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 会⻑あいさつ  会⻑ 武田 伸也 
皆さん、こんばんは。休
会、移動例会が 2 週続
き、3 週ぶりで定例会場
での例会です。演壇で
の挨拶も久々です。 
さて、先々週は 13 日の
お盆、そして先週は二
⼗日盆が例会日でした。そして来週の例会は、千歳神
社の例⼤祭の 3 日が例会日となります。 
「そういった日は休会に出来ないのか」というご意⾒を賜り
ます。 
実は定款にこう記されています。「例会日が法定休日に
当たる場合、または本クラブ会⻑が死亡した場合、または
全地域社会にわたって流⾏病もしくは災害が発⽣した場
合、理事会は例会を取りやめることができる。本クラブの
理事会は、本項に明記されていない理由であっても、その
裁量で、1 ロータリー年度に 4 回まで例会を取りやめるこ
とができる。」 
特別な理由がない以外、法定休日以外に 4 回だけ休
会にできるわけです。ただ、今年度はやたら例会日に祭
事、月末日が重なっているわけです。それを全て休会にす
ると 10 回位になってしまいます。 
今年度の例会プログラムを作る時に、慎重に理事会の準
備会で協議した結果が、既にお配りした年間プログラムで
す。ちなみに、クリスマスイブと⼤晦日は休会です。（笑） 
そんな中、お盆のちょっと前に日本ロータリーからこんな
FAXが届きました。要約すると「お盆、⼤晦日、お正月三
が日については準じて休会にしても構わない」との内容、
手遅れです。 
次年度は、これらを踏まえて例会日の設定をされたらと思
います。今年度は手遅れでした。 
今日の例会は、会員増強・維持委員会が担当です。 
私も地区の会員増強セミナーに何度か出席していますが、
増強にこれだという妙案はありません。会員個々のモチベ
ーションが肝心であると思います。 

 
7 月以降に 1 名、そして今日は 2 人目の新会員を迎え
しました。 
会員増強の井上委員⻑、⾼塚副委員⻑の先導で、目
標の 40 名を達成できますよう、皆さんの協⼒と合わせて
よろしくお願いしたいと思います。 
 
  幹事報告    幹事 尾本 眞二 

 秋の全国交通安全運動「セーフティコール」のご案内 
○ 日時：9 月 24 日(火) 14:30〜15:30 

※ 通常例会日となっています。 
○ 集合場所：千歳市⺠⽂化センター駐⾞場 
○ 啓発場所：道道早来千歳線 

※ 雨天時は中止となります。 
※ クラブジャンパー着用の上、ご参加を宜しくお願

いします。 
 ⽶⼭梅吉記念館より館報 22 号が届いています。回
覧していますので、ご
覧下さい。 

 陸上⾃衛隊第七師
団より⽅⾯隊戦⾞射
撃協議会のご案内 
○ 期日：10 月 7

例会出席状況（2013 年 8 月 27 日） 
会員数 33 名 
会員出席者数 24 名 
欠席者数（内：無断欠席）  9（0）名 
出席率 75.76 ％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  24 名 

前回例会 確定出席率（2013 年 8 月 20 日） 
確定出席率（MU 含む） 71.88 ％ 

9 月 入会月の会員 
清水 清光 会員 2007 年 9 月 18 日 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ 武田伸也 / 副会⻑ 井上英幸 / 幹事 尾本眞二 / 会報委員会 委員⻑ 福島 ⼒ 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 
Mail.membership-office@ccrc.jp  HP.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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日（月）または 10 日（木） 
○ 受付：午前 11:40〜 

希望する研修によって時間帯が決まっています。日
程は事務局にてご確認ください。 

○ 申込み締切：9 月 18 日（水） 
 
 各委員会報告・連絡    
社会奉仕委員会 副委員⻑ 土居 栄治 

社会奉仕委員会からの
お願いです。本年もエコ
キャップを回収しますので、
9 月いっぱいまでに事務
局まで届けていただきた
いと思います。宜しくお願
いいたします。 

