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 WELCOME   副幹事 菅原 百合子 

重原 祐治 様 北海道ユニセフ協会 相談役 

 

 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 28名で行って参り

ました。その時に来られなか

ったメンバーの方に気持ちで

すが、お菓子のお土産を持

ち帰りましたのでお配りしました。今日来られなかった方に

は後でお渡しします。 

また、今月 2 回目の例会で、あと 2 回で私の年度も終

わりになります。今日は各委員会委員長の活動報告と

いうことでございます。一年間本当に有難うございました。

簡単ではございますが、会長挨拶とさせていただきます。 

 

 空港募金箱募金贈呈式   

国際奉仕、空港募金箱委員会 委員長 古木 克紀 

年に一度、このような寄付事

業となりました。本日は報道

各社の記者の方がお見えに

なっています。ただ今より一年

間、空港募金箱で回収いた

しました外貨を本日、お出で

いただいた北海道ユニセフ協会へ寄付したいと思います。 

── 北海道ユニセフ協会より感謝状を頂戴しました。 

 

 幹事報告  幹事 齊藤 博司 

 岩沼ロータリークラブ会長の田中勲様よりお礼状と共

に写真が届いています。またメロン組合のメロンも届き

ました。まだ熟れていないので、食べごろにお召し上が

りいただきます。 

 ガバナー月信 5月号に新会員臼田さん、石川さんが

掲載されています。 

 

 委員会報告・連絡   

次年度幹事 菅原 百合子 

2016-2017 年度の組織図、例会プログラム訂正版を

レターボックスに配布しました。組織図では社会奉仕委

員会 福島委員長、ロータリー財団委員会 大久保委

員長がミスプリントで変更になっております。例会プログラ

ムでは、千歳ローターアクトクラブ盆踊り支援が 8 月 20

日となっていましたが、8 月 19 日に日程が確認されまし

たので、こちらも変更になっております。 

例会出席状況（2016 年 6 月 14 日） 

会員数 

 
40名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  10（3）名 

出席率 75.00 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

出席者数総計  31名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 6 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 80.00 ％ 
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親睦活動委員会 副委員長 本村 和貴 

先週も回覧させていただきましたが、「2015-16年度最

終例会」の出欠の確認を取らせていただきたいと思いま

す。回覧を回させていただきますので、ご記入をお願いし

ます。他に「尾本年度最終ゴルフコンペ」「古希祝ゴルフ

コンペ」「千歳 RAC 汪会長年度最終例会」のご案内も

併せて回覧させていただきますので、ご記入の程宜しくお

願いいたします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 本村 和貴 

尾本眞二 会員：「ちゃんと」に植樹祭の記事を大きく

取り上げていただきました。 

大下和志 会員：先日、佐々木さんに初めてゴルフに

連れていっていただき大変ご迷惑をお掛けしました。有難

うございました。これから 8 月まで弓道教室があり、火曜

日の例会が休みがちになります。宜しくお願いします。 

石川貴美子 会員：ゴルフを始めて 4 年になりますが、

やっと 100 を切りました (^^)v 

羽芝涼一 会員：尾本会長、友好クラブ委員長でした

が何もしませんでした。すみません m(__)m 

関根 悟 会員：先日、岩沼に行かせていただいて、

会費のお釣りまで頂きましたので、しっかりニコニコします。 

他にも植樹祭ご参加の多くの皆様にニコニコしていた

だきました。ご協力大変有難うございました。 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「今年度の活動報告①【担当委員会】」 

