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 会長あいさつ   会長 尾本 眞二 

こんにちは。今年度もあと２回の例会ということになりまし

た。昨年 7 月に会長に就いた当初は、例会で挨拶する

のが嫌だなあと思っていましたが、早いものでもう一年が

経ちました。次回は最終例会となります。出席率

100％に皆様ご協力いただきますようお願いします。今

日は今年度活動報告の 2 回目です。各理事、IM 実

行委員長宜しくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 齊藤 博司 

 国際ロータリー2016 年規定審議会立法案採択

集が届きました。 

 東京麹町ロータリークラブ創立 50 周年記念事業

で発行した冊子「想い出草」が届きました。 

 「千歳市青少年非行・被害防止市民総ぐるみ運

動・社会を明るくする運動」セレモニーのご案内 

○ 日時：７月２日（土）13時から 

○ 会場：北ガス文化ホール 

参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

 本日、岩沼ロータリークラブより頂戴したメロンを各テ

ーブルに出してもらいました。「クールボジャー」という

メロンです。お召し上がりください。 

 恵庭ロータリークラブより役員交代の挨拶状が届き

ました。 

 米山記念奨学会寄付明細書、ロータリー財団クラ

ブ別寄付金明細書が届いています。 

 

 ご協力のお願い  入口 博美 会員 

皆様にお願い事がございま

してお話させていただきま

す。今日千歳商工会議

所から書類が届いたという

ことで、私の方からお話さ

せていただきます。商工会

議所はまちの賑わいづくりのためにいろいろなイベント等を

打っております。この度、７月 28～30 日の三日間、グ

リーンベルト芝生公園・河畔広場において「第４回ちと

せ川ビール祭」というイベントを

展開します。そこで、昨年も皆さ

んにお願いしましたが、ビールの

チケットを販売させていただきた

いと思います。今日は声掛けを

しませんが、次回例会から逐次

皆様にご購入いただくような方

向にさせていただきます。是非ご

協力の程宜しくお願いします。 

 

 委嘱状  進行：副幹事 菅原 百合子 

第 2510 地区武部實ガバナーエレクトからの委嘱状を

尾本会長より伝達しました。 

 

齋藤博司 会員 

2016-2017年度 国際ロータリー 第 2510地区 

例会出席状況（2016 年 6 月 21 日） 

会員数 

 
40名 

会員出席者数 22名 

欠席者数（内：無断欠席）  18（3）名 

出席率 55.00 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  22名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 6 月 14 日） 

確定出席率（MU 含む） 75.00 ％ 

 

 

 

 

 

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 

〒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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 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

本日初めてニコニコ BOX を

担当させていただきます。 

皆様ご協力の程宜しくお願

いします。 

 

尾本眞二 会員：先ほど入

口さんからビール祭の紹介を

してもらいました。これは千歳

セントラルロータリークラブにき

たものですが、どういう内容か

わからなかったものですからお

願いして説明してもらいまし

た。 

入口博美 会員：会長が

言われたように私の方からお

願いさせていただきました。 

松坂敏之 会員：先週欠

席しまして、岩沼植樹祭の

お釣りをそのままニコニコしま

す。 

齋藤博司 会員：臼田会

員の初仕事にニコニコ(^^) 

井上英幸 会員：先日新

聞に載っておりました。岩沼

植樹祭の次の日、とんぼ返

りをしまして当日総会がござ

いました。今年度と次年度

の２年間、千歳市町内会連合会の副会長を任命され

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②【各理事、IM 実行委員会】」 

担当 副幹事 菅原 百合子 

先週に引き続きまして今年度の活動報告を行っていた

だきたいと思います。 

 

