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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

みなさんこんばんは、10

月第一例会です。早い

ものです。10 月１日と

２日地区大会大変お疲

れ様でした。 

ＲＩ会長賞を 9年連続

頂くことができました。我

がクラブの重みがひしひしと伝わります。 

また、先日は、ローターアクトとのスポーツ交流会を行い

激戦の続く試合を見て自らラケットを持ち練習をはじめま

した。楽しい時間を過ごさせていただきました。 

本日は、新入会員が１名増えます。後ほど入会式を行

いますので温かくお迎えください。 

最後に６団体ゴルフ、懇親会に多数のメンバーの参加

ありがとうございます。 

以上、本日の例会宜しくお願いいたします。 

 

 幹事報告  副幹事 笹谷 俊尚 

 長沼ロータリークラブ創立 25 周年記念式典・祝賀

会の出欠を確認させていただきます。ご記入をお願い

します。 

○ 日時：11月 27日（日）12：30登録開始 

○ 場所：長沼町総合保険福祉センター りふれ 

○ 登録料：10,000円 

 第 2510地区「台風大雨災害義捐金」のお願い 

東北、北海道東部に義捐金を送ります。募金箱を

持って回りますので宜しくお願いします。 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会に多くの方にご出席いただきありがとうございます。

10 月 7 日（金）まで追加出席が可能となっておりま

す。欠席の場合も幹事までご連絡をお願いします。

会費は事務局若しくは幹事で集めておりますので、

宜しくお願いします。 

 10月 8日（土）、第 2520地区岩沼ロータリークラ

ブ創立 50周年記念式典が開催されます。 

関根会長、尾本直前会長、松坂会員、白木会員、

菅原幹事が出席されます。 

 次年度（2017-18 年度）役員選出について 

次年度理事の立候補、推薦を受け付けます。 

【選出理事職】  

会長ノミニー（会長エレクト） 1名 

副会長 1名 

副幹事 1名 

会計 1名 

10 月 31 日（月）まで幹事宛に封書にてご提出を

お願いします。 

 新会員 黒坂幸子さんの会員選挙を行い異議申し

立てはございませんでした。後ほど入会式を行います。 

 「ちとせ青少年健全育成市民のつどい」ご案内 

○ 日時：平成 28年 11月 5日（土）13時 

○ 場所：北ガス文化ホール 中ホール 

○ 内容：少年の主張、講演ほか 

 

 各委員会連絡・報告   

ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

地区大会のあった昨日、

大雨でしたが、千歳 RC、

千歳セントラル RC、恵庭

RC とローターアクトの若い

諸君と約 20 名、武道館

で 4 班に分かれてバドミン

トンを行いました。関根会

長も一生懸命やりまして、菅原幹事も転んだりいろいろ

やったので、相当疲れて風邪をひいてしまったのではない

例会出席状況（2016 年 10 月 4 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  15（3）名 

出席率 64.29 ％ 

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 9 月 27 日） 

確定出席率（MU 含む） 87.80 ％ 
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かと思います。また千歳 RC の大西会長も怪我をするの

ではと思うぐらい転んでいました。和気藹々とゲームを楽

しくやりました。本当にあんなに子供たちとスポーツ交流は

初めてやりました。ボーリング大会をまた 2 月にやりますけ

れども、これとは別に今年初めてスポーツ交流をやりまし

た。どんなことをやるのか心配でしたが、外は雨でザーザー

でしたが、中の広い所で私もやりましたが、本当に素晴ら

しかったです。清水さんも参加していましたが、笑ってどう

にもならないという感じでした。以上で報告終わります。 

 

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

支笏湖例会（10 月 18 日）の出欠表を回させていただい

ています。なるべく今日中に取りたいと思いますので、まだ

書かれていない方は、宜しくお願い致します。 

 