 
SAA 委員会 副委員⻑ 入口 博美 
委員会とは関係ありませんが私からご連絡があります。前
に尾本幹事からも来年、
⼤相撲が千歳で開催さ
れるのではというお話があ
りました。⼤相撲協会が
来年千歳で夏場所巡
業を⾏いたいという⽅向
性で動いています。これ
が実現するためには、道内で 3 か所の開催場所を⾒つけ
なければ北海道での巡業はないそうです。恐らく巡業部
⻑が各地⽅を回って来年の夏場所 3 か所を決める予定
になっていると思いますが、その前に巡業部の佐の⼭親⽅
（元⼤関 千代⼤海）と千田川親⽅（元小結 闘牙）
のお二⽅が 9 日に千歳市⻑に開催の際にはお願いしま
すという表敬ご挨拶をされます。翌日 9 月 10 日の例会
で会員の皆さんにご挨拶をしたいということですので、私の
⽅でお受けしております。10 日の例会には歓迎の意味も
込め皆さんこぞってご出席戴きたいと思います。宜しくお願
いします。 
 
 ニコニコ BOX    
進⾏：出席・ニコニコ箱委員会 副委員⻑ 菅原 百合子 

入口博美 会員：先日
20 日に市⺠盆踊り⼤会
を期に無事に千歳夏まつ
りを終了する事が出来ま
した。会員の皆さんにも
会場に来て盛り上げてい
ただきありがとうございまし

た。副実⾏委員⻑として皆さんの踊りを⾒ていました。例
会には出席出来ず申し訳ありませんでした。 

武田伸也 会員：成田さん、入会おめでとうございます。 

 
 入会式   
新会員紹介 井上 英幸 会員  
新会員は㈱札幌トヨペット千歳店の店⻑です。 
関係ない話ですが、昨年、私はトヨペットでハリアーを1台
購入しました。購入と同時に廃盤になりました。人気⾞
種が無くなったので新しい⾞は出ないかを聞いたところ、今
年の 11 月に新型ハリアーが出るそうです。新型ハリアーと
同時に入会が決まった新しい店⻑をご紹介させていただ
きます。 
札幌トヨペットさんはこれまでずっと歴代の店⻑に入会して
いただいています。改めて会社の説明をする必要はないと
思いますが、きっと活躍してくれると思います。宜しくお願い
いたします。 
 
 ロータリーバッジ授与   

 
 新会員あいさつ   
成田 宏明 会員  
札幌トヨペットの成田と申します。この度、伝統ある千歳
セントラルロータリークラブに入会させていただき⼤変光栄

本日のニコニコ BOX 合計額 4,000 円
今年度 累計額 103,000 円
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に思っています。先日は歓迎会もしていただき⼤変感謝
しています。本当にありがとうございました。私は 7 月から
千歳に来て地域のことも含めて、まだわからないことが数
多くあります。皆様⽅にご迷惑をお掛けすると思いますが
先輩⽅のご指導宜しくお願いいたします。本日はありがと
うございました。 
 
──尾本幹事 
ありがとうございました。所属委員会は出席・ニコニコ箱委
員会です。これで入会式を終了します。 
 
 8 月誕生日    
入口 博美 会員（昭和 26.8.15 ⽣） 
62 歳になりました。63 歳目指して頑張ります(^_^)v 

 
 本日のプログラム  
通常例会「会員増強」 
担当/会員増強・維持委員会 委員⻑ 井上 英幸 
今月は皆さんご存知のようにロータリーの会員増強月間
です。 
私は今日の夕⽅から町内会のブロックの会議で仕切らな
ければならないという役割があります。その中でも会員増
強の担当の委員⻑です。町内会でも会員が減っておりま
して、会員を増強しようという動きがあります。私の前身で
ある⻘年会議所も卒業時は60名位の会員がいましたが、
いまや現役は 19 名と聞いております。どこの団体も会員
がいなくなっていると思います。そろそろ本腰で会員増強を
しなければいけないという時期に来ているのではないかと
思います。 
町内会の会員増強について少しお話しさせて頂きます。
新聞等でご存知だと思いますが、市内の街灯、町内会の
防犯灯が LED に変わります。この資⾦は防衛庁からでる
再⽣交付⾦が主でありまして 9 割が防衛庁から、残りの
1 割は町内会で負担してくださいという⾏政の決断でこう
なりました。隣のまちはどうなっているかというと恵庭市は
100％⾏政負担です。町内会連合会の中でも問題に

