 

20日 ─ ─ 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 理事、青少年奉仕・ローターアクト委員会 

25日 1163 8 通常例会「ロータリー誌について」  雑誌委員会（高塚委員長） 

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「市民盆踊り出店事業」支援 
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1日 ─ ─ 休会（法定休日に準じる:千歳神社祭り） ─ 

8日 1164 9 通常例会「クラブ協議会/会員の事業紹介」 理事会（菅原副幹事） 

15日 1165 10 親睦夜間例会  「太田憲之道議を囲んで」 親睦活動委員会（本村副委員長） 

22日 ─ ─ 休会（法定休日:国民の休日 ） ─ 

24日 ─ ─ 秋の全国交通安全運動「セーフティコール」  

29日 1166 11 
通常例会「卓話 本物を伝えたい ～本場カナダのメープルシロ

ップ/講師 GAGNON㈱ 代表取締役 ギャニオン マーク様」 
出席･ニコニコ委員会（野口委員長、本村副委員長） 

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 
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3-4日 ─ ─ RI第 2510地区 地区大会（岩見沢市）  

6日 1167 12 通常夜間例会 「クラブ協議会/会員の事業紹介」 理事会（関根会長エレクト） 

13日 1168 13 通常例会「米山記念奨学事業について」 米山奨学会委員会（土居委員長） 

20日 1169 14 
移動親睦夜間例会  

「POLIO Plus in THE BELLCLSSIC Lien」 
親睦活動委員会（武田委員長） 

24日 ─ ─ 世界ポリオデー  



- 2 - 

27日 1170 15 移動例会「清掃奉仕活動（JR千歳駅周辺）  」 
社会奉仕委員会（井上委員長、松坂副委員長、福島

副委員長） 

経済と地域社会の発展月間、米山月間  ■地区大会（地区）■支笏湖復興の森づくり「森の育て親活動」 ■次年

度理事立候補手続き 
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3日 ─ ─ 休会（法定休日:文化の日 ） ─ 

10日 1171 16 
通常例会「クラブ協議会/創立 25周年記念例会の実施計

画」 
創立 25 周年記念実行委員会（今井実行委員長） 

15日 1172 17 創立 25周年記念例会 創立 25周年記念実行委員会 

17日 ─ ─ 15日に例会日変更 ─ 

24日 1173 18 通常例会「地区財団委員会について」 ロータリー財団委員会（多賀委員長） 

ロータリー財団月間  ■世界インターアクト週間  ■創立記念日（創立 1990.11.19）■次年度理事指名委員会選出 

■国際ソロプチミスト千歳 チャリティパーティー 

12 

1日 1174 19 通常夜間例会 「クラブ協議会 /年次総会（36分例会）」 理事会（齊藤幹事） 

8日 1175 20 通常例会「創立 25周年記念例会を終えて」 
会報・広報委員会（岩室委員長、成田副委員長、大

下副委員長） 

15日 1176 21 

親睦夜間例会  「クリスマス家族会 」 

※会員家族出席例会 

※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

親睦活動委員会（武田委員長、小松副委員長、本村

副委員長） 

22日 1177 22 
通常例会「卓話/寿司の話 講師/㈲鮨処北の華 代表取締

役 林 直司様」 
会員増強委員会（高木委員長、今井副委員長） 

29日 ─ ─ 休会（定款第 6条第 1節） ─ 

疾病予防と治療月間  ■クリスマス家族会   ■次年度理事指名・任命 
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5日 1178 23 親睦夜間例会  「新年交礼会 」 親睦活動委員会（武田委員長） 

12日 1179 24 通常例会「体操教室」 理事会（齊藤幹事） 

19日 1180 25 
通常夜間例会 「卓話/新生 札幌競馬場の楽しみ方 講

師/日本中央競馬会 札幌競馬場 場長 植田克己 様」 

会報・広報委員会（岩室委員長、成田副委員長、大

下副委員長） 

26日 1181 26 通常例会「会員卓話 職業奉仕とは」 職業奉仕委員会（羽生委員長、入口副委員長） 

職業奉仕月間  ■新年交礼会  ■上半期会計報告  ■千歳市新年交礼会（会長、幹事、会長エレクト、副幹事） ■千

歳 RC新年交礼会 ■千歳 LC新年交礼会  ■千歳 JC新年交礼会 
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2日 

1182 27 
通常夜間例会 「卓話/通学合宿 信濃 2丁目町内会青

少年部 副部長 川口昌己 様」 
四方会計 

─ ─ 新会員研修 例会終了後 
新会員研修委員会（大久保委員長、田口副委員

長） 

9日 1183 28 
通常例会「国際奉仕支援事業 10年の軌跡 RI第 2510

地区 国際奉仕副委員長 田口 廣」 

国際奉仕委員会（古木委員長、佐々木俊哉副委員

長、笹谷副委員長） 

16日 1184 29 
移動親睦夜間例会  「雪見酒  in 旬の和洋ダイニング 

ゆきあかり」 
親睦活動委員会（本村副委員長） 

23日 1185 30 通常例会「新会員合宿セミナーの報告/ロータリー創立の日」 
SAA委員会（岩下委員長、佐々木俊英副委員長、彦

坂忠人副会長） 

平和と紛争予防/紛争解決月間  ■ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日  ■雪見酒 
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1日 1186 31 
通常夜間例会 「卓話/地域の新聞 千歳民報社 代表 

