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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

加藤 寛治 様 北広島 RC 国際奉仕委員長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、先日は

長泉ロータリークラブから数

名のメンバーが来道される

予定でしたがあいにくの悪

天候で飛行機が飛ばず 12

時から都寿司で身内の飲

み会となってしまいましたが、いつも明るい羽芝先輩が笑

わせてくれて一日楽しい飲み会となりました。 

友好クラブ 20 周年の方向性は、松坂先輩がしっかり考

えておりましたので気楽に飲ませて頂きました。 

今年は、会員増強 45 名を目標に掲げて参りましたが、

羽生さんから 1 名ご紹介頂き現在、会員選挙を行って

おります。皆さんにご承認頂ければ女性会員が１名増

強し、44 名体制となります。目標達成まで１名と私自

身もがんばっていきます。 

45 名達成の暁には、50 名は言い過ぎですが１人でも

多く増強し次年度にバトンタッチしたいと思います。 

また、本日は北広島ロータリークラブからフリーマーケットの

お礼にて加藤様をお迎えしております。後ほど紹介がある

と思いますが、本日は有意義な例会宜しくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

 千歳ローターアクトクラブ定例会（12 月 27 日）は

開催しないことになりました。 

 千歳市市民公益活動団体の登録更新 

○ 登録期間 平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日 

 ロータリー財団「ポール・ハリス・フェロー認証」 

後ほど認証品の贈呈を行います。 

○ 松坂敏之 会員 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー2 回 

○ 清水清光 会員 ポール・ハリス・フェロー 

 下半期会費納入について 

本日納入の方は事務局へお持ちください。事務局に

お持ちになる場合、20 日は夜間例会でバタバタとし

ておりますので、27 日通常例会時にお持ちください。

振込みの方は今月末までとなっております。宜しくお

願いします。 

 

 次年度 SAAの選任    

会長エレクト 四方 信次 

クラブ細則第 3条第 2節に

「決定された理事エレクトは

1 週間以内に会合し、クラ

ブ会員の中から会場監督

（SAA）を務める者を選

任しなければならない」という

項目がありまして決定させていただきました。次年度

SAAは大下和志会員です。宜しくお願いします。 

 

 ポール・ハリス・フェロー認証  

進行：幹事 菅原 百合子 

 松坂敏之 会員 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー2 回 

 清水清光 会員 ポール・ハリス・フェロー 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

本日は、北広島ロータリークラブ様よりニコニコ BOX を

例会出席状況（2016 年 12 月 13 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  1名 

2 出席者数総計  28名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 12 月 6 日） 

確定出席率（MU 含む） 76.19 ％ 
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頂戴しております。有難うございます。 

ポール・ハリス・フェロー認証された方や香港で競走馬の

国際レースに参加された方など皆様ありがとうございまし

た。 

清水清光 会員、岩室秀典 会員、田口 廣 会員、

四方信次 会員、松坂敏之 会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「2016規定審議会において改定された

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 

本日は、これまでの経過をお話させていただいて皆さんか

らご意見をいただいて、最終的には理事会に報告して、

それを理事会で細則の変更について見直しが必要であ

れば決定していただくというようになりますので、宜しくお願

いします。 

── 資料をもとに説明し改正点を検討しました。 

前置き 

1. 今回の規定審議会は、クラブの裁量及び柔軟性を

増加させるという方向性であるとし、我がクラブは、

2016-17 年度は下記の事項についての見直し改

正作業を行い、他の事項において改正が必要となっ

た場合、その都度検討・随時改正を行うものとする。 

（項目） 

ア. 例会に関する事項 

イ. 出席に関する事項 

ウ. 会員身分に関する事項 

エ. 財政面に関する事項 

オ. 理事会・委員会構成に関する事項 

2. 改正までのプロセス 

 当クラブ定款第 19条に基づくものとする。 

ア. 細則検討委員会において草案作成→クラブ管

理運営委員会への報告・検討 

      ↓ 

イ. 理事会への報告・意見聴取 

      ↓ 

ウ. 意見聴取・採択・再考・草稿改定→クラブ管理

運営委員会への報告・検討 

      ↓ 

エ. 理事会承認 

      ↓ 

オ. 定款第 19 条・細則第 17 条に定める規定に

基づき告知（1 週間前の告知）及び賛成

（出席定足数の 2/3）を得る。 

 