なりまして、他市町村が 100％⾏政負担なのに何故千
歳市だけは 1 割負担なのかということです。防衛再⽣交
付⾦を使うので1割負担というのが義務付けられています。
町内会の会館改修や備品も全額は出ません。必ず 1 割
は負担しなさい、その代わり 9 割は補填しますというのが
防衛庁の助成⾦の特徴です。その費用を使って千歳市
は LED に変更するということです。そこでおかしいと思うの
が、私の町内会では⾏政に登録されている世帯数は
470 世帯あります。その中で町内会の会員に加盟してい
る世帯は 280 世帯ぐらいです。任意団体ですから
100％加盟はしておりません。およそ 200 世帯ぐらいの⽅
は町内会に入っていません。良く考えて下さい。LED の街
灯は、町内会の会員に入っていようが入っていなかろうが
その下を通り恩恵を被るわけです。一部の人間がその負
担をしていることにならないかという不平不満が町内会か
ら届いてきました。それを打開するために出来るだけ町内
会の会員を増やそうというのが市町連の会⻑の発案です。
そもそも論が違うと私は思います。町内会に流れている下
水道、電線等の工事を町内会が負担したことはありませ
ん。基本的に⾏政負担です。インフラの一部を町内会が
1 割負担するという資⾦の出所や市⻑の決断もいかがな
ものかと思っています。町内会が会員を増やすという目的
が本末転倒になっていると思います。 
必ず会員を増やすという事に対して目的が明確でなけれ
ばならないと思います。このロータリークラブの中で会員を
増強するというのは当たり前のように謳われていますが、何
のために会員を増強するかをもう一度考えてほしいと思い
ます。我々の⾏動にロータリーの目的というのがありますが
明確になっています。この目的を達成するために、またこの
目的を広めるために会員拡⼤は必要ではないかと私は思
います。ところが、ロータリーの友8月号に寂しいというか残
念な記事が載っています。仲間を増やすというテーマで出
ていますが、会員が足りないから増やせというようなことが
書いてあります。田中作次さんが命名したのか「SAKUJI
⼤作戦」といいまして、2013 年 6 月までに 10 万人に増
やすなどと書いてあります。残念ながら何のために増やすの
かということが明確になっていないものですから、実際問題
目的が達成されておりません。私も⼗数年ロータリーをや
っていますから、毎年 8 月に会員増強で担当委員⻑が
誰かいませんか、情報をくださいというようなことを過去にや
ってきました。それはそれで目的が構築されていれば良いと
思いますが、今一度、私たちのクラブが会員増強をする
目的を明確にしておきたいと思います。 
今、我々のクラブは会員数 33 名です。全国平均が 39
名、全道平均が 36 名ぐらいのクラブが多いという記事が
ありました。このようなご時世だからこそ我々がやらないと
町のことも良くなりません。市⻑がこの町のビジョンについて
語ったことはありません。前回市議会議員の選挙も無風
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で終わったのはトップがビジョンを出さないからもめる事もな
いし政争も起きないし、市会議員に⽴候補するものもい
ないのではと思います。過激な発言で申し訳ありませんが、
町に夢がないと何も波風が起きないし何も起きないと思
います。私は私達のクラブから千歳を活性化するためにそ
ういったビジョンをもっと訴えて⾏きたいと思います。⾼塚副
委員⻑をはじめとしてチャーターメンバーの⽅もたくさんいら
っしゃいますが、皆さん一⽣懸命 30 年近くクラブが脈々と
活動してこられた、そして幸いな事に RI 会⻑賞も 5 年連
続でいただきました。非常に良い活動をしているというお
褒めの言葉も内外からいただきました。しっかりロータリアン
として活動している我がクラブの仲間をもっと増やそう、そし
てこういう思いを伝えていく機会をもっと増やそうということ
で、もっと会員を増やしたいという事に目的を設けたいと思
います。 
今 33 名の会員がいます。お⾦の話をして申し訳ありませ
んが、私が幹事の時に損益分岐点の話をさせていただき
ました。今の会費の中で、損益分岐点はきっと割れている
のだと思います。クラブでもっとこんなことをやりたい、例えば
これから武田会⻑が中心になって宮城県にいく事業を組
み⽴てる中で、事業の費用がないということも含みますと、
現在入会⾦をとっていませんから、お⾦が貯まっていく素
地がありません。ですから、会員を増やしてその中で事業
を組み⽴てていこうとするならば40人はいないと事業はな
かなか出来ていかないと思います。こういった機会にもう一
度、せっかくいい企画をして活動しているクラブですから、
私達も活動の機会を増やしてもっと広めていければこの街
もきっとよくなりいい人材も増えていくと思います。40 名位
を目標に⼤々的にキャンペーンを打ってみてはどうかと考え
ています。会員増強の中の一環の中にあるのですが、退
会者を出さないというのも⼤事な視点かと思います。⾃然
に亡くなっていくのは仕⽅がありませんが、そうではない退
会者をなるべく出さない工夫をしなければならないと思い
ます。 
会員をどうやって増やそうかという事に対してロータリーの友
に⾯白い記事がありましたので紹介したいと思います。こ
れはジャマイカのロータリークラブですが、退会した⽅を再
度招いて同窓会例会を⾏ったという記事が載っていました。
私達のクラブは 38 名でスタートして多い時は 54 名の会
員がいました。お亡くなりになった⽅はあまりいないので、
退会された⽅をもう一度呼び戻すために同窓会例会を
開いてみてはどうかと思います。⼥性など若い⽅を勧誘す
るために、専門のヤングロータリーリーダー委員会を作って、
会員候補者に入会を促す試みをするなどが掲載されてい
ました。いろいろなアイデアを駆使しながら、まずは、我々
のクラブを知って頂いて目的は我々のクラブの活動を広め
ていくことですから、それが⼤事だと思います。 
羽芝会員から⾯白い情報をいただきましたのでご紹介し