 入会式  進行：副幹事 笹谷 俊尚 

新会員紹介 高塚 信和 

黒坂幸子さんは、

昭和 47 年生まれ

43歳ということです。

お勤めは恵庭市

郷土資料館です。

私は 1990 年から

やっていますが、彼

女は 2003 年にロ

ーターアクトクラブの会長を務めています。ですから、ロー

ターアクトの略歴が長いのと、今日もロータリーの歌は全

部知っているということですから頼もしい限りです。これか

らいろいろなことに活躍していただけるものと思っておりま

すので、黒坂さんから一言ご挨拶をお願いします。 

 

新会員 黒坂 幸子 

ご紹介に預かりました黒坂幸子と申します。この度、千

歳セントラルロータリークラブに入会させていただくことにな

りました。私は、第 15 代のローターアクトクラブ会長を務

めさせていただいています。アクト時代は、千歳セントラル

ロータリークラブの皆さんにも大変お世話になっております。

有難うございました。自分がロータリークラブに入るとは思

っていなかったのですが、これから優しい先輩方が沢山い

らっしゃいますので、ご指導いただき活動に参加させてい

ただきたいと思います。これからも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 委員 石川 貴美子 

四方信次 会員：後ほど地区大会の報告させていただ

きます。宜しくお願いします。 

関根 悟 会員：黒坂さんのご入会と桜プロジェクト 6

団体の皆様のご参加ありがとうございます。 

尾本眞二 会員：RI 会長賞 9 年連続となりました。

皆さんのおかげです。ありがとうございました。 

高塚信和 会員：黒坂さんの入会を記念してニコニコ。 

大下和志 会員：黒坂さんと同級生です。同級生の

入会二人目です。 

 

 

 本日の例会プログラム  

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） 

10 月 1 日、2 日にわたって第 2510 地区 地区大会

が札幌パークホテルで開催されました。まずは、RI 会長

賞の表彰式を行いたいと思います。 

 

 RI会長賞 伝達式   

本日のニコニコ BOX 合計額 16,000円 

今年度 累計額 277,000円 
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2015-2016年度 RI会長賞の伝達を関根会長から、

尾本直前会長へ行いました。9 年連続の受賞となりまし

た。賞状は事務局に掲示されています。 

 

 地区大会の報告映像   

武田副会長が作られた映像で地区大会の模様をご覧

いただきました。 

 

 地区大会に出席して  

高塚 信和 会員 

私も地区大会は何度も

出ていますが、昼食にお

弁当ではなく温かいカレー

を食べたのは初めてでし

た。夜はこれまで全部立

食でしたが、全部着席で

した。楽しく食事をしまし

た。途中帰る人が多いのですが、次から次に料理が出て

くるので帰らないで最後までいる人が多かったようです。

今回は上品に一人ずつ席に名前も付いていました。そん

な素敵なディナーも良いのかなと思います。札幌南 RC

会員にシェフが一人いて、円山にレストランを開いていま

す。その人が主管してパークホテルの総料理長以下 50

名の料理人を指導したということです。そのレストランは

50 名ほどしか入りませんが、昼と夜、満席になる店です。

そういった関係で 1,000 人以上の料理を作るということ

は大変な作業だと思います。頑張って 2 日間寝ないで

作ったという話もしておりました。先ほど、RI 会長賞という

ことで 9 回いただいているのですが、どうしてこの RI 会長

賞をもらっているのかという説明が無いと感動もしません。

今度 10 回目が取れるかどうかわかりませんが、もし取れ

ればもう少し詳しく説明していただくことによって、他のクラ

ブも率先して RI 会長賞を取りにくるようになるだろうと思

います。そういった事も期待しながら、説明してもらいたい

と思いました。 

 

大下 和志 会員 

先日、行って参りました。

私は仕事の関係でバタバ

タ外に出て電話をしたりし

ていたので、余り話がまと

もに聞けなかったのではっ

きり印象に覚えていませ

ん。先ほど謎の写真が一

つありましたが、高塚さんの漢方薬を四方さんが受け取

らないというくだりがありましたので、それだけご報告させて

いただきます。 

 

