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 会⻑あいさつ   会⻑ 白木 松敏 
みなさん改めまして、こんにちは!! 
先日 6 月 18 日（⽊）今年度、千歳ローターアクトの
最終例会に出席をして参りました。1 年前のローターアク
ト会員に⽐べ可なり成⻑し
たように感じられ活気が出て
来たように思います。 
さて６月はロータリー親睦
活動月間です。ロータリーの
関係者・ローターアクト・そし
て家族を含め親睦を深め互いを理解し合おうと⾔う事で
はないでしょうか。我がクラブの次週の最終夜間例会では
１人の欠席なく 100％全員の例会出席で親睦を深め
今年度の最終例会を全会員が⼼⼀つになり有終の美で
締め括りたいと思います。又、当日は道内で活躍中の芸
能関係者も特別出演される予定です。そして千歳ロータ
ーアクトの方々も多数出席していただくとの事です。私か
ら皆さんへおいしいお酒とおいしいワインを用意する予定で
すのでロータリー親睦活動月間を大いに楽しもうではあり
ませんか︕︕以上で会⻑あいさつとさせていただきます。 
 
 幹事報告   幹事 坂井 治 
� 本日、内藤芳雄氏の⼊会式を執り⾏います。 
� ⻑泉ロータリークラブより週報が届いています。 
� ⻑泉ロータリークラブ元会員、小島久雄氏の葬儀に

際し、お礼状が夫人小島道子様より届いております。
回覧させていただきます。 

� 会⻑挨拶にもありましたが、次週最終例会は 100％
例会となっております。当クラブでは何度か 100％例
会を試みたことがありましたが、⼀度も成⽴したことは
無いと記憶しています。今のところ 100％になる予定
ですが、万⼀当日出席出来ない場合は、2 週間以
内にどこかのクラブでメーキャップをしていただければ
100％に出来ます。当クラブの歴史の中に残していき
たいと思いますので宜しくお願いします。 

 各委員会報告・連絡  
広報委員会 （代理報告）菅原 百合子 
広報委員会の四方委員⻑が欠席ですので、代わりに連
絡します。6 月 15 日の千歳
⺠報に「ビジュアルビルにＡＥ
Ｄ」という記事が載っていま
す。この写真の⼥性は月俣
会員のお嬢さんだそうです。 
 
新会員研修委員会 委員⻑ 岩下 誠 
本日例会終了後、1 時間程度、⼊会 3 年以内の会員
の方に新会員研修を⾏いた
いと思います。時間が許す限
り参加していただきたいと思い
ます。次年度会⻑、幹事もで
きれば参加して頂きたいと思
います。宜しくお願いします。 
 
ゴルフ同好会 幹事 古木 克紀 
⽩⽊会⻑年度最終ゴルフコンペを 6 月 30 日（火）シャ
ムロック GCで11:30集合、12:12スタートで⾏います。
会費は 2,000 円でプレー代、食事等は各自負担となっ
ています。奥様方のご参加もありましたら事務局へお知ら
せください。今のところ、7 名参加予定です。3 組とってい

例会出席状況（2015 年 6 月 23 日） 
会員数 38 名 
会員出席者数 27 名 
欠席者数（内︓無断欠席）  11（3）名 
出席率 71.05 ％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  27 名 
 

前回例会 確定出席率（2015 年 6 月 16 日） 
確定出席率（MU 含む） 72.97 ％ 
 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ ⽩⽊松敏 / 副会⻑ 大久保 尚 / 幹事 坂井 治 / 会報委員会 委員⻑ 齊藤博司 
〒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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ますのであと 5 名なんとか参
加してもらいたいと思います。
尚、表彰式は最終例会にて
⾏いたいと思います。 
 
 

社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 
お願いです。6 月末日にエコキャップ・リングプルを社会福
祉協議会に持っていきたいと思います。皆様方、もしあり
ましたら、それまでに事務局へ届けていただければと思いま
す。宜しくお願いします。 
 