ます。羽芝会員の事業所ではプロパンガスのお客様を増
やすためにアプローチをかけています。私のマンションの所も
羽芝会員のところに変えました。⾃宅も変えてほしいとア
プローチを受けています。その時に確約書を作ってくるので
印鑑を押して欲しいと言われました。これはいアイデアだな
と思いました。よく勧誘すると今年は駄目ですが、来年考
えますという話をよく聞くと思います。確約書なるものを作
って、一年後、二年後に入会しますというのをいただいて
プッシュするのも押しの一手になるかもしれませんが、そう
いう活動もアイデアとしてあってもいいのではないかと思いま
す。口頭で勧誘してもだいたい逃げられてしまいます。私
が命名しますが、羽芝燃料店⽅式として入会の紙を作っ
て入会の確約をもらいにいく。そういったものを貯めておけ
ばいずれきっと入会してくれるでしょう。口約束ではなく、印
鑑は契約のようなものですから、半年後、一年後には間
違いなく会員が増えるのではないかと思いました。羽芝会
員は緻密にやっているなと思いながらアイデアをいただきま
した。非常に皆さんいろいろな⽅⾯で努⼒をされて声を掛
けていただいていると思います。私も一人声を掛けていま
す。JC 時代は⻭医者さんだったのですが、いま⻭医者さ
んを辞められて両親を看病されている⽅です。望月⻭科
の先⽣です。彼⼥に話をしたところ、昼間は難しいが夜は
時間があると言っていました。⻭医者は辞めても医師会に
は登録しているそうです。来春に向けて入会をプッシュして
います。先ほどの話ではありませんが、1 月になったら入会
してほしいと印鑑をもらいに⾏こうと思っています。そういっ
たことを地道に続けながら損益分岐点は 40 名です。あと
8 名程足りません。今年中に 8 名増やすのは難しいと思

います。2 年、あるいは 3 年計画でしっかり計画を⽴てて 
進めていくことの⽅が確実性、現実性があると思います。
是非この例会で私が投げ掛けたことを心に留めておいて
いただいて、正式に理事会やクラブ協議会でお話しする
機会があるかと思いますが、しっかり計画性をもって目標
値である 40 名にしようということを到達していければと思
います。今日は前段として目的の共有制を持たせていた
だいた事、いろいろな手法がある中でそれを駆使しながら
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会員増強の必要性を分かっていただく場とさせていただき
たいと思います。 
 
