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 WELCOME  会長エレクト 四方 信次 

櫻井 靖浩 様 (株)ヒロトミ建設 代表取締役 

本村 信人 様 リサイクルファクトリー(株) 

千歳事業所 所長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日は、障害者施設での

無差別殺人、商工会議

所でもご不幸がありました。

深くご冥福をお祈り申し上

げます。 

ローターアクトとの合同例

会となっております。肌寒い

ですが、テラスで楽しく過ごしましょう。本日、岩室会員が

桜井さんを連れてきています。私も本村さんに参加頂き

ました。もう 1 名参加予定者がキャンセルになり、7 名に

参加を打診しましたが断られへこみましたが、会員増強

45 名達成に向け頑張っていきます。親睦例会楽しく飲

みましょう。 

 

 千歳 RAC会長あいさつ   

千歳ローターアクトクラブ 会長 吉岡 毅 

千歳ローターアクトクラブか

らは、7 名で出席させてい

ただいております。本日は、

毎年恒例の 8 月の盆踊り

のチケット販売に伺わせて

いただきました。先日、千

歳ロータリークラブさんの例会にもお邪魔しまして、なんと

その場では過去最高記録を達成し 250 枚というかなり

の枚数を販売させていただきました。今回、千歳セントラ

ルロータリークラブさんは会員数も増えているということで

すので、目標を 200 枚に設定させていただきました。どう

ぞ後ほど宜しくお願いします。今年度千歳ローターアクト

クラブは会員増強を目指して頑張っていきますので、引

き続きお力添えをいただけますと幸いでございます。どうぞ

宜しくお願いします。 

 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 長泉 RC よりお菓子を頂戴しました。冷凍で日持ち

がするお菓子ですので、次回例会（8 月 2 日）にお召

し上がりいただきます。 

 8月 16日移動親睦例会について 

○ 場所：唐々屋 ※内藤会員事業所 

○ 出欠確認簿を回覧しますのでご記入ください。 

 地区代表幹事 橋本耕二様よりガバナー公式訪問

に対しお礼状が届いています。 

 地区大会について 

○ 日程：10月 1日 土曜日（会長・幹事会） 

2日 日曜日（本会議） 

○ 会場：札幌パークホテル 

○ 登録料：15,000円 

例会出席状況（2016 年 7 月 26 日） 

会員数 40名 

会員出席者数 34名 

欠席者数（内：無断欠席）  6（3）名 

出席率 85.00 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  9名 

出席者数総計  43名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 7 月 12 日） 

確定出席率（MU 含む） 76.36 ％ 
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○ 交通手段は人数確定後に決定します。懇親会

は着席スタイルです。出席されたことのない方や予

定が入っていない方は、なるべく出席していただき

たいと思います。 

○ 締め切り：8 月 6 日（土）出欠確認簿を回覧ま

すのでご記入をお願いします。 

 委員会編成変更 

○ 内藤芳雄 会員 親睦活動委員会 副委員長 

○ 島村健一 会員 親睦活動委員会 委員 

 

 千歳 RAC幹事報告  幹事 鳥越 翼 

先日７月に行われました私たちの第１回定例会に千

歳セントラルロータリークラブさんから沢山のご出席誠に

有難うございました。 

８月９日、第５回定例会が ANA クラウンプラザホテル

千歳であります。また、例年通り８月 19 日、グリーンベ

ルトにて千歳ロータリークラブの例会がございます。お時

間のある方はご出席いただければ幸いです。宜しくお願

い致します。 

 

 入会式  進行：幹事 菅原 百合子 

これから島村健一さんの入会式を行います。初めに新会

員紹介を推薦者の関根 悟会長お願いいたします。 

 

新会員紹介 会長 関根 悟 

島村さんのご紹介をさせていただきます。 

島村健一さんは、昭和 48 年１月 12 日生まれの 43

歳。札幌トヨペット(株)千歳店 店長です。家族構成に

つきましては、妻一人、お子様が二人です。ご自宅住所

は千歳市勇舞となっております。経歴につきましては、平

成８年札幌トヨペット(株)千歳店に入社され現在に至

ります。趣味はスキーと書いておられます。前任の成田さ

んに代わり入会されます。大変期待しておりますので、宜

しくお願いします。 

 