 入会式   
新会員 内藤 芳雄 会員 

 
推薦者 小松 義徳 会員 
今日は内藤さんの⼊会式をしていただき有難うございます。
内藤さんのプロフィールを紹介します。㈱ヒデヨシの代表取

締役です。小樽出身で、
卒業後は札幌市内の飲
食店で修業され、現状は
千歳市内で唐々屋など
4 店舗の経営をされてい
ます。皆さん是非⾏ってあ
げてください。趣味はバイ

クとクラシックカーです。私と共通のバイクの趣味をお持ち
です。今後とも宜しくお願いします。 
 
新会員 内藤 芳雄 
初めまして。内藤と申します。このような感じですが、まだ
41 歳です。これから経営者として勉強していきたいと思い
ますのでご指導宜しくお願いします。 
 
 
 
 

 
坂井幹事 ─── 所属委員会は親睦活動委員会と
なりますので、来週の最終例会から委員としてお⼿伝い
をお願いしたいと思います。 
 
 ニコニコ BOX   
進⾏︓出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 
目標達成まであと少しです。宜しくお願いします m(__)m 
多賀 勲 会員︓第 1、第 2、第 3 週例会と休ませてい
ただきました。次年度も年間を通して第 1 週例会は休ま
せていただきます。 
関根 悟 会員︓先週のちゃんとに掲載されました。 
最終例会 100％出席宜しくお願いします。 
月俣美子 会員︓⺠報に娘が掲載されました(^^) 
高塚信和 会員︓目標が達成されていないという事で
仕方なく…(^^) 小島さんの奥様から感謝の⼿紙をもら
いました。 
岩室秀典 会員︓私も目標達成のためニコニコします。 
白木松敏 会員︓内藤さんが小松さんの紹介で⼊会さ
れました。宜しくお願いします。目標 40 名まであと 2 名で
すが間に合いません。本当に有難うございました。 
小松義徳 会員︓内藤さんが⼊会されました。宜しくお
願いします。 
齊藤博司 会員︓何だかわからないうちに北海道獣医
師会理事に就任させられていました。 
羽芝涼一 会員︓先週の例会時、御前水でゴルフをし
て優勝してまいりました。 
松坂敏之 会員︓友人がクルーザーを買いました。招待
されて焼津に⾏って来ました。大変楽しい思いをしてきま
した(^^♪ 
岩下 誠 会員︓関根さん同様にバッチリ写っていました
(^^)v 
髙木昌人 会員︓私も関根さん同様、ちゃんとに⼀人だ
けにやついて写っていました。⻭科医師会で4月から専務
理事をさせていただいています。幼稚園でフッ化物洗口を
推進している様が千歳⺠報に背中だけ載りました。また
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念願の皇居ラン 5 ㎞をしてきました(^^)/ 
内藤芳雄 会員︓理由は分かりませんが⼊れます(笑) 
 

 
 本⽇の例会プログラム  
通常例会 
「今年度の活動報告②各担当委員会」 
担当 副幹事 齊藤 博司 
先週に引き続き、今年度の各委員会の活動報告をして
いただきたいと思います。親睦活動委員会よりお願いしま
す。 

 
親睦活動委員会 委員⻑ 関根 悟 
親睦委員⻑としては、初めてという事もあり無我夢中で

過ごした⼀年間でした。もっ
とメンバー同⼠の交流を考
えていましたが理想の6 割ぐ
らいしか自分の中では実現
できませんでした。委員会メ
ンバーもたくさんいらっしゃい

ましたが、うまく機能する事が出来ず、司会などを自分で
抱えてしまった事が反省と⼼残りです。しかしロータリーの
⽣活はこれから⻑いので、いつかリベンジしてまた親睦委
員⻑が回ってきた時には出来なかった事を出来るような
形で委員⻑を受けたいと思います。 
ロータリーは親睦が⼀番大切だということを強く教えていた
だきました。やり切れなかった事はいろいろありますが、無
事に終えることが出来ました。ご協⼒いただきましたメンバ
ーの各店舗やホテルグランテラスさんには⼀年間本当に
有難うございました。 
 