齊藤 博司 会員 

皆さんと一緒に本会議に

参加したかったのですが、

別メニューで寂しくやって

いました。本会議におい

ては、RI 会長賞のところ

まではいましたが、後は別

メニューでした。立食パー

ティーで若い人と和気藹々と過ごしました。ガバナーも来

られていました。こういう会があっても良いのかなと思いま

すが、来年は函館でどうなるのか楽しみにしています。 

 

月俣 美子 会員 

私は入会して 2 回目の

地区大会で、前回は岩

見沢で今回は札幌南ロ

ータリークラブがホストクラ

ブで、札幌パークホテルに

行ってきました。現在、私

は SAA をやらせていただ

いていますので、そういう観点からも会の進め具合などを

勉強させていただきました。私の心の中で気になったこと

は、小船井 RI 会長代理による現在の報告です。ロータ

リークラブは歴史的な変革の時代に入っていて、会員も
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今までは増えていたのが、少なくなって柔軟性の導入をと

いう話がありました。柔軟性の導入の在り方というのがど

うなのだろうかといろいろ考えさせられました。 

 

副会長 武田 伸也 

地区大会に出席された皆様お

疲れ様でした。残念ながら私も

仕事明けで 2日目だけの参加

の中で遅刻をしておりまして、

皆さんに多少ご迷惑をお掛け

しながら 10 時頃から参加させ

ていただいたような形です。今

回行く前にどういった方々が出

席されるかを捉えないままに現

地で出席された方々のお顔を拝見しました。私共のクラ

ブ、ここ 10 年は地区大会の出席者が減ってきておりま

す。私が入会したころは 20 数名、札幌で行う近場に限

ってはもう少し参加人数がいたのではないかと思います。

今回、実数は 11 名。そのほとんどが理事、地区で仕事

をされている方といった方々でした。勿論高塚先輩にも

来ていただきました。顔ぶれは毎年毎年理事メンバーを

中心に限られてきているような気がします。とはいえ、私も

そうでありますようにキャリアのある方々は毎年同じような

中身で、記念講演を聞いて食事をして帰ってくるというの

が多少飽きられている状況です。になってきています。キ

ャリアのある方々に毎年出席せよというのは、少し面倒か

なという感も否めません。地区大会には大勢のロータリア

ンが集まります。時には面白いゲストをお招きして楽しい

講演を聞くことも出来ます。何事も経験です。どうか入会

3～5 年未満の方々には、是非出席して頂いたらよろし

いのではないかと思います。可能であるならば次年度四

方会長エレクト、笹谷副幹事、そういった事も少しお考

えになって、そういった方向の中から、もう少し地区大会

の出席者を増加させてみてはいかがでしょうか。 

今日、尾本会長年度に RI会長賞賞状の伝達をさせて

いただきました。先ほど高塚さんがあまり RI 会長賞を皆

さんご理解いただいていないのではないかというお話をさ

れていました。私もそのような気が致します。もう少し RI

会長代理とは申しませんがガバナーからもう少しご説明

があっても良いのかなと思います。他のクラブの方から「な

ぜセントラル RC は 9 年連続なのか」、というお言葉を多

数お聞きすることが出来ました。実際のところは、白木年

度から RI 会長賞をいただく条件が以前のように地区ガ

バナーを中心に頑張っているクラブという思いの中での受

賞という形ではなくなっています。尾本年度で申し上げま

すと各奉仕項目の約 18項目を最低限クリアしなければ、

RI 会長賞の受賞資格を得られません。それをクリアした

クラブの中から選考するという事らしいです。今年度関根

会長にプレッシャーをかける気は毛頭ありませんが、9 年

まで取って終わりというのでは恰好が悪いので、せっかくな

らば 10 年までもらおうという思いを皆さんお持ちだと思い

ます。会長とは、年明けから力を入れてRI会長賞をもら

える条件をクリアするためには皆さんにどういうお願い事が

必要かというのを精査して、皆さんと協力して10年連続

の RI会長賞を何とかいただきたいと思っております。 

今回は、高塚先輩を隊長に若手を中心とした構成メン

バーで食事をいただきながら地区大会に和気藹々と参

加させて頂きました。繰り返しになりますが、若いメンバー

の方々、是非次年度は地区大会にご参加いただけるよ

う切に期待しております。宜しくお願い致します。 

 