社会奉仕委員会 委員長 井上 英幸 

皆さん、今月号の「財界さっぽろ」を見ましたか？実は、

次年度ガバナー武部さん

の「ロータリーとは」という記

事が載っています。例会で

配布された資料の内容が

ほとんど載っていますので、

お買い上げはセブンイレブ

ンで宜しくお願いしたいと思います(笑) この文章の中で、

ロータリーとはという活動の中に、地域と共に与える活動

ではなく地域の方々の活動に参加し、共に活動すること

によってロータリーの意義と存在を知っていただくことが重

要です。地域に溶け込んで地域と共に活動しなさいとい

う事が書いてありました。社会奉仕委員長を一年間仰

せつかりまして、主だった仕事というか大した仕事は出来

なかったのですが、清掃活動につきましては、皆さんに多

大なるご協力をいただきながら駅前周辺の清掃をしっか

りやることが出来ました。改めて感謝を申し上げたいと思

います。また来年は長泉ロータリークラブとの締結 20 周

年です。これに先立ちまして、駅前の桜の木を昨年秋に、

10年ぶりぐらいに手入れをさせていただきました。理事会

で承認と予算をいただき、我々素人では出来ないもので

すからプロの造園やさんに費用をかけて桜の木の手入れ

奨学金委員会 委員長 

ロータリー財団委員会 委員 

学友委員会 委員 

危機管理委員会  委員 
本日のニコニコ BOX 合計額 10,475円 

今年度 累計額 895,125円 
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をさせていただきました。やはり 10 年ぶりに手入れをした

ということで、アリの巣があったり相当傷んでいました。今

年の春にどのように咲くかと楽しみにしていましたが、あまり

良くありませんでした。桜の木は毎年、毎年手入れをして

いかなければ虫が付いたりしてダメなそうです。来年以降

もどういった形で手をかけていくのか検討されては如何かと

思っています。そんなように大した活動は出来ませんでし

た。申し訳ございませんでした。（中略） 

私達千歳セントラルロータリークラブは会員が増えて非常

に喜ばしい限りではございますが、イコール高齢化も進ん

でおります。こういった人たちにもどんどんクラブの活動に参

加していただいて健康で長生きしていただきより地域のた

めに活動していただければと思います。以上で報告を終

わります。岩沼植樹祭参加という大きな事業を行いまし

たので、担当の松坂副委員長から報告していただきます。 

 

社会奉仕委員会 副委員長 松坂 敏之 

井上委員長から「岩沼の事だけをやってください。後は私

がしますから。」という事でした。植樹祭は皆さんのおかげ

で無事成功することが出来ました。ちょうど一昨年、当時

の白木会長が「植樹祭を３回します」と高らかに宣言し

て以来の計画でございました。結果的に今考えてみれば

それは、正解だったと思います。今回 28名の皆さん方に

ご参加いただきました。義理の部分もあるし、いろいろな

絡み合いで付き合ったいただいた方がほとんどだと思うの

ですが、その中で、初めて行った方は考え方が相当違う

ように思いました。東日本大震災の凄さやその復興など

を自分の目でそして耳で体験することによって、行って良

かったという反応が非常に多かったです。そういう意味で

は、第２回をやって良かったと思っておりました。大成功

かなと思います。それからもう一つ思ったのは、ああいった

小旅行をすることによって仲良くなり団結が強くなる感じ

がしています。今後このような機会は無いかもしれません

が、時を見て例えば温泉旅行やこじ付けてどこかに行くな

どの企画をクラブでするのも一つの方法かなと思っておりま

した。勝手な自分の感想ですが、クラブが団結する一つ

の旗印が必要だと私自身は思っております。皆さんのご

協力に感謝いたしまして報告と致します。 

 

会長 尾本 眞二（会員増強・維持委員会 担当理事） 

今年、RI 会長賞の部分で、会員増強では女性会員の

増強が 1 名必要でした。

松坂会員、菅原会員の

おかげで何とか土壇場で

女性会員が入会し、何

とか RI 会長賞は 90％

ぐらいはもらえそうな気が

いたします。また会員拡

大の部分では、臼田さんに入会していただき 40 名の目

標を達成でき、私なりには本当に満足しております。また

関根年度には2名がほぼ入会する予定ということで、42

名、更に 45 名、50 名と目指しているそうですので期待

しております。一年間、本当に有難うございました。 

 

