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 WELCOME  
今村 静雄 様 千歳 RC 会⻑ 
藤本 敏廣 様 千歳 RC 副会⻑ 
酒井   宏 様 千歳 RC 幹事 
平蔵 歳吉 様 RI 第 2620 地区 珠洲 RC  
川本 信勝 様 RI 第 2620 地区 珠洲 RC  
仲山 未来 様 千歳 RAC 会⻑ 
滝澤 祐子 様 千歳 RAC 幹事 
 
 会⻑あいさつ  会⻑ 羽生 有三 
皆さん、こんばんは！ 
いよいよ2011-2012年度の第1回例会を迎えることにな
りました。 
本日はスポンサークラブ
であります千歳ロータリ
ークラブの今村会⻑、
藤本副会⻑、酒井幹
事の御三方、そして千
歳ローターアクトクラブの
仲山会⻑、滝澤幹事、
そして遠路はるばる⽯川県珠洲ロータリークラブの川本さん、
平蔵さん、お忙しい中、例会にご出席頂きまして、まことに
ありがとうございます。 
私が、今から 1 年半ほど前に、次々年度の会⻑職を引き
受けた時は、まだまだたっぷりと月日があると思っていました
が、光陰矢の如し、「あっ」という間に今日のこの日を迎える
ことになりました。 
⼈⼀倍拘束されるのが嫌いな私が、この歳になり会⻑をさ
せて頂くのは、これからの私の⼈生経験にとって大変有意
義なことであると最近になって思うようになりました。 
正直に⾔いますと、当初は会⻑職を仕方がないから承諾し
ようなんて思うこともありました。しかし今では、私を会⻑に
推薦してくれました当時の推薦委員会の皆さん、そして会
員の皆さんに感謝の気持ちで⼀杯です。 
ボランティア活動とは、他⼈の為にしても、結局は自分の為
になるのだという私個⼈的な理念の基、会員の皆さんの意 
⾒に素直に⽿を傾け、楽しいクラブ運営をしていきたいと思 

 
っております。 
幸いにも、今年度の理事、各委員会の委員⻑は、⼒不足
の私を全面的にバックアップしてくれると⾔ってくれています。 
どうか会員の皆さん、今日から私の任期の 361 日間、ご支 
援とご協⼒を切にお願い申し上げます。 
それでは、千歳セントラルロータリークラブ会員の皆さん！全
員参加型で、会員⼀⼈⼀⼈が責任を持ち、皆が平等で
楽しいクラブ運営を実践しましょう！ 
 
 ビジターあいさつ  
千歳ロータリークラブ 会⻑ 今村 靜男 様 
皆さま、こんばんは。 
7 月より千歳ロータリークラブ第 44 代の会⻑となりました今
村靜男です。 
只今、⽻生会⻑もおっ
しゃったように、約 1 年
半前にこの会⻑職を引
き受けることとなりました。
⽻生会⻑と若⼲違うこ
とは、私の場合はクリス
マス例会の時に隣にいた副委員⻑になんとか引き受けて欲
しいと⾔われ、考えるのに 1 週間も余裕がありませんでした。
会⻑職というのは、幹事、副会⻑経験者がなるものと思っ
ていたものですから、まさか自分にまわってくるとは夢にも思っ
ていませんでした。 
「出来ることはやってみます」ということで、この⼀年間勉強さ
せて頂きました。 
正直なところ、いよいよ来たというのが正直な心境です。 
千歳セントラルロータリークラブの例会に出席させて頂き、7

