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 WELCOME   副幹事 菅原 百合子 

安達 智子 様 地球のステージ実行委員会 IN ちとせ実行委員長 

髙木 繁秀 様 2016-17年度第７グループガバナー補佐（長沼RC） 

 

 会長あいさつ   会長 尾本 眞二 

５月 28-29 日、岩沼市

「第４回千年希望の丘植

樹祭」に行って参りました。

総勢 28名ということで、楽

しい２日間でございました。

今回は、被災した中浜小

学校なども改めて見学させてもらいました。そういった面で

も勉強になりました。29 日の最後には安着祝いというこ

とで、今井会員本当に有難うございました。また、本日

17 時から今年度最後の第 17 回理事会と関根年度

第 6 回の合同理事会を開催しました。今日は関根年

度の組織、概要の発表がありますので宜しくお願いいた

します。 

 

 ご挨拶   

2015-16年度ガバナー補佐 坂井 治 

今日は次年度ガバナー補

佐の高木さんと共にこちらに

出席させていただいています。

今までガバナー補佐は 2 人

同時に例会に出席すること

は無かったことだそうです。急

にガバナー補佐だから各クラブを訪問しなさいと言われて

も勇気のいることだと思います。私も昨年拝命し、6月中

に各クラブを回るよう指示がありました。前年度のガバナ

ー補佐との呼吸が合わず、日程調整が合わず回ることが

出来ないということがありました。今年度は、次年度の高

木さんと密接に連絡を取り合いながら、今週中に 5 クラ

ブ回るという強行スケジュールです。昨日は長沼 RC、今

日の昼は北広島 RC そして夜と例会のはしごです。高木

さんにも一緒に行っていただいていますので、私の最終の

お礼の訪問と同時に高木さんのお披露目という形になろ

うかと思います。 

自分のクラブを除いて、26回目の例会訪問を終わること

が出来ました。あと 4つで例会訪問が終わり、23日には

今年度最終の会長幹事会、12日には現新委員長・ガ

バナー補佐引継ぎ会議が控えています。年度末を迎え

て慌ただしいスケジュールになっています。次年度ガバナ

ー補佐 高木繁秀様をご紹介しますのでご挨拶をお願

いします。 

 

2016-17年度ガバナー補佐 高木 繁秀 様 

皆さんこんばんは。 

ただ今ご紹介いただきましたが、坂井さんからいろいろな

お計らいをいただきまして、こうしてクラブ訪問できることは

大変有難いことだと存じています。何しろ不慣れなもので

例会でのご挨拶はまだ 2回目ですので何を話していいの

かという状況です。とにかく次年度に向けて各クラブの皆

例会出席状況（2016 年 6 月 7 日） 

会員数 

 
40名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  13（4）名 

出席率 67.50 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

出席者数総計  29名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 5 月 24 日） 

確定出席率（MU 含む） 87.50 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 尾本眞二 / 副会長 清水清光 / 幹事 齊藤博司 / 会報委員会 委員長 岩室秀典 
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さんにお会いして、クラブ内の現状を事前に掴んでおいた

方が良いのではという意味で回らせていただいています。

次年度からはロータリーの規定も変わってきているようで、

時代の流れのけじめという時期に入っております。いろい

なロータリーの手続きもインターネットを使っていくようにな

っていきますし、例会の規定も若干内容が変わってきて

いるようですので、次年度はその辺りも慎重に皆さんと考

えていかなければならないと思います。本日は次年度に

向けて一言だけご挨拶ということで宜しくお願いします。 

 