幹事 齋藤 博司（奉仕プロジェクト委員会 担当理事）  

奉仕プロジェクトということですが、各委員長さんが既に

報告しておりますので、これについては割愛させていただ

きます。そして、幹事として昨年の今頃はいっぱいいっぱ

いでした。菅原次年度

幹事も今、大変だと思

います。 

今井委員長の下に創

立 25周年記念事業が

成功裡に終わったこと。

その時には喧々諤々の

会議が多数行われ、結果的に皆様に喜ばれたことが心

に刻まれております。また、坂井ガバナー補佐を盛り上げ

ようと IM 実行委員会 田口委員長を始め高木、関根

両会員が寝ないで頑張っておられていたのをつぶさに見

ておりました。本当に有難うございます。頭が下がる思い

です。最後に皆さん、幹事を経験してください。ロータリー

が早くわかるのは会長ではなく幹事です。幹事を経験さ

れると良いと思います。もう絶対にやることは無いと思いま

すが、何度もやって経験されると良いと思います。宜しく

お願いします。 

 

会計 四方 信次（クラブ管理運営委員会 担当理事） 

各委員会ともしっかりやっていただいて、私は名前だけで

した。会計についても何

もしなかったかなという

反省の 1 年でした。次

年度本村会計は既に

しっかりやられているとい

う部分が非常に感心さ

れ、非常に反省してお

ります。 

 

会長エレクト 関根 悟 

経験の浅い入会 3 年の私が会長エレクトの役職を頂き

クラブの歴史、ロータリー

の意味も解らない私は、

まず１年間休まず例会

に出て少ない期間で経

験を積むことを自分の目

標とし邁進してまいりまし

た。IM では、大変いい
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経験ができました。１年間でどれだけのことを吸収できた

のか分かりませんが、早いもので新体制が始まります。 

私の年度では、友好クラブ 20 周年が集大成となります

が、７月にチャーターメンバー数名の皆さんと諸先輩数

名で長泉ロータリークラブに訪問し友好クラブの歴史と意

義をしっかり学んできたいと思います。新体制がもうすぐ

始まりますが、変わらぬ諸先輩方々のお力添えをどうか

お願い申し上げます。 

 

創立 25周年記念実行委員会 委員長 今井 章夫 

前年度、白木会長年

度に創立 25周年準備

委員会を組織して創立

記念例会のあり方を考

え、意見の集約をはかり

ました。このことを参考に

し、本年度尾本会長の

もと、実行委員会を組織して全員の力を結集し、記念

例会を成功裏に成し遂げる事が出来るよう準備を進め

て参りました。その結果、式典、祝賀会が山口市長を始

め各団体、ロータリー関係の方が多数参加して盛会裏

に終了することが出来ました。特に、武田副実行委員

長を中心にした実行委員会のメンバーの方々の活躍に

私自身、目を見張る思いでした。 

また、今後この 25 周年記念例会を参考にしながら、周

年事業の在り方について、ロータリー内部で今後いろい

ろと検討していくべきではなかろうかと思います。千歳セン

トラルロータリークラブがこの 25 周年を契機に創立 30

周年、創立 50 周年と新しい歴史を築いていくことを私

は願うばかりです。 

ここに改めて会員全員の力の結集で創立記念例会が

成功に終わることが出来たことに感謝申し上げます。有

難うございました。そして、記念例会当日、私自身の事

情によりまして出席することが出来ませんでした。その事

をお詫び申し上げご報告とさせていただきます。有難うご

ざいました。 

 

IM実行委員会 委員長 田口 廣 

せっかくですので、地区国際奉仕委員会の報告もさせて

いただきます。2004 年から地区委員に任命され、足掛

け13年間地区国際奉仕に行っておりました。昨年暮れ、

次年度人事ということで、

正直に言うともう少しや

ってもよいかなという気持

ちもありましたが、委員

会の中で私が一番年長

で、最初に首を切られた

という経緯があります。

意外とあっさりと終わってしまいました。その後一切何もあ

りません。少し寂しい部分もありますが、クラブの皆様には

約 10 年間、奉仕活動にお付き合いいただきまして誠に

有難うございました。これにより私自身、国際奉仕の勉

強にもなり、縁のないタイに行きまして、国際奉仕の本

当の意味も分かった気が致しました。その流れで国際奉

仕の事業が大きく展開されたのも地区国際奉仕委員会

に行ったからだと思います。現在、空港にある募金箱も

参考になったのではないかと思います。いずれにしても国

際奉仕は、今大事な時にきております。というのは今回

の IM 講師の原田さんと繋がりますが、国際奉仕に関し

ましては、皆様方のご協力本当に有難うございました。 

 