例会出席状況 （2011 年 7 月 5 日） 
会員数 32 名 
会員出席者数 22 名 
欠席者数（内：無断欠席）  10（6）名 
出席率（前回例会）  68.75（79.41）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  7 名 
出席者数総計  29 名 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ   会⻑ ⽻生有三 / 副会⻑ 柏田欣也 / 幹事 須藤 丈 / 会報編集 武田伸也 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4 ホテルグランテラス千歳内  TEL･FAX.0123-26-5788  membership-office@ccrc.jp   http://www.ccrc.jp  
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日に私共の例会がございますが、その予⾏演習をさせて頂
いております。 
とにもかくにも既に出発したわけですから、なんとか港に戻っ
て来られますように、メンバーのお⼒、千歳セントラルロータリ
ークラブ、ロータリアンの皆さまのお⼒をお借りしながら 1 年
間頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 
  
千歳ローターアクトクラブ 会⻑ 仲山 未来 様 
皆さん、こんばんは。 
千歳ローターアクトクラブ会⻑の仲山未来です。 
本日は今年度の役員紹介とお願いがございまして出席さ
せて頂きました。 

今年度は、副会⻑を
⻄村英晃、幹事を滝
澤祐子、会計を吉岡
毅、そして私仲山が会
⻑を務めさせて頂きま
す。 
何とか千歳ローターア

クトクラブを盛り上げていこうと思っておりますので、これから
も皆様にご指導とご支援を頂けますよう宜しくお願い致しま
す。 
さて、アクトクラブ恒例の活動となっていますが、8 月 19 日
に⾏われる千歳市⺠納涼盆踊り大会に、今年度も模擬
店を出店させて頂きます。 
そこで、皆様にお願いがあります。毎年たくさんのチケットをご
購入頂きまして、本当に感謝しておりますが、今年も宜しく
お願い致します。 
7月19日の千歳セントラルロータリークラブと私共アクトクラ
ブの合同例会「ザ・テラス」にて、チケットを販売させて頂く予
定です。当日は懐にチケット代を予算してお出で頂けると
嬉しく思います。どうか宜しくお願いします。 
最後はお願いごとになってしまいましたが、今年度も何卒宜
しくお願い致します。本日は貴重なお時間を頂きまして、あ
りがとうございました。 
 
RI2610 地区 珠洲ロータリークラブ 平蔵 歳吉 様 
千歳セントラルロータリークラブの皆さん、ビジターの皆さん、
こんばんは。⽯川県の珠洲ロータリークラブの平蔵と申しま
す。こちらのクラブへのメーキャップは 4〜5 回になるかと思い
ます。 
今日は⽻生さん、今村さんが会⻑に、そしてアクトクラブの
会⻑には可愛らしい仲山さんがなられたということで、お祝
いを申し上げます。 
特に今日は、兼ねてから縁があります⽻生さんが会⻑にな
ったということで、大手を振って「北海道に⾏ってきます」と⾔
って出てきました。 

お三⼈には頑張って欲しいと思っています。 
前回 10 月に来た時に宿
題がありました。能登に是
非来て頂きたいということで、
10 月 7〜9 日の日程で、
お⼀⼈様 20 万円ですべ
ての経費を込みにして来て
頂けるようにしたいと思いま
す。皆さんに、是非お出でください。是非に実現しますように
⽻生会⻑、頑張ってください！ 
 
 幹事報告  幹事 須藤 丈 
� 本日お越しの千歳ロー

タリークラブの他、北広
島ロータリークラブ、千
歳ライオンズクラブ、千
歳中央ライオンズクラブ
より新役員就任のご挨
拶状が届いています。 

� 第 2510 地区 2010-2011 年度佐々木正丞ガバナ
ー事務所閉鎖のお知らせがきています。 

� 千歳市交通安全運動推進委員会より機関紙「ゆっくり
走ろう 北海道」が届いています。回覧しますのでご覧く
ださい。 

� 千歳国際交流協会より「国際交流応援情報誌エール」
が届いています。こちらも回覧致します。 

� 皆さんのレターボックスに上半期会費納入のお願いを投
函させて頂きました。期日までの納入を宜しくお願い致
します。 

 
 ニコニコ BOX  ニコニコ箱委員会 委員⻑ 福田 哲明 
今年 1 年間、ニコニコボックスを担当させて頂きます。宜しく
お願い致します。 
最初に、千歳ロータリークラブの今村会⻑、藤本副会⻑、
酒井幹事より投函を頂きましたことを、ご報告申し上げます。
ありがとうございました。 
 
