
RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2016年 11月 22日   例会 第 20回 / 通算 第 1220回 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

丸山 淳士 様 RI第 2510地区 パストガバナー 

(札幌真駒内 RC) 

 

 会長あいさつ    

千歳セントラルロータリークラブ 会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、先週

千歳ロータリークラブとの

合同例会沢山のメンバ

ー方々にご参加頂きあ

りがとうございます。 

今年度も折り返しに来

ました。桜プロジェクト植

樹会を無事終了する事が出来ました。 

また、地区の補助金８万円の補助を頂き、テント、横

幕、テントウェート、文字入れ印刷含めて約 20 万円相

当のテント一式を贈呈する事が出来ました。植樹会には、

初代会長高塚さんもご参加頂きありがとうございました。 

今年度も折り返しに来ましたが、友好クラブ 20周年とま

だまだいろいろな事業がございます。次年度体制も出来

上がって来ましたが、最後までメンバーの皆さんのご協力

お願いします。 

本日は、丸山地区パストガバナーの卓話を頂きますが、

前回新入会セミナーを受けさせて頂きその時のユーモア

ある楽しい卓話を聞きお声掛けさせて頂きました。何回

かお聞きしたメンバーの方もいらっしゃると思いますが若い

メンバーの皆さんに聞いてほしと思いお呼びさせて頂きま

した。本日の卓話よろしくお願いたします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

 11 月 10 日（木） 地区補助金事業千歳市へ防

災用テントを寄贈しました。感謝状をいただきました。 

 11 月 12 日（土） 千歳川桜プロジェクト植樹会が

行われました。この際、寄贈したテントが設営されてお

りました。クラブホームページにも載せております。 

 北広島ロータリークラブよりフリーマーケット品物提供

のご協力に対しお礼状が届いています。 

 国際ソロプチミスト千歳より「チャリティーディナーショー」

出席のお礼状が届いています。 

 ロータリー国際大会（2017 年 6 月 10 日～14 日）アメ

リカ アトランタで開催されます。第 1 回目の登録締

切りは 12 月 15 日です。参加登録は事務局までお

問い合わせください。 

 ロータリー財団より 2015-2016年度寄付認証バナ

ーが届いております。 

○ 100％ロータリー財団寄付クラブバナー 

○ 「財団の友」クラブバナー 

  今年度もロータリー財団へ全会員一人当たり

126.5 ドルの寄付をしております。 

 本日、千歳ローターアクトクラブ第 13回定例会（親

睦ワイン例会）が 19 時からゆきあかりで開催されま

す。出席の方は宜しくお願いします。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

メールボックスにクリスマス家

族会の出欠表を入れており

ます。必ず回収し提出をお

願いします。

内容はご家

族がメインの

会となりますので是非、多くのご家族のご

参加をお願いいたします。またビンゴゲー

ムの景品に関して、2個以上の提供にご

例会出席状況（2016 年 11 月 22 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  15（2）名 

出席率 64.29 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  28名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 11 月 17 日） 

確定出席率（MU 含む） 64.29 ％ 
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協力をお願いしております。12月 6日（火）までに出欠

及び景品を届けていただけると助かります。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 

本日の例会担当委員長や京都の本願寺を訪ねた会

員、丸山パストガバナーを歓迎してなど、多くの方にニコ

ニコしていただきました(^^)/ 

岩室秀典 会員、四方信次 会員、坂井治 会員、菅

原百合子 幹事、大下和志 会員、土居栄治 会員、

高塚信和 会員、田口廣 会員、井上英幸 会員、羽

芝涼一 会員、齊藤博司 会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 ロータリー財団月間に因んで」 