 

新会員あいさつ  島村 健一 会員 

初めまして。札幌トヨペット(株)千歳店店長の島村と申

します。成田の後任となりますが、まだ右も左もわかりま

せんので、早く皆さんに慣れてお手伝いしたいと思ってい

ますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 ７月誕生祝   

☆松坂 敏之 会員（昭和 22年７月 12日生） 

☆羽生 有三 会員（昭和 22年７月 25日生） 

☆白木 松敏 会員（昭和 28年７月 18日生） 

☆尾本 眞二 会員（昭和 32年７月 26日生） 

関根会長から誕生日プレゼントの贈呈です。皆様おめ

でとうございます(^^)/ 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 髙木 昌人 

今日はめでたいお話もあ

りましたので、景気の良い

話を宜しくお願いいたしま

す!(^^)! 

尾本眞二 会員：本日

7 月 26 日、ちょうど 59

歳になりました。 

関根 悟 会長：島村さん、ご入会おめでとうございます。 

大下和志 会員：今回初の親睦例会を担当させてい
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ただきます。宜しくお願いします。中学校同級生の島村

さんが入会されました。私も心強いので宜しくお願いしま

す。 

白木松敏 会員：7 月 18 日で 63 歳になりました。

15日、安心な街づくり協議会主催の千歳歓楽街まつり

を実施しました。300 名余りにご来場いただきました。そ

の際に皆様から 1 万円の寄付をいただきました。岩下さ

ん、福島さん、尾本さん、四方さん、坂井さん、臼田さん、

関根さん、岩室さん有難うございました。大下副会長

共々お礼を言います。 

千歳 RAC：8 月 19 日に行われる納涼盆踊り大会の

千歳 RAC の屋台のチケット販売に参りました。これから

皆さんの所を回ってチケット販売しますが、期待を込めて

ニコニコ入れさせていただきます。宜しくお願い致します。 

岩室秀典 会員：髙木さんが初めてニコニコ BOX を担

当してくれたことと、櫻井さんが正式に入会した時には宜

しくお願いします。 

多賀 勲 会員：先日イーグルを出しニコニコしましたが、

23日イーグル会があり、エルムカントリークラブ 17番でま

たイーグルを出しました。 

佐々木俊英 会員：ゴルフコンペで優勝しました。 

高塚信和 会員：テレビのインタビューを受けました。 

髙木昌人 会員：委員長からご指名があり、本日初め

てニコニコBOXを担当させていただきました。閉会まで受

け付けておりますので宜しくお願いします。 

 

 

 映像視聴  

長泉 RC を訪問した際に、テレビ静岡のインタビューを受

けた高塚信和会員のニュース映像をご覧いただきました。

映像をご提供いただいた長泉 RC の吉田雅昭会長から

のメッセージもご紹介しました。 

 

 本日の例会プログラム  

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 

本日はテラスで行う今年

度初めての親睦例会です。皆さん大いに楽しんで下さい。 

本日のニコニコ BOX 合計額 26,000円 

今年度 累計額 107,000円 
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 千歳 RAC盆踊り出店事業 チケット販売  

市民盆踊り大会出店のチケット販売は、過去最高の

222枚となりました。ご協力誠にありがとうございました。 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は8月 2日（火）通常夜間例会「クラブ協議

会/クラブ計画予定及び実施事項の報告」です。担当

は理事会。開会点鐘 18時 30分。 

 

 SCHEDULE  

 

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/クラブ計画及び実施
の報告」 [担当/理事会(進行/会計 本村和貴)] 

9 日 

通常例会「会員増強 資料映像の視聴」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

千歳 RAC 定例会「盆踊り出店について」 

16 日 
移動親睦夜間例会  「納涼例会 in 唐々屋」 
[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 

22 日 千歳川桜プロジェクト街頭募金活動（ちとせモール） 

23 日 

第 9 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「友好クラブ締結 20 周年記念について」 
[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)] 

千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（スポーツセンター） 

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/会長エレクト 四方信次)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
RC･LC･SI･JC 6 団体親睦ゴルフ大会 

RC･LC･SI･JC 6 団体合同懇親会 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 