入口博美会員：全道商工会議所のゴルフコンペで準優
勝しました。(^^)v 
加藤晶啓会員：⽻生会⻑、今年1年間とても楽しみにし
ています。(^^)/ 
彦坂忠人会員：雨の中、千歳高校同窓会のゴルフコンペ
で準優勝してしまいました。(^^)v 
高塚信和会員：⽻生年度をお祝いしてニコニコ。 
川本信勝 様(珠洲 RC)：⽻生さん、体に気を付けて頑
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張ってください。 
平蔵歳吉 様(珠洲 RC)：⽻生さん、あんまり飲み過ぎな
いように！ 
羽生有三会員：⼀年間会⻑を頑張らせて頂きます。 

 
 
 

 
 本日のプログラム  
クラブ協議会「各理事指針・活動計画」 
担当 幹事 須藤 丈 
本日と次回の例会は、今年度の活動計画発表となってお
ります。理事と各委員⻑の方々に発表して頂きます。 
 
会⻑ 羽生 有三 
会⻑の最初の仕事として、今週日曜日に小樽で会員増
強セミナーに出席してきました。 
セミナーで気が付いたことは、高塚パスト会⻑がお話しして
いたように各会員が努⼒し時間をかけて増強することが⼀
番早道ではないかということです。 
今年度のRI のテーマは「こころの中を⾒つめよう 博愛を広
げるために」ですが、私も好きな⾔葉です。 
「心の中を⾒つめよう」とは各自がもう⼀度自分の心を⾒つ
めようということではないかと思います。 
「博愛を広げるために」とは幅広い⼈に愛を注げるという意
味だと思いますが、皆同じ夢や希望を分かち合うことと書い
てありました。 
まさしく、このテーマは東日本大震災に遭った日本の国⺠に
とって、今現在困っている方を忘れてはいけないと戒めるよ
うな⾔葉ではないかと思います。 
私のボランティアの考え方は、ボランティア活動は成熟され
ればされるほど、他⼈の為に活動はしているのですが、最後
は自分の為にしているのではないかと思います。 
ですから、身内に奉仕してもボランティアとは⾔わないと思い
ます。それは⼈間の社会では当たり前のことだからです。 
結局ボランティア活動とは博愛の精神をもって幅広く他⼈に
活動するものであると思います。 
まだまだ⾔い尽くせないことはありますが、これからの会⻑挨
拶の中で話していきたいと思います。今後とも宜しくお願い
致します。 
 
副会⻑ 柏田 欣也 
今回、ご指名により副会⻑を受けることになりました。 
2011 年から 2012 年にかけての 1 年間、微⼒ではありま
すが、⽻生会⻑を補佐し千歳セントラルロータリークラブの
ために頑張っていく所存でありますので、会員の皆様のご協
⼒をよろしくお願いします。 

さて、副会⻑が担当となっていますクラブ管理運営委員会
の活動計画については、次回例会において、SAA,ニコニコ
ボックス、親睦、出席の各委員⻑から発表がありますので、
私からは、おおまかに各委員会について話します。 
まず、ニコニコボックスで
すがこれまで各年度で
目標⾦額に達成してい
ると聞いています。です
から今年度も会員の皆
さんの寄付をお願い致し
ます。 
そして、会員及び家族が交流を深め楽しく有意義な時間
を共有できる親睦夜間例会への参加をお願いしたいと思い
ます。 
通常例会はロータリー活動の重要な位置付けであることを
認識して頂き、出席率の向上を図ると共に、例会欠席者
のフォロー及び⻑期欠席者に対する電話や訪問などによる
例会出席の奨励を⾏い、会員相互の絆がより強くなること
を目指し、楽しく、そして会員の皆さんが「千歳セントラルロ
ータリークラブに入会して良かった」と思われるクラブ運営に
努めていきたいと思います。 
そのためには、会員の皆さん⼀⼈⼀⼈が例会等には積極
的に出席、参加されることが結果に大きく左右されると考え
られますので、ご理解とご協⼒を宜しくお願い致します。 
 