会員増強・維持委員会 副委員⻑ 高塚 信和 

ロータリーの友 8 月号に会員増強については載っています
から、読んで字の如く、会員増強はしていかなければなら
ないということがお分かりだと思います。今年度の会⻑の
目標にも会員数 40 名というのが書いてありますが、具体
的にどのような事をしていくかをわかっていないと、先ほど話
していましたが、今年8名入会するのかあるいは段階的に
どうやるのかという具体性に欠けていると先に進めません。
当クラブでは 50 歳以下で活動している⽅が 8 名程いらっ
しゃいます。 第 2510 地区の出席率を⾒ると当クラブの
出席率はワースト3に入ります。この出席しない⽅が何故
出席していないかという原因を深く追究することが無いた
めに、先に進まない。なおざりになっていることで会員増強
も進まないのではないでしょうか。委員⻑がヤングという言
葉を述べていましたが、出来ればこの 8 名の人たちがクラ
ブの現実を⾒つめていただくのと同時に、町・地域の問題
について発案をし、クラブがどう取り上げてどう出来るのかと
いうことを模索するために会を開いて活性化を図っていく。
CLP、⻑期プランニングではありませんが例えばこの8 名が
そういう動きをしていくとクラブの中が活性化していくと思い
ます。そういうことも含めて我々が一つずつ考えていかなけ
ればならない事ではないかと思います。そして最終的に仲
間を増やしていかなければなりませんが、みんなが協⼒し
合って、全員の賛同を得て会員 1 人 1 人がそういったこと
に参画することを企画していけば、もっと出席率にも影響
するし、会の運営、活性化にも役⽴つと思います。私は
胸にいつも会員推薦書を持っています。先ほど確約書の
話も出ましたが、誰でも彼でも入れていいわけではありま
せん。例えば 50 歳未満の⽅は町の中でそれぞれ経営者
として活躍されていると思いますが、我々70 歳代、60 歳
代が勧誘するよりもはるかにお互いに意気投合した話し
合いが出来ると思います。私達が古くからやっているのは
一つの脅かしではありませんが、脅かしつつも入会させ今

日に至っているのが現状だと思いますが、そうではなく先輩
はそんなに良い活動をしていて私も是非やってみたいとい
う仲間づくりをしていくのが我がクラブも活性化できるので
はないかと思います。先輩の千歳ロータリークラブは 52 名
ほどおりますが実際は 3 分の 1 ぐらいの⽅が活動していて
後の⽅は完全にスリーピング会員です。いずれ 5 年、10
年のうちにもっと厳しい状況になるのではないかと思います。
我々のクラブとしてはアイデアを募って、理事会が若い⽅
のコンセンサスを一つのブロックとして地域に発信し、みん
なが集えるような会合の場にするような努⼒をしてもらい
たいと思います。 
昨日、千歳国際交流協会の第一委員会がございました。
⻑年所属して昨年から委員⻑の⽴場でやっています。今
年はノルウエー王国のコングスベルグ市と千歳市が友好
親善都市 25 周年を迎えるという事で来年 1 月 9 日〜
13 日まで 8 日間、千歳在住の中⾼⽣をホームステイし
ながら連れて⾏きます。今まで最⼤です。昨年は彦坂会
員に団⻑をしていただいてパラオを訪問しましたが、来年
はノルウエー王国を訪問します。費用は一人50万円ほど
かかりますが、市からは 30％ぐらい負担していただいて、
多数の場合は訪問の動機を書いた 800 字ぐらいの作⽂
の中から選考していくことになります。この中にはサマージャ
ンボ宝くじの助成⾦もでます。国際交流では 10 年以上
にわたって活動をしておりまして、毎年 10 月に秋休みが
小中学校ありますので、中学⽣ 40 名を国際交流の一
環として札幌にあります JICA の体験をしてもらっています。
北海道インターナショナルスクールがありまして 120 名程
の学校を訪問して同世代の⼦供達と交流をしてもらい国
際感覚をもってもらいたいというねらいがあります。10 年ほ
ど開催しています。後は今ストップしていますが日中交流
は今後進展があるのではと思っています。この夏にはボー
イスカウトのサマーキャンプとして韓国から 50 名のボーイス
カウトを千歳に呼んでホームステイしています。それなりの
交流が出来ているのかなと思います。このような事もいろ
いろな活動の中からチョイスしながら私達ロータリークラブ、
ライオンズクラブその他ソロプチミストなどを通じて活動を広
げていくことが⼤事だと思います。そういったことも町の一つ
の動きとしてあるということです。特に 50 歳以下の会員、
⻘年会議所出身の⽅は特に活発な活動をしていただく
ために、ヤング開発委員会など名称はいろいろあるかと思
いますが、検討していただきたいと思います。今日は 6 名
ほど出席していますが、8 名ぐらいおります。その⽅の中で
討議をしていただいて理事会にそれを上げていただいて、
井上委員⻑が相談役としてその中心的な役割を補助す
る役目としてやっていけば、どこのクラブにも負けない千歳
のスタンスが出来ると思います。このスタンスが明確でない
と先には絶対進めません。そういう⾯ではもっと具体性の
ある事をやっていかないと絵に描いたぼたもちになります。
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RI 第 2510 地区 千歳セントラルロータリークラブ  会報 第 1072 号    2013 年 8 月 27 日（第 8 回例会） 