出席、ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 
今年度の反省点は、私が委員⻑という事もあり、自分が

自分がになっていて、委員会として話し合って全員でと⾔
う形に欠けていました。毎回
私が、ではなく、順番を決め
たりという事が出来なかった
事が反省点です。 
出席率の向上のための対策
としてのアプローチは、事務
局の上野さんにお⼿伝いして頂きながら、無断欠席を無
くすよう努⼒して、昨年よりは大幅に少なくなりました。 
ニコニコ BOX については、目標 770,000 円ですが、6
月 16 日時点で 732,000 円となっており、今年度残り
2 回の例会で、何とか 770,000 円の目標にしたいと思
います。皆様のご協⼒⼀年間有難うございました。 
 
会計 岩下 誠（兼務︓クラブ研修・新会員研修委員
会 委員⻑、⻘少年奉仕・ローターアクト委員会 委員
⻑） 
今年、会計という役職をいただきましたが、今年度予算
作成は勿論ですが、補助⾦
を受けるために前年度から
日程が厳しい中、申請をし
ました。⽩⽊会⻑、松坂社
会奉仕委員⻑はじめロータ
リー財団委員である齊藤委
員⻑にもお⼿伝いいただきました。その結果として補助⾦
を受ける事ができ、5 月の植樹祭にも参加して申請から
補助⾦が使われたところまで体験出来たことが良かったと
思います。予算作成については、事務局の上野さんに助
けてもらいながら作成をしていきました。クラブの収⼊、支
出の中身を知る事が出来たので、これからこのような職に
就くことがあれば知識を活かしていきたいと思います。 
 
クラブ研修、新会員研修委員会報告です。 
今年度は新⼊会員が例年より非常に多く、会⻑から年
に 2 回やって欲しいということでした。12 月に半期で⼀度
開催、今日の例会終了後に 2 回目を開催したいと思い
ます。私自身がまだ⼊会 2 年目でロータリーの知識が非
常に浅い中でプレッシャーを感じながら与えられたことを頑
張ろうと、前年度に坂井担当委員⻑が作られたパワーポ
イントを基に、私自身が疑問であった事などを付け加えな
がら資料を作成し研修を⾏いました。内容はロータリーに
対する引き出しが多いわけではないので、通り⼀遍倒で
退屈になってしまうのではという気持ちもありながら、今日
の 2 回目の研修をしっかり全うしたいと思います。自分が
研修をするという事は、自分が勉強しなければならないこ
となので、いろいろな資料を⾒ながら逆に身につける機会
を与えていただいたので良かったと思います。有難うござい

本日のニコニコ BOX 合計額 33,000 円 
今年度 累計額 765,000 円 
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ました。 
 
この⼀年間、ローターアクト・⻘少年奉仕委員として、千
歳セントラルロータリークラブの例会に出席できないときは、
メーキャップも含めてローターアクトの例会になるべく出席
するよう⼼掛けていきました。特に、今年度は、ローターア
クトとのボウリングやテーブルマナーといった和気藹々とした
交流にも積極的に参加し、ローターアクトとの親睦も深め
ることが出来ました。 
また、今年度の最終例会にも参加することが出来ました。
最終例会では、アクトのメンバーそれぞれが⼀年を振り返
りコメントをされ、アクトのメンバーそれぞれが自らの成⻑を
感じることができた⼀年であったとの感想も出ていました。
なかでも、例会の出席者がほぼ固定化されてしまっている
現状を何とか改善しようと、アクトのメンバーも声を掛け合
い、出席を促す努⼒もされており、次年度はもっと出席者
が増えることが期待できると感じました。 
ロータリアンからは、ロータリアンとローターアクトとの距離感
が広がってきているのではとの意⾒もありました。親子ほど、
あるいはそれ以上に年齢が離れており仕方のないことかも
しれませんが、アクトのメンバーが委縮してしまうことの無い
よう優しく、ときには厳しく接して距離が縮まってほしいと感
じました。次年度は、例会の開催曜日、例会内容を変え
ていくとのことで、次年度以降のアクトの活動が活発にな
ることを願って、活動報告とさせていただきます。 
 