会⻑エレクト 彦坂 忠人 
今年度、⽻生会⻑の方針の中に⽰されている様に、全員
参加によるクラブ運営をどう構築していくか。そのための組織、
事業のあり方、そして大きな課題である会員規模、確保対
策等々、その方向性を年次に亘って整理をしなければなら
ないと考えます。 

そうしたことを踏まえ、私
は今年度⻑期計画・企
画業務を担当することか
ら、この１年間、⽻生会
⻑の下、地区協議会が
推進する「クラブ・リーダ
ーシップ・プラン(C.L.P)」

を意識し、当クラブ独自の極めて身近なミニプラン計画を検
討致したいと思います。 
概要としては、⽻生会⻑方針にあるように･･･ 
 
1. 組織、特に理事会及び委員会の構成と機能について 
2. 事業のあり方（価値観の再確認）について 
3. 最大の事業と⾔われる、「市⺠協働事業」の対応につ

いて 
4. 会員の規模と年次的確保対策について 

本日のニコニコ BOX 合計額 43,000 円 
今年度 累計額 43,000 円 
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5. 全員参加のためのクラブ運営について 
 
こうした項目を中心にして、形にとらわれず、純粋な方策を
皆さんと相談して整理して参りたいと思います。ご指導の程
宜しくお願い申し上げます。 
 
副幹事 佐々木 俊英 
副幹事としては、須藤幹事の補佐役として代⾏などしてい
かなければならないと思っております。しかしながら、皆さんご
存知のように須藤幹事は大変積極的にロータリー活動に
取り組んでおられますので、補佐されるのは私の方ではない
かと思っております。 

私はロータリー財団委
員会を担当します。 
ロータリー財団の役割
(義務)とは社会奉仕、
国際奉仕におけるプ
ログラムに参加すると
ともに寄付を通じてロ

ータリー財団を支援することとなっています。 
また、寄付の基⾦について説明をすると、ポリオプラス基⾦と
はポリオ撲滅のための基⾦です。年次プログラム基⾦とは、
毎年⼀⼈ 100 ドルを寄付しているかと思いますが、RI 財
団のプログラムを⾏うための基⾦です。 
もう⼀つ恒久基⾦があります。これは、大⼝寄付を対象と
した基⾦です。元⾦には手をつけないで収益だけをプログラ
ムに使うという基⾦です。 
寄付については、⾦額の大小に関わらず最低限の⾏為を
しなくてはならないと思います。皆さんのご理解とご協⼒をお
願い致します。 
来年 5 月頃からは彦坂会⻑エレクトと共に忙しくなるので
はないかと思います。そのためにも、幹事に頼らず、自ら関
わりあって認識をして頑張っていきたいと思います。宜しくお
願い致します。 
 
直前会⻑ 坂井 治 
会⻑はじめ、副会⻑、会⻑エレクト、皆さんに会員増強に
ついてお話し頂いたので、増強についてはお話しすることは
ないかと思いますが、現 32 名の会員が、２⼈で 1 ⼈を会
員増強すると 15 ⼈に
なります。実効性のあ
るプランを基に会員増
強について取り組んで
いきたいと思います。 
職業分類も担当です。
まだ未充填分類があり
ますので、これらも考慮しながら会員増強に努めていきたい