担当 副幹事 菅原 百合子 

それでは、早速今年度の活動を各委員長にご報告いた

だきます。宜しくお願いします。 

職業奉仕委員会 委員長 羽生 有三 

1月に職業奉仕とは何ぞやということで勉強会をさせてい

ただきました。職業奉仕とはロータリークラブの魂のような

もので、一番大事なものだと思います。入会する時に職

業奉仕とは何ぞやということを勧誘する時にはなかなか

説明出来ません。まして、職業奉仕というのは他のクラブ

と唯一違うところです。ライオンズクラブとロータリークラブは

どうして違うのか。ロータリアンは威厳を持って言えることは、

職業奉仕活動をするからです。まだまだ我がクラブでも実

際に一番難しい内容ですが、勉強して次年度の職業奉

仕委員会でも少しずつ勉強会をやってもらって、少しでも

勉強していただけたら良いと思います。この職業奉仕は

各々の会社の事業でやっていくもので、表に見えないも

のですから各自がやっていただきたいと思います。最初企

業された若い人では、職業奉仕を実践することは私はほ

とんど無理だと思います。ですから、ある程度年を取って

会社が安定してから、出来たら職業奉仕に参加していた

だきたいと思います。あとは 2 代目 3 代目、歴史のある

会社の社長さんは模範となって職業奉仕に参加してくれ

ると有難いと思います。あくまでこれは個人個人の奉仕

活動ですので、ここであえてこんな事をしたというのはあり

ません。是非また次年度の職業奉仕委員会の方に勉

強会をしてくださることをお願いして活動報告といたします。

宜しくお願いします。 

 

国際奉仕、空港募金箱委員会 委員長 古木 克紀 

当初 3 名でスタートしましたが、佐々木俊哉会員が退

会されました。私と笹谷副委員長とで主に空港募金箱

の回収作業並びに選別作業を行う委員会でした。今年

度14回、国際線ターミナルビルを訪れ回収作業を実施

しました。またその度に選別作業では、例会終了後、多

くの会員のご協力のもと選別作業をしていただき誠に有

難うございました。空港募金箱については、今年度創立

25 周年記念事業の一環で千歳市奨学基金として 30

万円の寄付と本日、一年間回収しました外貨を無事北

海道ユニセフ協会へ寄付いたしました。笹谷副委員長と

二人でなんとか空港募金箱の回収を行う事が出来まし

た。以上活動報告といたします。有難うございました。 

 

青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 四方 信次  

昨年の今頃、当委員会委員長ということで、今年度の

役割ということで、自分自身もともと青少年の活動はして

いましたから、夢膨らませてという段階でした。初めに地

区協議会の青少年奉仕部門に参加しまして、ローター

アクト、インターアクトの活動を見せていただき非常にいろ

いろな構想が頭にあったのですが、なかなか自分自身の

時間が取れずローターアクト例会の参加率も悪かったで

す。そういった部分で参加させてもらってそれなりの話をさ

本日のニコニコ BOX 合計額 29,650円 

今年度 累計額 884,650円 
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せていただいたというだけで何も活動展開に結び付けら

れませんでした。非常に反省をしております。市民盆踊り

大会の手伝いなど皆さんにも協力していただきましたが、

そういった部分でもただ与えられた事をやっただけだなとい

う感じで本当に申し訳ないと思っています。次年度に関

しては青少年奉仕から離れますが、1ロータリアンとしてま

たアクト並びに青少年活動に関しては協力していきたい

と思いますので宜しくお願いします。 

 

ロータリー財団委員会 委員長 多賀 勲 

11 月はロータリー財団月間として、ロータリー財団でどの

ような事業をしているのか、また皆様から集めた寄付金が

どんな事業に使われているのかをスライドを交えて齊藤会

員に詳しく説明していただきました。私も勉強不足でたい

したことが出来ませんでした事をこの場を借りてお詫び申

し上げますと共に、尾本会長のもと一年間有難うござい

ました。次年度委員長、ロータリー財団についてはなかな

か難しくてわかりません。この辺りを齊藤幹事が詳しいの

でアドバイスがあれば次の委員会は楽になるのではない

かと思います。宜しくお願いします。 

 