- 6 - 

 SCHEDULE  ⻑く続くため 40 名を維持するという体制に持っていくため
にはそういう活動が必要かと思います。ありがとうございまし
た。宜しくお願いいたします。 

新世代のための月間 ■千年希望の丘農園作業（MU 事業）
■秋の交通安全運動「セーフティコール」 

 定例理事会 午後 5 時 事務局 3 日 次回例会案内  通常夜間例会「神社祭 in ビアガーデン」[担当/理事会]
通常例会「未定] [担当/新世代奉仕委員会(羽⽣委員
⻑、⼤久保副委員⻑)] 

プログラム委員会 委員⻑ 尾本 眞二 10 日9
月

次回は 9 月 3 日（火）、通常夜間例会「千歳神社祭
in ビアガーデン」です。担当は理事会です。 親睦夜間例会 「未定][担当/親睦活動委員会(笹谷

委員⻑、⾼木副委員⻑、岩下委員)] 開会点鐘 18:30、会場はホテルグランテラス千歳 屋外
ビアガーデンです。 
 
 NEWS & TOPICS  
今年度第1回目、空港募⾦箱から浄財を回収し、例会
後に選別作業を⾏いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

17 日

移動例会「”千年希望の丘農園”収穫作業] [担当/社
会奉仕委員会(松坂委員⻑、清水担当副委員⻑)] 24 日
秋の交通安全「セーフティコール」 14:30 市⺠⽂化センター駐⾞場

29 日 体験ツアー「学習・説明会」 
職業奉仕･米山月間 ■千年希望の丘農園収穫祭 ■地
区⼤会 ■次年度理事⽴候補手続き、指名委員会選出
■⽀笏湖復興の森づくり「森の育ての親活動」 

定例理事会 午後 5 時 事務局 
1 日 通常夜間例会「未定」[担当/職業奉仕委員会(古木委

員⻑、鈴木副委員⻑)] 
3 日 千歳ローターアクトクラブ 例会「ガバナー公式訪問」

移動例会「⽀笏湖復興の森づくり/森の育ての親活動」
[担当/社会奉仕委員会(松坂委員⻑、⼟居担当副委
員⻑)] 

8 日10
月 11 日 宮城県岩沼市“千年希望の丘”体験ツアー（〜12 日）

親睦夜間例会 「千年希望の丘農園収穫祭][担当/
親睦活動委員会(笹谷委員⻑、⾼木副委員⻑、岩下
委員)] 

15 日

19 日 地区⼤会(新札幌) 会⻑･幹事会 指導者育成セミナー
20 日 地区⼤会(江別市) 本会議 懇親会 [担当/幹事]

通常例会「未定] [担当/SAA(今井委員⻑、入口、
佐々木俊哉副委員⻑)] 22 日

29 日 休会（定款第 4 条第 1 節） 
ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週刊 ■創⽴記
念日(1990.11.19) 

定例理事会 午後 5 時 事務局 
5 日 通常夜間例会「体験ツアー報告会」[担当/社会奉仕委

員会(松坂委員⻑)] 
通常例会「未定] [担当/地区奨学⾦委員会(⻫藤委員
⻑)] 11

月
12 日

親睦夜間例会 「創⽴記念 in ⽀笏湖][担当/親睦
活動委員会(笹谷委員⻑、⾼木副委員⻑、岩下委
員)] 

19 日

21 日 千歳ローターアクトクラブ 例会 
通常例会「未定] [担当/会員増強委員会(井上委員
⻑、⾼塚副委員⻑)] 26 日

家族月間 ■年次総会 ■次年度理事指名･選出 ■クリス
マス家族会 

12
月 定例理事会 午後 5 時 事務局 3 日 通常夜間例会「年次総会」[担当/理事会]

10 日 通常例会「未定] [担当/会⻑エレクト]