と思います。 
 
国際奉仕委員会 委員⻑ 田口 廣 
地区国際奉仕委員会
で例年実施されている、
海外事業検証ツアーの
現状を担当例会で、報
告予定です。 
最近では、タイ、インドネ
シアが奉仕対象国のメ
インとなっていますが、エジプト、アフリカ、モンゴルなどでも事
業を検証しようという話が出ております。来年 2 月に海外
事業検証ツアーを実施する予定です。 
地区の国際奉仕活動として⾏っておりますが、本来ならば
クラブの中で、国際奉仕について考えていかなければならな
いと思っています。担当例会は1回だけとなっておりますので、
その節は当クラブで参加している事業を、しっかりとレポート
し報告したいと思います。  
 
 
 
 ちょっと一言  

今年度の SAA(会場
監督)は、入会 1 年目
の中村通夫会員です。
本来はベテラン会員が
務めるポジションですが、
大抜擢の選任です。終
始緊張気味の中村会

員でしたが、例会準備・運営を無事に務め、合格！ 
1 年間、頑張ってください！(^^)v 
 
 
 NEWS & TOPICS  
国際ロータリー第 2510 地区 
2011－2012 年度 
ガバナー 熊澤 隆樹（小樽 RC）    

 
 
「地区目標」 
I. ロータリーの活動を担う新しい会員を増やすこと 
II. クラブは（全会員参加型の）新しい奉仕活動を年

度内に⼀つ⾏うこと 
III. まわりの⼈にロータリーを巧みに語り伝えること 
 
今度、思いがけなくもクラブの推薦があり⼾惑いがありました
が、ガバナーという大役をお引受けすることになりました。 
小樽ＲＣは日本で⼗番目に創⽴され78年の歴史を持ち、
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これまで５⼈のガバナーを輩出してきました。 
私より適任者が多くある中、私に順番がまわってきたのは他
の方の多くが諸般の事情で受けるに受けられなかったので
はないかと思っております。とは⾔え、責任の重大さはひしひ
しと感じております。 
今年１月 16 日から 22 日までのサンディエゴの国際協議
会では、ガバナーの役目は全地区すべての会員に奉仕す
る心構えを持ちなさいと指導を受けてまいりました。このこと
をしっかりと心に留めてこの１年間、地区での唯⼀のＲＩ
の役員として役目を果たしてまいりたいと思っておりますので
宜しくご協⼒お願い申し上げます。 
特に今年は３月 11 日の大震災のあった後であり、すでに
様々な対策がとられてきておりますが、これからのロータリー
の奉仕活動に多くの影響が及ぶと思っております。感傷的
にならず明るい展望を持ちながら平常的な運営をし、息の
⻑い支援活動を⾏ってまいりたいと心しておりますので、宜
しくご理解をお願い致します。既に当地区には大震災救援
奉仕プロジェクト委員会（阪崎委員⻑）が３月末にスタ
ートしており、本年度も同じメンバーで活動することが決まっ
ております。 
私にとっての最大の課題は、地区会員の減少に⻭⽌めを
かけることと思っております。これまで⾏ってきた研修もこのこ
とを念頭に置きながらやってきました。これまでの歴代のガバ
ナーの方々も何度か純増１名を掲げて会員増強を⾏って
きましたが、これを３名の純増をと研修の場でお話してまい
りました。⼈間は高いハードルがある方が努⼒するように出
来ているようです。先日のニューオーリンズ世界大会ではバ
ネルジーＲＩ会⻑は、不可能とはちょっと厳しい困難である
と話されておりました。困難への皆様の挑戦を期待しており
ます。 
また、この世界大会の分科会では「クラブの革新性と柔軟
性」というテーマで討論会が開かれておりました。そこでは、
同じことを続ければ同じ結果しか得られないこと、そして⻑
年の伝統に終⽌符を打ち、構造変化をもたらし、さらに魅
⼒あるクラブとなるために変化を取り入れるために何をすれ
ば良いか、クラブで話し合いがされなければならないでしょう
ということでした。 
クラブの組織の変化の必要性が問われ、佐々木前ガバナ
ーがＣＬＰを強く取り上げられてきた理由もお分かり戴ける
のではないでしょうか？ ７月３日の地区会員増強セミナ
ーでは大いに話し合いがもたれることを楽しみにしておりま
す。 
最後にこの⼀年間、地区ガバナー補佐の方々、各地区委
員会の方々の強⼒な支援のもと、各クラブ会⻑・幹事の皆
様とガバナー通信等を通じて緊密な関係を築き上げてまい
りたいと思っております。これから発信される情報が「ロータリ
ーの友」と共に皆様へのロータリーの奉仕活動の⼒となってく