齊藤幹事 

多賀委員長の指示によりご説明します。財団の寄付に

つきましては、11 月 6日に 39名、3月 30日新会員

2 名計 41 名×一人 100 ドルを寄付させていただいて

います。RI としては一人 150ドルという希望的観測があ

ります。ポリオプラスについても 11月 6日、当クラブとして

は202.7ドルの寄付をしています。ポリオプラスは一昨年

度は約 3 万ドル集まり、ポリオデーを実施した昨年度は

10 万ドルを超えています。今年度は 5 万ドルぐらいしか

集まっていないようです。5 万ドルのうちの 200 ドルは我

がクラブが出したということを自負しています。未来の夢計

画に従って 3 年間やってきましたが、来年度から地区財

団委員会が様変わりします。RYLA と学友会が抜けて

新たな学友会という組織を作ります。財団の資金を目

当てにいろんな会が出来ております。従って予算の配分

が物凄く少なくなってきているのが現状ですので宜しくお

願いします。 

 

米山記念奨学委員会 委員長 土居 栄治 

ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンか

らの寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に

奨学金を支給し支援する国際事業です。10 月は米山

月間ということで、2015年 10月 13日の例会で、なか

なか話をしてもわかりにくいので、映像を見ていただいたほ

うが良いと思い、DVD で「ロータリー米山記念奨学事業

のいま、ひろがれ！人づくりの輪」をご覧いただき、米山

奨学会の事が多少でもわかっていただけたと思います。

米山奨学生は 10 年前では 1 年間 1,000 人以上お

りましたが、現在は 700 名ほどです。非常に運営が厳し

くなっています。どうか普通寄付だけでなく特別寄付もご

協力を宜しくお願いします。 

 

友好クラブ委員会 委員長 羽芝 涼一 

友好クラブ委員長でしたが、

今年度は何も活動せず 5

月 24日例会では、野村證

券㈱から講師を呼んで卓話

をしていただきました。尾本

会長には申し訳ないことをし

ました。野村證券とは私が 10年前からの付き合いでファ

ンド等の商品を買いながら資産運用をしている関係で、

安保威様が卓話をしてくれました。興味のある方はまた

お聞きください。長泉ロータリークラブとの友好クラブの関

係は、この 7 月 12 日から高塚会員の素晴らしい日程

表のもとに行って参ります。尾本会長、大変申し訳あり

ませんでした。 

 

SAA 岩下 誠 

昨年始まる時に活動計画に

掲げて いた SAA と し て

100％例会出席という目標

は残念ながら達成出来ませ

んでした。これが残念なことと

して一点あります。今年度は

例会の司会進行を始めとして 7 月のガバナー公式訪問

や 11月の創立 25周年記念例会、4月にインターシテ

ィミーティング（IM）が開催されるという年で、周年記念

事業と IM が同年度に開催される珍しい年度であったの

ではないかと思います。数年に一度しか巡って来ない年

度に通常例会以外で司会進行役を経験させていただ

いたことは、私自身大きな財産になりました。また次の糧

にしていきたいと思っています。通常例会の司会の中で

は、理事会などを通じてゲスト、ビジターの来訪やプログラ

ム内容をしっかり把握して、スムーズな例会運営をしなけ

ればならなかったところではありましたが、中々イレギュラー

な事にすぐに対応できずにその時々諸先輩からアドバイ

スをいただきながら、応急的に対応する場面もありました。

もっと例会の雰囲気、進行状況などその場に応じた対応

が出来るようになければならないとまだ勉強が足りないと

感じる所が多かったように思います。また、例会中の私語

や携帯電話の着音など例会開始前にアナウンスするなど

もっと改善すべき点があったことと思います。SAA 担当例

会は、ロータリー創立 100 周年にちなんで、千歳セント

ラルロータリークラブの創設時のビデオを皆さんで観たり懐

かしい場面があったかと思います。そういったものが出来た
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のは非常に良かったと思います。創立 25 周年記念例

会、IM はオープニング映像が乱れるというハプニングなど

少しバタバタした開演を迎えてしまい準備不足が悔やま

れるところです。式典の進行、台本作成など諸先輩に頼

りっぱなしでもっと自ら積極的に取り組むべきであったと反

省するところです。その中でも創立 25 周年記念例会の

司会では他のロータリークラブの会員から落ち着いた進

行だったとお褒めの言葉をいただくことも出来たので、その

点は良かったと思います。このSAA(会場監督)は、会長

経験者が基本なるという事が大前提にあるようなのです

が、そういったところではないところで今回務めさせていた

だきました。新しくなられた次の SAA の方が困らないよう

に例会連絡票を一年間貯め込んで私なりに残しておき

ましたので、次年度 SAA の月俣さんにこれをバトンタッチ

したいと思います。 

 