 PR  

地球のステージ実行委員会 IN ちとせ 

実行委員長 安達 智子 様 

今日はお忙しい例会の

中お時間をいただき有

難うございます。今日は

「地球のステージ」の宣

伝に参りました。千歳セ

ントラルロータリークラブの

皆様には一昨年、昨年

に引き続きご後援をいただき有難うございます。おかげさ

まで今年も「地球のステージ 3」の公演開催をする運びと

なりました。今年は 6月 19日（日）午後 2時から開

催いたします。昨年と同様、精神科医で NPO 法人「地

球のステージ」代表理事の桑山紀彦医師をお招きしま

す。犯罪地域、貧困地域、熊本のなどの被災地で医療

ボランティアをされている精神科医ですが、この方の現地

での活動報告をしていただきます。桑山医師が現地で

撮りためた映像、写真に語りを入れ、その国への想いや

関わった人に対する思いをギター片手に歌います。映像、

音楽、語りが入り混じったライブステージとなっております。

是非幅広い世代の方に、昨年より一人でも多くの方に

見ていただきたいと思っております。どうぞ宜しくお願いしま

す。 

 

 幹事報告  幹事 齊藤 博司 

 今年度第 17回及び次年度第 6回合同理事会承

認事項をご連絡します。 

クラブ細則第 6 条第 3 節シニア会員の申請が清水

清光会員、多賀勲会員からありました。この申請を

承認いたしましたのでご報告します。 

 「2015-16 クラブ活動報告書」提出のお願い 

各理事・各委員長は、6 月 21 日（火）までに活

動報告書を事務局へご提出願います。 

 

 委員会報告・連絡   

雑誌委員会 委員長 高塚 信和 

皆さんのお手元に「ロータリーの友 6 月号」が配布された

と思います。P16 から 2016年規定審議会レポートとい

うことで、「ロータリーの明日」ということで書いてあります。

これは国際ロータリー定款と国際ロータリー細則、標準ロ

ータリークラブ定款の改定に関わる決議案が決まったとい

うことで、100 年以上を超えた歴史が変わったという大き

な節目だと思います。大きな要因としては会員増強がま

とまりがないという観点と世界各国の状況が変わったとい

うことで、4 つのジャンルに分かれております。一つ目は会

員身分をシンプルにしました。これまで厳しい制約の 6項

目がありましたが、これを削除しロータリーは誰でも入れる

ということになりました。しかしながら、誰でもいいという訳

にもいきませんので、「職業上、または地域社会において

評判の良い人、または意欲のある成人によって構成され

る」ということで決議が決まりました。2つ目は例会の開催

に柔軟性ということです。クラブは少なくとも月２回以上

の例会を開くものとするということで、世界各国が対象と

なています。これは２回という形ですが、あくまでも毎週

開くのが基本とされています。この頻度をそれぞれのロータ

リークラブで細則に定めることによって、変えていくというこ

とでございます。柔軟性の中で例会の開催について、イン

ターネットあるいは E クラブというものがあります。E クラブ

では顔を合わせることはありませんがこの例会と、私共が

通常開催している例会が一緒の例会になりました。です

から、そういう意味でインターネット、E クラブも関係ないと

いうことを考えていただきたいと思います。聞くところによる

と近くのクラブでも３回にするとかあるいは２回にするとい

う話を聞いております。あくまでも基本としては４週行うと

いうことで、細則で救済措置として出席率を４回でとる

のか２回でとるのか決めれば良いという事です。あくまで

も２回以上となっておりますので、細則を代えればこれに

充当するということです。２回にしたということは、理論的

に考えると退会者が続発するのではないかと思います。ク

ラブに面白みが無くなったとか、皆と４週会っていたものが

２回しかやらないのかといったことで、あくまでも基本は毎

週開くということですので、出来るクラブはそれをやるという

ことで、メーキャップは段々必要なくなると思います。３つ
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目はクラブの財政面の影響ということで、入会金が廃止