れることを願っております。 
 
 
 
魅⼒ある千歳セントラルロータリークラブへ 
国内の殆どのクラブの会費には食費が含まれています。 
仮に例会を欠席したとしても食費を返してくれるクラブは殆
どありませんが、不思議なことに、これに⽂句を⾔う会員は
殆どいないようです。 
従って、クラブの会計にとっては、例会に欠席することと、ビ
ジターの来訪は大いに歓迎ということになります。 
外国では会費の中に食費は含まれておらず、食事代⾦は
その都度キャッシュで支払うか、食券を購入するのが普通で
す。 
レストランやホテルで⾏う例会では、幾つかのメニューが⽤意
されていて、自由に選ぶこともできますし、食事抜きで例会
に参加することも可能です。国内でもこのような食事の形
式にするRCが増えてきています。 
 
クラブ予算の脆弱化を唱えるRCが増加する中、予算支出
の適正化は当然の方向です。 
私たち千歳セントラルロータリークラブも中⻑期プロジェクト
の活性化に伴う事業費の確保、また会員の減少傾向が
続き大幅な会員増員が⾒込まれない今、クラブの運営予
算についての⾒直しが迫られています。 
永続的に実施する周年事業及び友好クラブ事業、そして
⼀般予算の⼀部にも、限りある大切な預貯⾦を繰り入れ
クラブの運営予算は成り⽴っているのが実情です。 
先進的な RC として評価を頂く私たち千歳セントラルロータ
リークラブだからこそ、C.L.P に伴う事業の中⻑期的な計
画・実施と同様に、クラブ予算についても中⻑期的な展望
の中で、先⾏して運営予算の適正化に取り組むべきなの
かも知れません。 
 
千歳ロータリークラブでは、今年度から会報印刷費の⾒直
し、例会費削減の実施(食事はレストラン使⽤等)、その他
削減項目の協議を始めています。 
また、⻑泉ロータリークラブも経費の⾒直しとして、今年度
から100万＄の食事を月２回にしています。 
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⻑泉ロータリークラブ  今年度の理事及び役員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2011-2012 年度 地区大会の案内 

 

 SCHDULE  

 

会⻑理事 水⼝ 公基 
副会⻑理事 杉山 好⽂ 
直前会⻑理事 伊藤 雅之 
幹事理事 井⼝ 昭宏 
会計理事 吉田 雅昭 
奉仕プロジェクト理事 渡邉 富夫 
副幹事役員 杉山 史和 
※敬称省略 

ガバナー 熊澤隆樹 
大会実⾏委員⻑ 髙田義⼈ 
ホストクラブ 小樽 RC 会⻑ ⾦久保兵⼠郎 
 
2011〜2012 年度の地区大会は、以下の日程で開催
いたします。今回は、「こころの中を⾒つめよう 博愛を広げ
るために」という国際ロータリーのテーマのもと藤原正彦氏を
お招きしております。多くのロータリアンおよびご家族のご参
加をお待ち申し上げております。 
 