親睦活動委員会 委員長 武田 伸也 

（代理報告 副委員長 本村 和貴） 

武田委員長が本日欠席ですので、私が代わりに報告さ

せていただきます。親睦例会の内容等に関しましては、

ほぼ武田委員長におんぶに

だっこだったのですが、お話

させていただく中で、ただの

飲み会にならないようにとい

うことでいろいろと企画させ

ていただきました。皆様いか

がでございましたでしょうか。当初目標としておりました出

席率は親睦例会では今日現在 84％となっています。

最終例会が残っていますので、なんとか目標としていた

85％をクリアしたいと思っております。また、親睦例会の

司会を私が何度か担当させていただいたのですが、何分

不慣れで皆様にはご迷惑をお掛けした事をこの場を借り

てお詫び申し上げます。ただ私としては非常に良い勉強

をさせていただいたと思っておりますので、感謝申し上げま

す。以上で活動報告とさせていただきますが、親睦委員

として最終事業がまだ残っております。今年度最終例会

を 6月 28日こちらの会場で開催させていただきます。会

員ご家族の出席も承っておりますので、是非一人でも多

くの皆様ご出席いただきますようお願いします。目標とし

て出席率 100％を目指しますので、皆様のご協力を宜

しくお願いします。 

 

出席・ニコニコ箱委員会 委員長 野口 三恵子 

（代理報告 副委員長 本村 和貴） 

野口委員長も欠席ということで、私のほうから報告させて

いただきます。 

ニコニコ BOXは予算 80万円に対しまして、前回までの

累計が 85 万 5 千円となっております。一年前に野口さ

んとお話させていただいた時に「ニコニコが全然集まらなか

ったらどうしよう」と心配をしていましたが、皆様の多大なる

ご協力のもとたくさんのニコニコが集まったことに対してこの

場をお借りしまして感謝申し上げます。有難うございます。 

出席委員の活動報告ですが、こちらも皆様のご協力の

おかげで高い出席率になりました。今年度は例年を見ま

しても非常に出席率が良く年間平均で 78％を超えてい

ます。これも皆様のご協力のおかげだと思っております。

今年度の例会も 2 回となりましたが、引き続き皆様のご

協力を賜りますようお願いいたします。 

 

クラブ研修、新会員研修委員会 委員長 大久保 尚 

私の役割は入会 3 年未満の方にロータリーはどういうも

のかをお伝えするという話でした。教材は前任者の岩下

会員からいただきまして、ほ

とんど手を加えるところがな

いくらい完璧なものでした。

私なりに少しアレンジをさせ

ていただいて、今年は新会

員研修の講義の後に小テ

ストをさせていただきました。テストを作る時にも退屈にな

らないように考えながら作ったのですが、自分なりに凄く勉

強になりました。今までわからなかった事を人に教えるとい

うことがいかに大事かという事を実感した限りです。来年

度は彦坂会員が委員長です。酸いも甘いも知り尽くして

いる会員ですので、次の新会員研修を受ける方は、非

常に勉強になるのではないかと思います。今年ロータリー

の規約等がいろいろ変更になっております。来年出来れ

ば私も新会員研修に参加させていただいて、勉強したい

と思います。3 年未満とは言わずに参加されるととても為

になると思いますので、皆さんご一緒に参加するようにし

ましょう。 

 

会報、広報委員会 委員長 岩室 秀典 

先ずは委員会に関係なく当初の自分としての目標、出

席率 100％はメーキャップを

含めて何とか達成することが

出来ました。会報委員とし

ては、写真撮影の取りこぼ

しも多くあり、またろくな写真

が撮れていない事もありまし

たが、事務局上野さんになんとかリカバリーしてもらい一

年間終わることが出来ました。一年間本当に皆さん有

難うございました。 

広報活動においては、市内各所ロータリーの友を配った

ことと札幌競馬場々長を招き入れたぐらいしか出来ませ

んでした。今後は委員会に関係なく自分で出来る広報

活動を何とかしていきたいと思いますので、宜しくお願いし
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ます。 