になりました。当クラブは既に廃止になっております。私共

クラブが創立してから 10 年以上、入会金で貯めたお金

は大きく 1 千万円を超える金額になりました。しかし、今

は入会金がありません。既にこれが廃止になったことを頭

に入れてください。また毎年 1 ドルの人頭分担金の増額

が採択されてきましたが、1 ドルずつでは足りなくなってき

て 4 ドルずつ増額する採択がされました。2016－17年

度は半期 28 ドル、2017－18 年度は半期 30 ドル、

2018－19 年度半期 32 ドル、2019-20 年度は半

期34ドルになります。ここまでくれば何とか財政が立ち直

るだろうということです。RIは会員が減少していることで運

営上やむを得ないという判断だと思います。4 つめはクラ

ブの理事会・委員会構成ということで、これまで理事会と

役員が一本化だったのですが、そこに各委員長が加わっ

てくるという細則になっています。したがって今までの理事

だけでは委員会は開催されないということです。委員会も

絞りました。クラブ管理運営、会員増強、公共イメージ、

ロータリー財団、奉仕プロジェクトの 5 つがメインですが、

これに必要に応じて追加の委員会を任命できます。 

この 4 つに気を付けながらやっていけば運営上全く問題

ありません。出席率についてもあわせて考えると皆さんにと

っても良い運営方法なのかと思います。メーキャップなどが

ありましたが、これに拘る必要はありません。自分のクラブ

の運営する細則の中で決まればそれで運営されます。そ

れに沿って行動していただければよいと思います。今年度

の役員会でそういった話も出ると思いますが、次年度から

会費の値上げということも重なっていますので、その辺も

あわせてやっていただければと思います。ロータリーの友を

良く読んでいただければ十分理解できると思います。今

後、次年度会長宛にはロータリークラブ細則に関する資

料や指示がくると思います。今後それを見ながら細則に

ついては、手を加えていけばよいのかなと思います。有難

うございました。 

 

社会奉仕委員会 副委員長 松坂 敏之 

先ほど会長が言われました

「第 4 回千年希望の丘植

樹祭」の決算が出ています。

クラブから 12 万 6,980 円

の予算を付けていただきまし

た。クラブから付けていただい

たので、多少余りました。このクラブの事業予算はバス代

に振り替えています。その他雑費として皆さんから徴収し

た部分が余ったということです。その中で参加されなかった

方に若干のお土産を用意させていただきました。お一人

当たり 1,475円が残りましたので、これは決算書を同封

してお返しします。後ほど上野さんから渡しますので宜しく

お願いします。お土産も後ほど渡しますので宜しくお願い

します。 

 

ローターアクト委員会 委員長 四方 信次 

既に回覧を回していますが、

千歳ローターアクトクラブ汪

会長年度最終例会のご案

内を回しています。日程は、 

6 月 21 日（火）19 時か

ら ANA クラウンプラザホテル

千歳です。汪会長最終例会ということで一年間の活躍

を称えてあげたいと思いますので、一人で多くの参加をお

願いいたします。 

 

親睦活動委員会 委員長 武田 信也 

私共のクラブの最終例会の

ご案内です。出欠の確認を

回覧しています。今月28日

尾本会長年度の最終例会

となります。こちらの例会はご

家族の参加も募っております

ので、ご家族へのご案内も宜しくお願いします。賑やかで

楽しい最終例会にさせていただきますのでご、協力お願

い致します。 

 

次年度幹事 菅原 百合子 

本日、次年度の組織図が

皆様のレターボックスに配布

されたと思いますが、次年度

各理事、各委員長の皆様

方にクラブ活動計画書のお

願いも入れさせていただきま

した。提出期限が 6 月 21 日となっておりますのでどうぞ

宜しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 月俣 美子 

松坂敏之 会員：先週日曜日、私共のゴルフコンペを

開催しました。メンバーの皆さんたくさん出席していただい

て賑やかなゴルフコンペとなりました。お礼の意味を込めて

ニコニコします。 

四方信次 会員：先日、岩沼に行ってよかったです。 

福島 力 会員：2点あります。先だって弊社今野の結

婚式にご出席いただき誠に有難うございます。無事 3回

の披露宴が終わりまして皆さんに盛大にやっていただきま

した。本当に有難うございました。もう1点、先ほどから回

っていますが、盲導犬の募金ということで、チャリティーパー

ティーを企画しております。まだまだ券がありますので、是
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非ご購入を宜しくお願いします。 