会計監査 入口 博美 
監査は仕事がまだ出来るわけではないのですが、決算報
告書が出されて初めて私の仕事が⽣まれるはずです。今

年度⽩⽊会⻑のもと、いろ
いろな事業が⾏われました
が、事業の発展とともに当
然お⾦の支出があります。そ
の内容はまだ⾒ていないの
で良くわかりません。ましてや

今年⼀年、私の出席率が悪い中で監査をさせていただく
ことを申し訳なく思います。お⾦の流れが適正にされてい
るかどうかとは別に、有効に使われていたかどうかは後から
わかると思います。少ない予算の中で大きな事業をされた
ということで⾼く評価させて頂きたいと思います。⼀年間、
⽩⽊会⻑を中⼼とした皆様ご苦労様でした。来年も新し
い体制の中で 25 周年事業が⾏われますが、あまりお⾦
に拘らず、お⾦を掛けるところは掛けていいという考え方の
もとで楽しくクラブ運営が出来ればと思いますので宜しくお
願いします。 
SAA 委員⻑ 笹谷 俊尚 
委員会の役割については、それなりに理解しつつスタート

し⼀年間活動をしてきましたが、 
振り返ってみると結果的には、例会の司会者としての自
覚しかなかったように思います。 
SAA の役割は、今年度の組織図に「担当委員会の任
務と役割」として記載されております。 
主に 10 項目があります。 
その中でも今後は、私身の
職業に関係する「例会の食
事の献⽴」に、より興味を持
ち配慮して参りたいと考えて
おりますので、優しい目で⾒
ていただきながらも「厳しいお⾔葉」をいただければと思い
ます。 
しかしながら、SAA の権限を⾏使せず円滑に⼀年間終
了できましたのもメンバー皆様の協⼒があったからこそと感
謝しております。⼀年間、本当にありがとうございました。 
 
プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 
プログラム委員⻑を拝命したのが昨年の 3 月ぐらいでした。
随分早い時にお声がかかるのだと思いました。プログラム
委員会というものもその時改めて組織図をみて認識しまし
た。坂井幹事に何をするか
尋ねましたら、年間の例会
スケジュールをまず⽴てると
⾔われました。既存の例会
スケジュールの中に 2014
－2015 年度なりの⾊を出
せるかどうかというのを微⼒ながら考えて組⽴させていただ
いた次第です。昨年の活動方針を⾒ると、例会はクラブ
活動の要であり、各委員会、各委員⻑の思いを効果的
に発信する唯⼀、それでいて最も効果的な最⾼の場所
であるべきであり、尚且つ貴重な時間を割いて参加され
る方々にとっては会費以上の有益なものであるべきで、そ
の為に何ができるか考えていきたいなどと偉そうなことを書
いていました。結果的に先輩方にご指導いただきながら、
例年通りの事と空いているところを各委員⻑に例会を担
当して頂いて、可能であれば早い段階からその周知をし
て準備の段階からお⼿伝いさせていただけたらと考えてい
ました。それがどうだったかは私自身で判断できるものでは
ないので何とも⾔えません。もう⼀つは次回の例会案内を
確実にするというミッションがあり、遅刻ばかりで大変恐縮
ですが頑張って参加させてもらいました。唯⼀ 2 回欠席し
てしまったことが悔やまれます。次年度は菅原百合子会
員がプログラム委員⻑という事で、何かありましたらお⼿伝
いさせていただく所存ですので宜しくお願いします。 
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社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 
会員皆様のご支援により今年度の社会奉仕委員会の
事業を無事に終えることが出来ました。有難うございます。

ロータリー財団の補助⾦を
使う事が出来ました。これを
もとに岩沼ロータリークラブと
のジョイントで千年希望の丘
の植樹祭、そして 20 名のメ
ンバーに参加していただきま