大澤雅松 様」 
白木直前会長 

5-6日 ─ ─ 
RI第 2510地区 会長エレクト研修セミナー 

（ホテルオークラ札幌） 
関根会長エレクト 

6日 ─ ─ 
RI第 2510地区 財団・米山・地区補助金管理セミナー 

（ホテルオークラ札幌） 

関根会長エレクト、菅原副幹事、ロータリー財団

委員会担当理事 

8日 1187 32 通常例会「IM 実施要領について」 坂井ガバナー補佐 

15日 1188 33 親睦夜間例会  「三味線の夕べ」 親睦活動委員会（本村副委員長） 

22日 1189 34 通常例会「新会員研修を受講して」 
新会員研修委員会（大久保委員長、田口副委員

長） 

29日 ─ ─ 休会（定款第 6条第 1節） ─ 

水と衛生月間  ■世界ローターアクトの日  ■世界ローターアクト週間  ■会長エレクト研修セミナー（地区）■地区

財団補助金管理セミナー（会長エレクト、副幹事） 

4 2日 ─ ─ IM (Intercity Meeting) 登録受付 13:30～ 開会 14:00 IM実行委員会 
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5日 1190 35 
通常夜間例会 「卓話/千歳在住台湾人、アクト生活を語

る！ 講師/千歳ローターアクトクラブ 会長 汪 可怩」 

青少年奉仕・ローターアクト委員会（四方信次委員

長、彦坂副委員長、岩室副委員長） 

10日 ─ ─ 2016-17年度 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 次年度理事 

11日 ─ ─ 春の交通安全運動「セーフティコール」  

12日 1191 36 
通常例会「卓話/介護の話 ～2025年問題～ 講師/ゆうし

んかん 責任者 今井 涼 様」 
会員増強委員会（高木委員長、今井副委員長） 

19日 1192 37 親睦夜間例会  「新会員歓迎・観桜会 」 親睦活動委員会（本村副委員長） 

26日 1193 38 移動例会「清掃奉仕活動（JR千歳駅周辺）  」 
社会奉仕委員会（井上委員長、松坂副委員長、福島

副委員長） 

母子の健康月間  ■地区協議会（地区）  ■清掃奉仕活動  ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

5 

3日 ─ ─ 休会（法定休日:みどりの日振替休日 ） ─ 

10日 1194 39 通常例会「クラブ協議会 /次年度方針」 関根会長エレクト 

14日 ─ ─ 第 24回長沼国際交流フェスティバル  

17日 1195 40 
移動親睦夜間例会  「新緑の候   in キリンビアレストラ

ン ハウベ」 
親睦活動委員会（本村副委員長） 

24日 1196 41 

通常例会「卓話/マイナス金利時代の資産の守り方 講師/野

村證券㈱札幌支店 ファイナンシャル･アドバイザー課 課長 

安保 威 様」 

友好クラブ委員会（羽芝委員長、手島副委員長） 

28-29 日 ─ ─ 
宮城県岩沼市「第 4回千年希望の丘植樹祭 2016」(5/28) 
参加事業 

社会奉仕委員会（井上委員長、松坂副委員長、福
島副委員長） 

29 日～ ─ ─ 国際大会（韓国・ソウル 5/29～6/1）  

31日 ─ ─ 休会（定款第 6条第 1節） ─ 

青少年奉仕月間  ■長泉 RC友好クラブ締結記念日（1997.5.13） ■長沼国際交流フェスティバル 
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7日 1197 42 通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」 次年度理事会（菅原次年度幹事） 

14日 1198 43 

通常例会「今年度の活動報告① 【担当委員会】」 
 

井上委員長(社会奉仕)、羽生委員長(職業奉仕)、古木委員長(国際奉仕･
募金箱)、四方委員長(新世代奉仕･ローターアクト)、多賀委員長(ロータリー
財団)、土居委員長(米山記念奨学)、羽芝委員長(友好クラブ)、岩下委員
長(SAA)、野口委員長(出席･ニコニコ)、大久保委員長(クラブ研修、新会員
研修)、武田委員長(親睦活動)、岩室委員長(会報･広報)、高塚委員長(雑
誌)、高木委員長(会員増強･維持･会員選考･職業分類) 

菅原副幹事 

21日 1199 44 

通常例会「今年度の活動報告② 【各理事、IM 実行委員
長】」 
 
 菅原副幹事 

28日 1200 45 
親睦夜間例会  「2015-2016年度 最終例会」 

※会員家族出席例会 

親睦活動委員会（武田委員長、小松副委員長、本

村副委員長） 

ロータリー親睦活動月間  ■RI国際大会  ■現新地区委員長･ガバナー補佐合同引継ぎ会議（地区） 

 

  

 

尾本会長、清水副会長(会員増強･維持担当理事) 、齊藤幹事(奉仕プロジ
ェクト担当理事)、四方会計(クラブ管理･運営担当理事)、関根会長エレクト、
白木直前会長(ロータリー財団担当理事)、今井創立 25 周年実行委員長、
田口 IM実行委員長、菅原副幹事(クラブ広報担当理事) 