臼田 暢 会員：先日、スギハラ薬局さんのコンペに参

加させていただきスコアが思っていたより良かったので、ニコ

ニコします(^^)/ 

菅原百合子 会員：先日、岩沼に行って帰ってきてか

ら空港で尾本会長にご馳走になりました。有難うござい

ました。 

髙木昌人 会員：先週、岩沼で大変貴重な経験をさ

せていただきました。一昨日、JAL 国際マラソンで 5 時

間ぐらいかかりましたが、なんとかフルマラソン完走させてい

ただきました。有難うございました。 

月俣美子 会員：私も尾本会長のもと、千歳セントラ

ルロータリークラブの一員として食事をさせていただきまし

た。有難うございました。 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「クラブ協議会/次年度の活動概要」 

担当 次年度理事会（進行：菅原次年度幹事） 

始めに 5 月 24 日例会で「例会規定の例外規定に関

して」齊藤幹事からお話があります。 

 

 例会規定の例外要件について  

幹事 齋藤 博司 

5月24日の例会で、「例会

規定の例外要件」に関する

ことで、関根会長エレクトか

ら説明が行われ、そして皆さ

んからご意見をお聞きし、ま

たアンケート調査のご協力も

頂きました。 

それを受けて、「例会規定の例外要件」に関する細則改

定について、次年度の理事会において、そして今年度と

次年度の合同理事会において慎重に検討しました。 

このことについて、関根悟会長エレクトから経過報告と説

明をしてもらいます。 

 

会長エレクト 関根 悟 

前回例会では皆様からいろいろなご意見をいただき有難

うございます。前回の皆さんのご意見及びアンケートの内

容を加味させていただきながら本日今年度と次年度の

合同理事会で、今後の展開を見出しているところでござ

います。 

アンケート内容の報告です。記入 24 件、メール返信 6

件の計 30件でした。回答の多かったのが例会数を月 2

～3 回以上という回答は 30 名中 20 名、約 67％の

方のご意見がありました。

これまで通り変更を望まな

いは 10 名、約 33％とい

うご意見でした。これらを

踏まえ、そして皆さんの意

見を伺いながら次年度以

降で慎重に検討していく

予定です。 

 

 次年度活動概要について  

次年度幹事 菅原 百合子 

1. 委員会編成  

（1） 友好クラブ締結 20周年記念実行委員会を設置

（松坂敏之委員長、井上英幸副委員長） 

（2） 3 年ごとに開催される規定審議会を受けて、則検

討委員会を設置（彦坂忠人委員長、入口博美

副委員長） 

（3） 委員の兼務を極力廃し、単独の委員会活動に専

念できる編成にしました 

（4） 次回の第 2 回例会（7 月 12 日）では、担当委員

会単位で活動内容の確認などの打合せを行いま

す 打合せ後、各委員長から抱負を発表して頂き

ます 

（5） 今年度は、「私はどこの委員会だっけ？」ということ

がないようにご注意ください！ 

 

2. 例会プログラム日程  

（1） ガバナー公式訪問 

① 2016年7月 19日（火） 開会 午後 6時 30

分  ※夜間例会 

② 会場集合 午後 6時 

※ ガバナーの会場入場を歓迎します 

③ 100％出席例会を目指します 

（2） 合同例会 

本日のニコニコ BOX 合計額 22,000円 

今年度 累計額 855,000円 
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① 千歳 RC合同親睦例会 11月 17日（木） 

※ 千歳RC主催、例会日変更（15日→17日）、

例会場 THE BELLCLASSIC Lien 

② 千歳 RC、千歳 RAC 合同親睦例会 4 月 18

日（火） 

※ 千歳セントラル RC 主催、例会場  THE 

BELLCLASSIC Lien 

③ 千歳 RAC合同親睦例会 7月 26日「ザ・テラ 

ス」、12月 20日「クリスマス家族会」 

（3） クラブ協議会 

① 例会として「クラブ協議会」を、概ね隔月で実施、

また必要に応じて実施します 

② クラブ協議会とは 

── クラブのプログラムと活動もしくは会員教育な

ど、クラブ全体の運営・管理について 

協議するために、年間に数回必要に応じて開かれ

ます。各理事、各委員会の委員長を含む全クラブ

会員の会合です。クラブの全会員の出席が要請さ

れます。クラブ会長、もしくは指定されたほかの理事

役員が、クラブ協議会の議長を務めます。（ロータ

リー手続要覧から抜粋） 

（4） その他 

地区大会（10月 2日）、第 7グループ IM（3月 26

日）、長沼 RC 創立 25 周年記念式典（11 月 27

日） 

 