──ロータリーの席次についても説明を行い、今後の共

通認識とすることを確認しました。 

【ロータリーの席次】 

ロータリークラブの席次は原則として次の順とする。 

地区ガバナー 

パストガバナー（先任順） 

地区ガバナーエレクト 

地区ガバナーノミニー 

ロータリーの公式行事においては、役員とその配偶者に

対し、一度だけ、席次に従って敬称で呼びかけるべきで

ある。2 つ以上の役職を保持しているロータリアンは、高

いほうの役職の席次に就く。 

上記の義務づけられた席次の次には、以下の席次が推

奨されており、地元の慣習やしきたりに従ってこれを修正

すべきである。 

ガバナー補佐 

地区幹事／会計 

地区委員会委員 

*** クラブ *** 

クラブ会長 

クラブ会長エレクト 

クラブ会長ノミニー 

直前会長 

クラブ副会長 

クラブ幹事 

クラブ会計 

クラブ会場監督 

そのほかのクラブ理事 

クラブ委員会委員長 

元ガバナー補佐 

ロータリアン 

 

新会員研修委員会では、12 月 26 日（月）に第 1

回新会員研修を行います。第 1 回はロータリーソングを

本日のニコニコ BOX 合計額 9,000円 

今年度 累計額 374,000円 
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真面目に勉強し正々堂々大きな声で歌えるようにした

いという事です。第 2 回、第 3回は入口副委員長が先

生となって皆さんから特に知りたいということをアンケートで

出してもらいますので、これに基づいて開催する予定です。 

以上を持って我々委員会の担当例会を終了します。こ

の内容は理事会に報告させていただきます。有難うござ

いました。 

 

 ビジターご挨拶    

北広島ロータリークラブ  

国際奉仕委員会 委員長 加藤 寛治 様 

今日私が参りましたのは、去る 10月 30日に当クラブで

行いましたフリーマーケットに千歳セントラル RC さんから

多数の品々を出していただきまして、その御礼とメーキャ

ップという二つの目的で参りました。ちょうど今年で 3回目

のフリーマーケットになります。本来ですと 9月末か 10月

初めに行う予定でしたが、なかなか場所が取れず 10 月

30日となりました。他のクラブさんからも多数いただきまし

たが、実は売り上げは大分減ってしまいました。やはり 10

月 30日となると、寒さと冬の衣料は既に買っていて売れ

行きがあまり良くありませんでした。大変反省点がござい

ました。通常は 10 万～18 万ぐらい売り上げがありまし

たが、今年は 6 万 8 千円とやや少なかったように感じま

す。また来年やるのであれば 9 月下旬ぐらいが一番良い

時かなと思っています。またその節はお願いに来るかもし

れませんが、宜しくお願いいたします。特に坂井様にはガ

バナー補佐の時にも来ていただき、今回も来ていただきま

して大変ありがとうございました。坂井さんのお計らいによ

りセントラルさんから多数出品していただき本当に有難う

ございました。私も 7 年前、ガバナー補佐をやりその時に

はこちらのクラブに年 5 回ぐらい来させていただきました。

当地区の中ではセントラルさんが一番良く知っている方

が多ございます。そんな事で、ここへ来ると大変安心しま

す。夜の例会が多いので入口さんと飲みに行って次の日

は二日酔いで帰ってくるというのがいつものパターンでした。

今日例会に出席させていただきましたが、凄いですね。

定款・細則をこれだけ一生懸命勉強しているのだとつくづ

く感心しました。私も会長、幹事、ガバナー補佐をやらせ

てもらいましたが、ほとんど知りませんでした。うちのクラブ

は人数が少ないこともあり適当です。早く決めてしまいま

すが、運営は誰もわかっていないというのが現状です。今

日は大変参考になりました。やはり時々はメーキャップにく

るものだと感じました。大変お世話になりまして一言御礼

のご挨拶をさせていただきました。本日はありがとうござい

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、12 月 20 日（火）親睦夜間例会「クリス

マス家族会」です。担当は親睦活動委員会。開会点鐘

18時 30分、定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

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 

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)] 

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 「卓話 国際奉仕事業の近況 講師
/地区国際奉仕・VTT 委員会委員長 谷口 正樹様」 
 [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 大下和志） 

28 日 
休会（定款第 8 条第 1 節） 

千歳 RAC 定例会「卓話」 