9 月 18 日（日） 記念囲碁大会… 日本棋院北海道本

部 
10 月 14 日（⾦） 記念ゴルフ大会… 小樽カントリー倶楽

部新コース 
10 月 15 日（土） 大会第１日… グランドパーク小樽 

会⻑・幹事会 
地区指導者育成セミナー 
ＲＩ会⻑代理ご夫妻歓迎晩餐会 

10 月 16 日（日） 大会第２日… 小樽市⺠会館 
本会議 
記念講演（藤原正彦氏） 
記念懇親会… グランドパーク小樽 
スパウス・プログラム 

 
ご登録に関しては、各クラブに登録申込関係書類を送付
いたしますので、クラブ単位で申込ください。 
申込期限は 2011 年８月 15 日（月）とさせていただき
ます。 
 
「登録料」 
会員 14,000 円 ご家族 10,000 円 新世代 5,000 円 
RI 会⻑代理歓迎晩餐会 10,000 円 
記念ゴルフ大会 5,000 円 
記念囲碁大会 5,000 円 

７
月 

☆新年度のスタートです。宜しくお願いします！ 

12 日 

通常例会「各実⾏委員会・各担当委員会 年
度計画の発表」 
※発表者 ⽻芝エコプロジェクト委員⻑、高塚ふ
れあい農園委員⻑(空港募⾦・友好クラブ)、
佐々木俊哉緑化保全推進委員⻑、田⼝ WCS
プロジェクト委員⻑(国際奉仕)、中村 SAA、福
田ニコニコ箱委員⻑(新世代・ローターアクト)、井
上親睦活動委員⻑、尾本出席委員⻑、坂井
会員増強･維持委員⻑、加藤晶啓社会奉仕･
地域活動委員⻑、鈴木職業奉仕委員⻑  [担
当/須藤幹事] 

19 日 ★親睦夜間例会｢ザ・テラス 〜梅尾道議を囲ん
で〜｣ [担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

26 日 移動例会「ふれあい農園」  
[担当/ふれあい農園実⾏委員会(高塚員⻑)] 

８ 
月 

☆8 月は、会員増強及び拡大月間です。 

2 日 
★通常夜間例会「クラブ協議/会員増強と拡大」 
[担当/会員増強･維持委員会(坂井委員⻑)、
須藤幹事] 

9 日 通常例会「未定」[担当/ロータリー情報委員会
(⽩木委員⻑)] 

16 日 ★移動親睦夜間例会「レストランインター」 [担
当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

23 日 移動例会｢ふれあい農園・収穫祭｣ [担当/ふれ
あい農園実⾏委員会(高塚委員⻑)] 

30 日 休月末会 

９ 
月 

☆9 月は、新世代のための月間です。 

6 日 
★通常夜間例会「クラブ協議/未定」 
[担当/新世代・ローターアクト委員会(福田委員
⻑)、須藤幹事] 

13 日 移動例会｢ふれあい農園｣ [担当/ふれあい農園
実⾏委員会(高塚委員⻑)] 

20 日 ★親睦夜間例会｢未定｣ [担当/親睦活動委
員会(井上委員⻑)] 

27 日 

移動例会｢支笏湖周辺・復興の森づくり｣＆親睦
野外バーベキュー会 [担当/緑化保全推進実⾏
委員会(佐々木俊哉委員⻑)、親睦活動委員
会(井上委員⻑)] 

10 
月 

☆10 月は、職業奉仕月間・米山月間です。 

4 日 ★通常夜間例会「クラブ協議/未定」 [担当/職
業奉仕委員会(鈴木委員⻑)、須藤幹事] 

11 日 移動例会｢ふれあい農園｣ [担当/ふれあい農園
実⾏委員会(高塚委員⻑)] 

15-16 日 RI2510 地区 地区大会（小樽） 

18 日 ★移動親睦夜間例会「エアポートホテル アネック
ス」 [担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

25 日 

通常例会「ガバナー公式訪問」 
10:00 会⻑･会⻑エレクト･幹事懇談会 
11:00 理事会 
12:00 会員集合 12:30 開会点鍾 


