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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日は、会員増強維持の例会となります。先日、岩室

会員田口会員の紹介で

桜井さんが入会を決めて

頂き 41 名となるべく現

在、９月入会で勧めてい

ます。45 名達成に向けて

みなさんのご協力お願い

申し上げます。 

土曜日、田口会員含めて

24 名でＪＲＡ札幌競馬

場に伺いました。儲かった

人はあまりいませんが楽し

い１日を過ごせました。機会があればまた伺いたいと思

います。 

昨日、森のワクワクキャンプに田口、岩室会員と３名で

行って来ました。詳しくは、田口会員より御話しされます

のでお楽しみください。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 2016 スカイ・ビア＆YOSAKOI 祭実行委員会より

閉幕に際しお礼状が届いています。 

 本日、午後 7時から千歳ローターアクトクラブ第 5回

定例会が、ANAクラウンプラザホテル千歳で行われま

す。9名が参加予定です。宜しくお願いします。 

 地区大会は先週までに 11 名の方にご登録いただい

ております。登録料を 9 月 6 日（火）までに事務局

へ納入願います。追加登録も 6 日まで受け付けてお

りますので、多くの方のご登録をお願い致します。 

 国際ロータリー2016 年規定審議会に基づき改定さ

れた標準ロータリークラブ定款が発表されました。これ

に準じて当クラブ定款も改正致しました。回覧してお

りますのでご確認ください。 

 8 月 22 日（月）、桜プロジェクトの街頭募金を千歳

のアークスで 15:00～16:00 に行います。お時間の

ある会員の皆様はお集まりいただけたらと思います。

宜しくお願いします。 

 

 各委員会連絡・報告   

ローターアクト委員会 副委員長 岩下 誠 

第 2510 地区ローター

アクト「第 44 回地区協

議会」仮登録のご案内

がきております。日程は

平成 28 年 10 月 22

日（土）登録開始が

14 時から、懇親会、二

次会と予定が組まれています。場所は芦別温泉スターラ

イトホテルです。昨年は千歳でしたが、今年は芦別で開

催されることになっております。今のところ、仮登録のご案

内ということですので、本登録が最終的に出た時にまた、

最終確定になると思います。申込書を回しますので、お

名前とそれぞれ希望する欄に丸印を付けていただきたい

と思います。遠方となりますが、是非皆さん奮ってご参加

いただきたいと思います。会費は、登録料（懇親会費込）

お一人様 8,000 円、二次会 2,000 円、宿泊（朝食

込）7,000 円となっております。二次会、宿泊だけという

ような参加でも問題ないようですので、奮ってご参加いた

だきたいと思います。仮登録の締め切りが 8 月 22 日

（月）となっておりますので、参加される方は是非仮登

録をお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

岩室秀典 会員：先週土曜日、札幌競馬場観戦会

例会出席状況（2016 年 8 月 9 日） 

会員数 40名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  15（1）名 

出席率 67.50 ％ 

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（2016 年 8 月 2 日） 

確定出席率（MU 含む） 70.00 ％ 
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が無事終わりました。その後の懇親会でも大変楽しい思

いをさせていただきました♬ 

菅原百合子 会員：私も札幌競馬場に母とお店の女

の子と一緒に参加させていただいて、とても楽しい一日で

した。ありがとうございました。 

石川貴美子 会員：この前の日曜日、今年 3 回目の

バーディーを取りました(^^)v 

関根 悟 会員：桜プロジェクトで“ちゃんと”に掲載され

ました。札幌競馬場で楽しく過ごさせていただきました。 

月俣美子 会員：私も娘と一緒に楽しませていただきま

した。ありがとうございました。 

臼田 暢 会員：札幌競馬場で 1 レース取りました。プ

ラスにはなりませんでしたが、非常に楽しい経験をさせて

もらいました。有難うございました。 

 

 

 本日の例会プログラム  

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 

本日は、担当例会ということで、他クラブでの会員増強

についての映像をご覧いただきたいと思います。7 月に関

根会長と会員増強セミナーに参加した折、江別ロータリ

ークラブの方がこんな会員増強の努力をしたというお話を

しておりました。どのクラブも会員増強の大切や難しさを

実感しているのだと感じております。それでは、映像の前

に関根会長よりお願いいたします。 

 

 

会長 関根 悟 

今回、理事会で「入会候

補者の情報提供につい

て」ということでこのような

書類を作らせていただきま

した。今から映像が流れ

ると思いますが、考えてい

ただいて帰りに回収 BOX

がございますので、そちらに入れていただければと思います。

ある方で結構です。個人名でもいいですし、こんなところ

に行ってみてはどうかという会社名やアドバイスでも結構

です。いろいろな情報をいただければと思っておりますので、

ご協力をお願いします。 

 

── 会員増強についての映像をご覧いただきました。 

 

── 野口委員長 

ありがとうございました。8月は会員増強月間となっており

ますので、会員増強の目標 45 名の達成に向け、皆様

にご協力をいただきながら理事会と情報を共有していき

たいと思います。 

 

 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 16 日

（火）移動親睦夜間例

会「納涼例会 in 唐々

屋」となっております。

（千歳市東郊 1 丁目

6-10 ビアワークスちとせ

内）唐々屋さんへの集

合となります。担当は親睦活動委員会。開会点鐘 18

時 30 分です。タクシーの用意の関係もありますので変

更等がございましたら、大下委員長若しくは事務局へご

連絡をお願いします。 

本日のニコニコ BOX 合計額 5,000円 

今年度 累計額 112,000円 
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 NEWS & TOPICS  

RI 第 2510 地区「ロータリーわくわく森の親子キャ

ンプ」開催 

8月 7日（日）～9日（火）、東日本大震災以降、北

海道に移住している福島県の小学生を招待する第

2510 地区の継続支援事業「2016-2017 ロータリー

わくわく森の親子キャンプ」が岩見沢メープルロッジを中心

に実施されました。大自然の中で様々なプログラムが行

われ、当クラブからも関根 悟会長、田口 廣会員、岩

室 秀典会員が参加し子供達をサポートしました。 

 

2018-19 年度 国際ロータリー会長にサミュエル・

オオリ氏 

国際ロータリー会長指名委員会が開かれ、2018-19

年度会長として、カンパラ・ロータリークラブ（ウガンダ）

所属のサミュエル・オオリ氏を満

場一致で指名しました。対抗候

補者が出なければ、10 月 1 日

をもってオオリ氏が会長ノミニーと

なります。 

オオリ氏は、ロータリーには「変化

をもたらそうとする驚くべき情熱」

があるとし、会長として「この情熱と誇りを生かして、すべ

てのプロジェクトが平和と繁栄の原動力となるようにした

い」と考えています。 

Institute of Corporate Governance of Uganda

の現 CEO。以前には、アフリカ開発銀行、ウガンダ商業

銀行、ウガンダ開発銀行の取締役でした。ハーバードビ

ジネススクールを含む米国、英国、日本、スイス、タンザ

ニアの教育機関で、法律、雇用関係、経営、企業資源

管理、マイクロファイナンス、マーケティングを学びました。 

 

 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 

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 8 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
(委員長 福島 力)] 

13 日 
通常例会「未定」 [担当/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 「新会員歓迎会」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

26 日 秋の交通安全運動「セーフティコール」15:00～ 

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)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕   」 [担当/社会奉仕委員会
(委員長 福島 力) 

第 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念（1990.11.19）■次年度理
事指名委員会設置 ■SI 千歳チャリティーパーティー 

1 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/ロータリー財団委員
会(委員長 大久保 尚)] 

8 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報･広報委員会(委員長 山口康弘)] 