した。⾏くまでは分かりませんでしたが、⾏って⾒て感じた
事は 6 千人以上の人が蟻のようにびっしり植樹をするの
は感動でした。これからどうしたら良いのかは、私が決める
事ではないので、次年度の会⻑、皆さん方で決めていた
だきたいと思います。春と秋のセーフティーコールの参加が
少なくなっております。ちなみに千歳 RC は例会の⼀環と
して実施していました。そういう方法も今後考えていただけ
れば宜しいかと思います。エコキャップ、リングプルの回収を
していますが、事務局に置かれているのは少し問題がある
のではと思っています。効果的な宣伝をすればもっと集ま
るのではといつも考えております。いずれにしても皆さんの
おかげで有意義な社会奉仕事業が出来ました。感謝申
し上げます。 
 
会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 副委
員⻑ 佐々木 俊英 
今日は⽻⽣委員⻑が所用の為、欠席しております。メッ
セージが届いておりますので代読します。 

「会⻑の指針であった会員
増強をして 40 名にする目
標は私の⼒不⾜で達成出
来なかった事に申し訳なく思
っています。しかしながら⽩
⽊会⻑や小松会員などのご

助⼒により会員を増強出来た事に感謝いたします。今年
度会員増強委員⻑として感じた事は会員増強委員会と
理事会とが密接に会員増強に対して協調して⾏動した
方が良いと思います。また 10 月、4 月を会員増強月間
として会員全体が会員増強の必要性を意識する事が大
事だと思いました。」 
 
職業奉仕委員会 委員⻑ 野口 三恵子 

今年度は職業奉仕委員会
としての、活動の機会を得ら
れませんでしたので、この場
に⽴つこともとても⼼苦しく感
じておりますが、唯⼀３月に
⾏われました職業奉仕フォ

－ラムに出席し、職業奉仕の⼊口にやっと⽴つことが出
来たのではと思っております。まだまだ、第⼀歩を踏み出し
ているのかもわからないままですが、会員の皆様の⾔葉に
⽿を傾けこれからも自分に出来る奉仕活動を考え⾏動
して⾏こうと思います。以上活動報告です。 
 
ロータリー財団、⽶⼭記念奨学委員会 委員⻑ 古木克紀 
今年度はロータリー財団地区補助⾦を活用して、社会
奉仕委員会が中⼼となり宮城県岩沼市「千年希望の
丘」植樹事業が⾏われました。担当委員⻑には補助⾦

の申請から報告に至るまで、
ご理解をいただき⼗分に活
用していただいた事を深く感
謝申し上げます。また会員
の皆様には、今年度も⼀人
100 ドルの財団寄付にご協

⼒をいただき誠に有難うございました。財団への寄付目
標額は近年増えて、1 人当たり 150 ドルを目標とするよ
うなお願いがあります。検討が必要かと思いますが、今後
とも皆様方のご協⼒を宜しくお願いします。昨年 9 月のロ
ータリーデーに実施されたポリオ撲滅チャリティーイベントで
集まった募⾦は、ポリオプラス寄付として約 580 ドルをクラ
ブよりロータリー財団へ寄附することが出来ました。 
11 月 11 日の地区奨学⾦委員会 齊藤博司委員⻑
のご担当例会では、当クラブから推薦したロータリー財団
国際親善奨学⽣の畑村奈津子さんに帰国報告をしてい
ただきました。ロータリー財団への寄付が有効に活用され
ていることをご理解いただけたのではないかと思います。 
⽶⼭記念奨学会への寄付も例年同様ご協⼒いただき
有難うございました。 
 