担当/出席・ニコニコ箱委員会 委員長 岩室秀典 

講師 国際ロータリー第 2510地区 

パストガバナー 丸山 淳士 様（札幌真駒内 RC） 

本日の卓話「ロータリー財

団月間に因んで」丸山淳

士様を迎えて多くのご出

席有難うございます。早

速ですが、講師 丸山淳

士様のプロフィールを紹介

させていただきます。 

講師 丸山 淳士 様 プロフィール 

札幌医科大学卒業後、門別国保病院、斗南病院の

勤務を経て、1980 年 五輪橋産科婦人科小児科病

院を開業。スポーツ、写真、音楽と幅広い趣味でも活

躍中。健康の普及のためのユニークな発想で知られる。 

現在、医療法人 五輪橋産科婦人科小児科病院 名誉理事長

社会医療法人 孝仁会理事。 

 主な著書 

「脱パンツ健康法」 

「いくつになっても寝たきりにならない 3つのコツ」 

「寝ながら健康法」 

「40代からの体が 10歳若くなる食べ方」等。 

 

 卓話  

講師 国際ロータリー第 2510地区 

パストガバナー 丸山 淳士 様 

「ロータリー財団 100周年を迎えて」 

1917 年、当時のロータリー会長、アーチ･クランフが「世

界で良いことをするための」基金の設置を提案、この基

金が 1928 年に「ロータリー財団」と名付けられて国際ロ

ータリーに組み込まれ、現在のロータリー財団に至ってい

ます。 

アーチ・クランフが提案してから今年で 100 年目となりま

すが、国際ロータリーに正式に組み込まれてからの 100

年は 2028年、10年後になります。当時、全国の会員

に寄付を呼びかけていましたが、なかなか寄付は集まりま

せんでした。 

ところが、1947 年にロータリーの創始者ポール・ハリスが

亡くなると、世界中の多くの会員から続々と財団への寄

付が集まったのでした。これと同じ事が日本でも起こって

いました。米山記念奨学基金です。 

日本ロータリーの創始者である米山梅吉氏は東京ロー

タリークラブの会員であり、1946 年 78 歳で亡くなった

後、東京ロータリークラブは 1953 年米山基金を設立、

タイとインドから 3 名の奨学生を受け入れたことに始まり

本日のニコニコ BOX 合計額 11,000円 

今年度 累計額 363,000円 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2016年 11月 22日   例会 第 20回 / 通算 第 1220回 

- 3 - 

ます。 

1956 年の当時第 60 地区の地区大会に於いて「ロー

タリー国際奉仕」として最もふさわしい事業として決議さ

れ、全国ロータリークラブの共同事業へと発展しました。 

 

 記念品贈呈  

講師 丸山パストガバナーへ感謝の意を込め記念品を

贈呈しました。 

 

 誕生日祝  

進行：幹事 菅原 百合子 

10・11 月生まれの会員を改めてお祝い

しました。（前回欠席のため） 

☆笹谷俊尚 会員（10月 4日生） 

☆多賀  勲 会員（11月 3日生） 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回 11月 29日（火）は、休会（定款第 8条第 1節）で

す。 

次々回例会は、12月 6日（火）通常夜間例会「年次

総会」（36分例会）です。担当は理事会。開会点鐘18

時 30分、定例会場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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）  

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「2016 規定審議会において改正された定款
及び細則の改正について」 
[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/幹事 菅原百合子)] 

千歳 RAC 定例会「年越しわんこそば対決」 

1
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■新年交礼会 ■千歳市新
年交礼会（会長･幹事･会長エレクト･副幹事） ■千歳 RC･LC･
JC 新年交礼会（会長･幹事） 

3 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

10 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会」[担当/親睦活動
委員会(委員長 大下和志)] 

17 日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

24 日 

第 14 回理事会 PM5:00 事務局 

通常夜間例会 「未定」 [担当/国際奉仕・空港募
金箱委員会（委員長 土居栄治） 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日 
■雪見酒例会 

7 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/未定」 [担当/理事
会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

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

21 日 

第 15 回理事会 PM5:00 事務局 

移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり」 [担当/
親睦活動委員会（委員長 土居栄治） 

28 日 
休会（定款第 8 条第 1 節） 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

3
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日■会長エレクト研修
セミナー(地区)■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区) 

4-5 日 RI 第 2510 地区 会長エレクト研修セミナー（函館） 

7 日 
通常夜間例会 「未定」[担当/雑誌委員会(委員長 
古木克紀)] 