次年度会計 本村 和貴 

3. 会計予算 

（1） 会員40名以上の体制達成、経費節減の実施に

より、特別な事業費を除き、平常のクラブ運営予

算については、改善方向にあります 

（2） 「千歳川桜プロジェクト」、「友好締結 20 周年記

念事業」の事業費として、各 20万円計上 

（3） ロータリー財団創設 100 周年を記念し、我がクラ

ブ独自の取り組みとして各会員に「26.5 ドル」

（約3,000円）の財団寄付の協力をお願いしま

す 

（4） ニコニコボックス目標額を前年度の予算と同額 80

万円に設定、ご協力をお願いします 

 

次年度会長 関根 悟 

4. 長泉 RC友好クラブ締結 20周年記念事業 

日本のロータリーの祖である米山梅吉翁に所縁ある

長泉ロータリークラブと友好クラブを締結し 2017 年

5月に20周年を迎えます。 20周年を記念し相互

の友情と理解により親睦を深め、未来にわたり両クラ

ブの友好意識の高揚を更に図るために記念事業を

企画、実施します。松坂敏之委員長、井上英幸副

委員長を中心に実行委員会を設置し、20 周年記

念事業の実施にあたり万全を期します。 

 

5. 2016-17年度 計画する主な奉仕事業 

（1） 継続事業 

次の①～⑥項目の事業を継続実施します

2015-16年度まで継続事業としていた東日本大

震災復興応援事業は、震災後 5 年を期し「第 4

回千年希望の丘植樹祭 2016」への参加を以て

一区切りと考え、また「支笏湖復興森づくり事業」

は当初の活動目的をほぼ達成し、今後は管理団

体からの育成情報を把握することにとどめ、2016-

17年度は実施しない方向で検討します。 

① RI第 2510地区 国際奉仕プロジェクトの支援 

長らく地区国際奉仕委員会で活躍された田口会

員は、2016-17 年度よりその役職から離れます

が、その直後の 2016-17 年度については継続し

て支援したいと思います 

② ポリオ撲滅推進活動 

ロータリーが目指すポリオ撲滅を、我がクラブでも

活動可能な範囲で協力支援を行います 

③ 地域清掃奉仕活動 

我がクラブ創立期から継続されている本事業を、

2016-17年度も当然実施します 

④ 緑化推進・維持活動 

JR 千歳駅広場に植樹された友好締結 10 周年

記念木の管理、その他 

⑤ 愛キャップ回収協力事業 

近年、本事業は特定の会員だけの協力の下に成

り立っているのが現状です。 

2016-17 年度に於いて本事業の在り方を検証

しながら実施し、今後の継続事業としての可否を

求めます 

⑥ 空港募金箱設置・管理事業 

A) 募金箱の適切な管理を行うと共に効果的な

広報活動も実施したいと思います 
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B) 浄財については、空港内に募金箱を設置して