 

雑誌委員会 委員長 高塚 信和 

2015-2016 年度のロータ

リーの友は 12回発刊されま

したが、月初めの例会で国

際ロータリーの動き、日本の

ロータリーの動きあるいは第

2510 地区のトピックスをわ

かっていることについては、お話を早めにニュースを流しま

した。今月初めにも説明しましたが、国際ロータリーの定

款その他規定細則が変わって、その内容について逐次 4

項目に分けてご説明しました。6月号を良くご覧いただけ

れば内容が網羅されていますので、是非その辺りを汲み

取っていただいて内容を熟知していただきたいと思います。

次の方は古木さんと羽芝さんの同級生コンビですので大

いに次年度の発表を楽しみにしております。 

 

会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委員長 高木 昌人 

活動の当初、会長の指針に会員 40名達成という明確

な指針が出されており、それ

なりの意図をもって私を指

名されたのではないかと拝

察しつつもその期待に応え

ることが出来ず大変心苦し

い一年間となってしまいまし

た。全く機能していない中で、先輩を始めとする会員の

方々のご尽力のおかげで 40 名を達成されたことは非常

に喜ばしく、敬意と感謝の気持ちでいっぱいでございます。

残念ながら退会者が 1名生じてしまった事も含め、会員

維持・増強委員会としては、力不足を痛感する一年間

でございました。もう一点は担当例会を 3 回担当させて

いただきました。8月のワインの話、12月は鮨の話、4月

は介護問題の 2025 年問題についての話をさせていた

だきました。これは、何とか例会に興味を持って出席率を

上げていただけたらという意図もあり、講師の方と準備に

時間を割いたつもりではありましたが、出席率は 70％、

66％、そして 71％という残念な結果になってしまいまし

た。個人的には貴重な大変勉強させていただく一年間と

はなりましたが、一年間、大変皆様に支えられた委員会

となってしまいました。有難うございました。 

 

 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21日（火）は、通常例会「今年度の活動報

告②【各理事、IM 実行委員長】」 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  

足紋 身元確認の手段に…石川で初のデータ採取

イベント 

指紋のように足の裏にある「足紋」を身元確認手段とし

て広めようと、石川県珠洲市で９日、市民を対象に足

紋データを採取する

イベントが初めて開

かれた。 

足紋は指紋と同じよ

うに終生不変、万人

不同の特徴がある。

登録しておけば、Ｄ

ＮＡ鑑定よりも短時

間、安価で身元を特定できることから、警視庁で捜査

１課長を務めた光真章さん（68）が確認手段として

普及を目指している。 

珠洲市は光真さんの故郷で、地元のロータリークラブも

開催に協力。市民ら約70人が参加した。データは本人

に持ち帰ってもらい、必要な際に活用してもらうという。 

足の指の付け根にある皮膚が盛り上がった隆線を、大

手電機メーカーが開発したスキャナーで読み取っていった。 

  

 SCHEDULE  

 

 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■最終例会 

21日 
第 6 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】」 

28日 
親睦夜間例会 「2015-16 年度最終例会]  
※会員家族出席例会 

7
月 

■RID2510 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・委員の活動方針] [担当/理
事会(進行/幹事:菅原百合子)] 

① 各理事の活動方針 ②松坂実行委員長の抱負 ③齊藤地 
区奨学金委員長の抱負 

10 日 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー（札幌） 

12 日 

通常例会「各担当委員会の活動計画」 [担当/理事
会(進行/幹事 菅原百合子)] 

※各担当委員会の活動の確認･打合せを実施 その後各担当
委員長の抱負発表 

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(委員
長 月俣美子)] 

※会員は PM6:00 までに例会場集合 ガバナー入場歓迎 
※100％出席を目指します 

26 日 
親睦夜間例会 「ザ･テラス] [担当/親睦活動委員会
(委員長 大下和志)] 

※千歳ローターアクトクラブ合同例会 