第 2510 地区国際奉仕委員会 副委員⻑ 田口 廣 
地区では今年度も国際奉仕事業をタイ東北部に実施さ
れ、2510 地区では 37 のクラブが申請し、採択された七
つの人道支援事業が展開
されました。 
当クラブも 2006-2007 年
度から始まり、今年で 9 年
連続の事業参加となりまし
た。皆さまのご理解とご協⼒
に、感謝いたします。事業を展開する中で、もっとも大切
な事は現地を訪れ、事業を確認・検証する事であります。 
そして、事業の完了と成果を現地のロータリアンと共に喜
びを分かち合うことのできるのが、この事業の素晴らしさで
あると思います。子供達や集落の皆さんの笑顔が⼼の中
に強く残り、検証に参加されたほとんどのクラブの皆さんが
事業を継続してくれています。メンバーの⻫藤会員には３ 
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年続けて検証ツアーに参加して頂き、ありがとうございまし
た。また今年度からタイ・ノンカイにある、孤児が通う「ロイ
ヤルキングスクール」の中⾼⽣を対象に職業訓練支援事
業が始まりました。卒業後、⼿に職をつけてもらおうと考え、
ロータリアンでもあるプロが洋裁と料理の指導のため、3 月
16 日から２週間に亘り派遣されました。⽣徒達はミシン
の使い方を学び、簡単なエプロンやドレスをつくり発表会を
したり、料理ではハンバーグやカレーの洋食を教わり、目を
輝かせていたと報告されています。新しいかたちの国際支
援事業が始まった年でもあります。 
これまで国際奉仕は海外に目をむけて支援活動を展開
してきましたが、2011 年３月におきた東日本大震災に
より、海外から援助されるようになりました。国際奉仕活
動に参加することで、海外に住んでいる様々な人達やそ
こで活動されているロータリアン、また 2530 地区福島の
人達との出会いの機会が⽣まれました。そして友好の輪
がさらに広がり、より良い関係が続いていることに感謝して
います。皆さまのご理解とご協⼒ありがとうございました。 
 
齊藤副幹事─── ありがとうございました。本日欠席
の ICT、広報、雑誌委員会の四方委員⻑、国際奉仕、
空港募⾦箱の佐々⽊俊哉委員⻑より報告を預かってお
りますが、時間の都合により割愛させていただきます。6 月
30 日に 100％出席を実現して、7 月 28 日のガバナー
公式訪問の出席も宜しくお願いします。 

 
 次回例会案内  
プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 
次回は第 47 回目の今年度最終例会となります。6 月
30 日（火）、会員、家族出席の親睦夜間例会です。
担当は親睦活動委員会。開会点鐘18:30、定例会場
です。宜しくお願いします。 
 
 
 
 

 SCHEDULE  

 

6 
月 

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

30 日 
親睦夜間例会 「2014-2015 年度最終例会][担当
/親睦活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 
※会員ご家族出席例会 

7 
月 

■ガバナー公式訪問 

7 日 
2015-16 年度 第 1 回例会 
通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の活動計画」 
[担当/理事会(齊藤幹事)] 

14 日 

通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の活動計画」 
[担当/理事会(齊藤幹事)] 
※各常任委員会の単位で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)、その後担当理事から
所感を発表 

21 日 
親睦夜間例会 「ザ・テラス] 
[担当/親睦活動委員会(武⽥委員⻑)]  
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

28 日 

会⻑、幹事、会⻑エレクト懇談会 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(岩下委員
⻑)] ※会員は正午 12 時までに例会場集合、ガバナー
入場を歓迎します 

8 
月 

会員増強・拡大月間 ■千歳ローターアクトクラブ「市⺠盆踊り
大会出店事業」支援(未定) 

4 日 通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 
[担当/理事会(齊藤幹事)] 

11 日 通常例会「未定」 
[担当/会員増強･維持委員会(⾼⽊委員⻑)] 

18 日 親睦夜間例会 「未定] 
[担当/親睦活動委員会(武⽥委員⻑)]  

25 日 通常例会「未定」 [担当/雑誌委員会(⾼塚委員⻑)] 

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
ティーコール」 ■千歳中央 LC 創⽴記念例会 
1 日 休会（法定休日に準じる:千歳神社祭り） 

8 日 通常例会「クラブ協議会/未定」 
[担当/理事会(菅原副幹事)] 

15 日 親睦夜間例会 「未定] 
[担当/親睦活動委員会(武⽥委員⻑)] 

22 日 休会（法定休日:国⺠の祝日） 

29 日 通常例会「未定」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(野口委員⻑)] 