いる意義、そして募金箱を管理する者としての

責任を再認識し、日本円と外貨のそれぞれの

適切な活用を慎重に検討します 

C) 空港募金箱の設置状況をご存知ない会員が

増えていることから、浄財の回収、視察を目的

に現地開催の例会を予定します 

（2） 千歳市「千歳川桜プロジェクト」支援事業 

2016 年度から千歳市は「千歳川桜プロジェクト」

をスタートします。かつて我がクラブは、2009-10

年度（高塚会長）に、「千歳川に桜並木を！」

の計画を千歳市に打診した経緯があり、今回の

「千歳川桜プロジェクト」は我がクラブが発信したと

言っても過言ではありません。従いまして、この「千

歳川桜プロジェクト」への支援を地域社会奉仕事

業の一環と捉え、皆さんの協力を頂きながら、次を

主な活動内容として実施したいと考えます。詳細

につきましては、順次報告して参ります。 

① 千歳 RC、千歳 LC、千歳中央 LC、国際ソロプ

チミスト千歳、千歳 JC と共同事業 

② 「千歳川桜プロジェクト」事業費の一部を、6 クラ

ブ・団体が共同で千歳市へ寄付（総額 100 万

円） 

③ 一般市民を対象に街頭募金活動を実施し、募

金活動を行うと共に、本事業の広報と私たち奉

仕団体の PR を図ります 

（3） 地区補助金申請事業 「地域防災活動の支援」 

以下を主たる目的として、地区補助金の申請を

行いました。 

── 私たち千歳セントラルロータリークラブは、過

去 5 ヵ年にわたり東日本大震災復興応援事業を

行いました。また 2016年 4月に発生した熊本地

震の災害は記憶に新しいところです。これらのことか

らも、近年は災害に強い地域社会の形成、防災

意識の向上の必要性が求められています。 

千歳の東部に「石狩低地東縁断層帯」という国

内の断層帯としては地震発生確率が高いグループ

に属する活断層が眠り、西方には活火山である樽

前山が鎮座します。 

千歳市では災害避難演習、防災学習、その他防

災に関するイベントを実施していますが、市民の防

災に対する意識は決して高いとは言えません。 

そこで、地域に於ける防災活動への支援を、社会

奉仕活動の一環と捉え、防災活動の向上を図る

ために千歳市防災学習交流センターに多目的用

テントを寄贈し、地域で実施される市民参加型の

各種事業を支援することで、地域の防災意識の

向上に寄与します。 

補助金の支給が決定した折りに、事業の詳細を

検討し、事業計画を会員の皆さんにお知らせしな

がら事業の実施へと結びつけます。 

※ 補助金支給の可否は 7～8月に判明 

（4） ロータリー財団創立100周年 特別寄付26.5ド

ル（約 3,000 円）のお願い 

ロータリー財団創設 100 周年を記念し、より良い

地域づくりのための活動やグローバルなイニシアチブ

を支えるため、我がクラブは自発的に会員 1 名に

付き 26.5 ドルの特別寄付に協力します 

※ 1917年、アーチ C. クランフRI会長が「世界

でよいことをするために」基金の設置を提案し、

最初に寄せられた寄付金が 26.5 ドルでした。

この基金が 1928 年に「ロータリー財団」と名づ

けられて国際ロータリー内の新しい組織となり、

現在のロータリー財団にいたっています。 

 

6. 会員増強・維持 

（1） 退会者 0名を貫徹 

（2） 女性会員 1名の増強を含む、会員 45名体制を

達成します 

※ 千歳セントラル RC で会員数 45 名は 1999

年以来、18年振りの規模になります 

 

7. 10年連続の「RI会長賞」を目指します 

尾本年度が 9年連続の RI会長賞を獲得するので

あれば、関根年度の課題として、10 年連続受賞を

区切り良く達成しなければなりません！！ 

 

── 菅原次年度幹事 

次年度の会長も、幹事もまだまだ未熟でわからない事が

いっぱいです。わからない事は聞いて気が付かないところ

は皆様に教えていただきながら、一年間頑張って行きた

いと思いますので、皆様方のご協力をどうぞ宜しくお願い

します。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 菅原 百合子 

次回 6月14日（火）は、通常例会「今年度の活動報

告①【担当委員会】」 です。担当は菅原副幹事。開

会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

異文化の味分かち合う国際フードパーティー 留学

生ら自国の料理振る舞う 

18歳から 30歳の青年世代でつくる奉仕団体、千歳ロ

ーターアクトクラブ（RAC）は 29日、北ガス文化ホール

（千歳市民文化センター）調理室で「国際フードパーティー 
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in 千歳」を開催した。 