今年度、坂井ガバナー補佐の下、4 月にインターシティミ

ーティング IM をメンバー皆様のご協力により、盛況の中、 

無事に挙行することができました。有り難うございました。

当日に至るまでには、昨年 7月に尾本会長、齊藤幹事

から IM 実行委員長をやってほしいと言われた時に、素

直に受けられませんでした。しかし、好きな事をやってくだ

さいということで始まったのが IM でしたが、如何せん私の

やりたいこととは少し違いました。一応受けた以上はしっ

かりやろうという気持ちで、高木副実行委員長、関根委

員、そして坂井ガバナー補佐の下、7月から第 1回目の

委員会が始まりました。4 月までに約 10 回の委員会を

重ね、挙行に至りました。万全な体制で迎えた当日でし

たが、不備な部分がいくつかあり、諸先輩からご指摘を

受ける点もありました。実行委員長として、至らない部

分が多々ありましたが、メンバー皆様の力でカバーして頂

きました。懇親会では当クラブらしい、若さとパワーの有る

ところをパフォーマンス出来たのではないかと思います。メ

ンバー皆様のご協力に感謝申し上げ、委員会報告とさ

せて頂きます。有り難うございました。 

 

副幹事 菅原 百合子（クラブ広報委員会 担当理事） 

クラブ広報委員会担当

理事となっておりますが、

先回各委員長から報告

がありましたので、私から

は割愛させていただきま

す。私が今年度やってき

たのは、プログラム委員

長と副幹事という役職に就かせていただきました。プログ

ラム委員長になるまでは、どの様な流れでプログラムが作

られているのかなど全くわからない状況でしたが、前年度

高木委員長に教えていただきながら、1 年過ごして参り

ました。その時々の卓話やテーマなど、担当委員長が考

えて下さってのより良い例会プログラムになっていたと思い

ます。1 年間、プログラム委員長等を名乗らせていただき
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ましたが、私一人では何も出来ることがなく、担当委員 

長はじめ会員の皆様のご協力のもとで 1年間を終えるこ

とが出来ました。有難うございました。 

副幹事としての 1 年を振り返ると、次年度幹事としての

1 年間何をしたらよいのか、齊藤幹事をお手本に会長、

事務局との密な連絡、打ち合わせをどの様に行っている

か、例会プログラムの計画、予算他、クラブの運営などい

ろいろな勉強をさせていただきました。副幹事の最初の

半年は全く何も考えていませんでした。そんなに忙しいも

のかと自分で全く考えていませんでしたが、残りの半年を

振り返ると、周りが「忙しいよね」と言ってくださるにもかか

わらず、自分では何も考えていませんでした。段々と頭が

痛くなるような忙しさになってきております。でも本当に勉

強不足ですが、努力をしながらわからない事はわかる方

に聞きながら、次年度につなげていきたいと思いました。

今年度本当に有難うございました。また、新年度も宜し

くお願いします。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 菅原 百合子 

次回 6 月 28 日（火）は、親睦夜間例会「2015‐

2016 年度最終例会」 です。担当は親睦活動委員

会です。開会点鐘 18時 30分、定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

第 7グループ第 4回会長・幹事会 

6月 23日、第 2510地区第 7グループ第 4回会長・

幹事会がホテルグランテラス千歳で開催されました。 

今年度の各クラブ会長・幹事と次年度各クラブ会長・幹

事、次年度及び次々年度ガバナー補佐が顔を合わせま

した。 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■最終例会 

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(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 

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(委員長 大下和志)] 
※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(委員長 野口三恵子)] 

16 日 
親睦夜間例会  「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

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(委員長 松坂敏之)] 

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(委員長 高塚信和) 

20 日 
親睦夜間例会 「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

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(委員長 今井章夫)] 

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 