── 四方会長エレクト 

有難うございました。ちなみに今回の参加者は 1,920

名、当クラブは 11 名登録、千歳 RC は 29 名、恵庭

RC は 34 名の登録でした。次年度は函館で地区大会

があります。早めにホテルを抑えて皆さんにご案内します。

函館の楽しみを兼ねての地区大会にしたいと思いますの

で、次年度もより多くの参加をお願いしてこの場を締めた

いと思います。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 笹谷 俊尚 

次回は、10 月 11 日（火）通常例会「卓話 講師/米

山奨学生 黎 韵施様」。担当は米山記念奨学委員

会。開会点鐘 12時 30分、定例会場。 

 

 NEWS & TOPICS  

岩沼ロータリークラブ 創立 50周年記念式典 

東日本大震災の復興応援事業で、交流を持つ岩沼ロ

ータリークラブ（RI第2520地区）が創立50周年を迎え、

10 月 8 日（土）に竹駒神社内の施設を会場に記念

式典・祝賀会が開催しました。 

千歳セントラル RC から関根悟会長、菅原百合子幹事、

松坂敏之パスト会長、白木松敏パスト会長が出席しま
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した。また、式典では岩沼 RC から千歳セントラル RC の

支援活動に対し感謝状が贈られました。 

 

台風被害で気持ち新た 鹿屋高生、熊本・益城で

炊き出し 

鹿屋市の鹿屋高校の生徒たちが、熊本地震被災地の

熊本県益城町で炊き出しをお手伝い。台風 16号で大

隅半島も被災しており、「人ごととは思えない」と協力しま

した。被災者と交流し、助け合いの気持ちを新たにしま

した。参加したのは同校ボランティアサークルのインターア

クトクラブの３人。 

熊本を毎月慰問している

鹿屋市の豆腐店経営、

大西文雄さん（60）や、

鹿屋ロータリークラブ会員

ら 9 人のグループに同行

し、9月 25日に訪ねまし

た。震災から 5 カ月経て

も倒壊した建物が目立

ち、復興が進んでいない

現状に、生徒たちは驚い

た。益城町総合体育館

では段ボールで各世帯が仕切られ、気遣いながら生活

する避難所の様子に胸を痛めました。 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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 

11 日 
通常例会「卓話 講師/米山奨学生 黎 韵施様」 
[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 
※ゴルフ、懇親会共にメークアップ対象事業 

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)] 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動   」 [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 講師/千歳科学技術大学 
助教・博士 山川広人 様」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間（2～8 日） ■
創立記念日（1990.11.19） ■次年度理事指名委員会設
置 ■国際ソロプチミスト千歳チャリティパーティー（会長）  

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)] 

15 日 17 日に例会日変更 

17 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in ANA クラウン
プラザホテル千歳」 
※千歳 RC 合同例会（千歳 RC 主催） 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

18 日 千歳 RAC 定例会「親睦ワイン例会/台湾 RAC 合同」 

22 日 

第 12 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「卓話 講師/RI 第 2510 地区パストガバナ
ー 丸山淳士様」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

27 日 長沼 RC 創立 25 周年記念式典 

29 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

12
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会 ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告 

6 日 
通常夜間例会 「年次総会」 [担当/理事会(進行担
当/幹事 菅原百合子)]※36 分例会 

13 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会(委
員長 彦坂忠人)] 

20 日 

親睦夜間例会 「クリスマス家族会」 
※会員家族出席例会 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 13 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「クラブ協議会/上半期活動報告」 
[担当/理事会(進行担当/直前会長 尾本眞二)] 

千歳 RAC 定例会「年越しわんこそば対決」 