圏域の留学生らがアジアや米国の料理を作って味わい

を分かち合い、存分に交流した。異文化理解を目的に

した事業。 

同クラブとして２年ぶりに参集枠を拡大して催した。千

歳 RAC やロータリークラブの会員、恵庭、札幌、室蘭の

大学や高校、専門学校の留学生、一般参加者合わせ

て約 50人が参加した。参加留学生の国籍は台湾、香

港、マレーシア、米国、スウェーデン、フィンランドと多彩。 

台湾出身の千歳 RAC 会長、汪可怩（ワン・コニ）さん

（29）が開会式で「料理を通じて交流しましょう」と呼び

掛け、調理するところから始まるパーティーが幕を開けた。 

それぞれの調理台では時間とともにボリュームたっぷりのパ

ンケーキ（米国）や串焼き「サテー」（マレーシア）がお目見

え。香港風「エビのケチャップ炒め」、台湾風「牛肉麺」な

どを学生が器用に仕上げ、器に盛った料理を囲み、楽し

い試食会が続いた。 

留学生はいずれも若者。料理を作る間や食べる際、笑

顔で会話を弾ませて盛り上がった。 

汪さんは「千歳周辺にいる留学生は多いので交流の場

を設けたかった。今回は参加したいと言う人がとても増え

た」と話し、次期会長の吉岡毅さん（29）も「ぜひ今後

につなげていきたい事業です」と手応えを語った。 

香港から来日し、４月から北海道ハイテクノロジー専門

学校（恵庭市）日本語学科で学んでいる張淑誼（チ 

ャン・シュクイ）さん（24）は旅行ライター志望で見事に

フライパンを振るってエビを炒めた。「マレーシアの料理が

珍しかった」と言い「自分の国の料理を作って食べてもら

うのはとても楽しいです」。はつらつと語った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■最終例会 

14 日 
通常例会「活動報告①【各担当委員会】」 
[担当/菅原副幹事] 

21 日 
第 7 回理事会【次年度】 AM11:00 事務局 

通常例会「活動報告②【各理事、IM実行委員会】」 
[担当/菅原副幹事] 

28 日 
親睦夜間例会 「2015-16 年度最終例会]  
[担当/親睦活動委員会] ※ご家族出席例会 

7
月 

■会員増強セミナー ■ガバナー公式訪問 

5 日 
通常夜間例会 「各理事の活動方針」 [担当/理事
会(進行/菅原幹事)] 

10 日 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー 

12 日 
通常例会「各担当委員会の活動方針」 [担当/理事
会(進行/菅原幹事)] 

12-15 日 友好クラブ RI 第 2620 地区 長泉 RC 訪問 

19 日 

会長・幹事・会長エレクト懇談会（PM4:30） 

理事懇談会（PM5:30） 

通常夜間例会 「ガバナー公式訪問」 [担当/SAA] 

26 日 
第 8 回理事会 PM5:00 事務局 

親睦夜間例会 「ザ・テラス」 [担当/親睦活動委
員会] ※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

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
「市民盆踊り出店事業」支援 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/未定」 [担当/理事
会(進行/本村会計)] 

9 日 通常例会「未定」[担当/会員増強・維持委員会] 

16 日 
親睦夜間例会  「未定」 
[担当/親睦活動委員会] 

19 日 千歳 RAC「市民盆踊り大会出店事業」支援 

23 日 
第 9 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 [担当/友好クラブ委員会] 

30 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

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（会長、幹事） 

6 日 通常夜間例会 「未定」 [担当/社会奉仕委員会] 

13 日 
通常例会「未定」 [担当/友青少年奉仕・ローターアク
ト委員会] 

20 日 
親睦夜間例会 「未定」 
[担当/親睦活動委員会] 

27 日 
第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 [担当/職業奉仕委員会] 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、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 ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

４日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/四方会長エレクト)] 

次年度理事 立候補・推薦の手続き 

8 日 RI 第 2520 地区 岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 


