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 WELCOME   副会長 武田 伸也 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

新年あけましておめでとうございます。 

本日は、山口市長はじめ多くのご来賓並びに近隣ロータ

リークラブ、市内各団体の皆さんにご臨席賜りありがとう

ございます。 

2016 年は、熊本地震、ドナルドトランプ氏のアメリカ大

統領就任、小池都知事の誕生、スマップの解散など波

乱の年ではなかったでしょうか。また我がクラブの活動、桜

プロジェクトにつきましては、千歳ロータリークラブ、千歳ラ

イオンズクラブ、中央ライオンズクラブ、千歳国際ソロプチ

ミスト、一般社団法人千歳青年会議所各クラブが一致

団結し寄付を行うことができました。2017 年に向けての

礎を築けたと思っております。 

さて2017年は、酉年です。酉年は実りの年、縁起の良

い年と言われております。アメリカ大統領、小池都知事

含めまして実りある成果をもとめられる年であると思いま

す。昨年植えた桜も春には、実り成果として市民の憩い

の場所となることと思います。 

また、クラブとしましては、長泉ロータリークラブとの友好締

結 20周年が控えております。 

5 月 20 日を予定しておりますが、今後 30 年 40 年そ

して 100 年と友好が続く礎を築き実りのある式典として

次年度四方年度にしっかり引き継いでいきたいと思いま

す。 

最後になりますが皆さんが実りある縁起の良い年となりま

すようご祈念申し上げて新年のご挨拶とさせていただきま

す。 

 

 来賓ご挨拶    

千歳市長 山口 幸太郎 様 

新年おめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し

上げます。本年がロータリークラブの皆様にとりまして、ま

例会出席状況（2017 年 1 月 10 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 36名 

欠席者数（内：無断欠席）  7（1）名 

出席率 83.72 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  19名 

2 出席者数総計  55名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 12 月 27 日） 

確定出席率（MU 含む） 57.14 ％ 

 

 

 

 

 

山口  幸太
郎 

様 千歳市長  

村田 昭夫 様 千歳ライオンズクラブ 会長 

山口 涼介 様 〃 幹事 

加藤 和則 様 〃 会計 

石川 雅人 様 〃  PR委員長 

岡本  眞一
郎 

様 千歳中央ライオンズクラブ 第一副会長 

橋本 潔 様 〃 幹事 

小川 敬子 様 国際ソロプチミスト千歳 会長 

三澤 計史 様 （一社）千歳青年会議所 理事長 

渡部 順大 様 〃 専務理事 

佐藤 秀雄 様 RI第 2510地区 パストガバナー 

大西 信也 様 千歳ロータリークラブ 会長 

今野 良紀 様 〃 幹事 

川原 光男 様 恵庭ロータリークラブ 会長 

石川 俊則 様 〃 幹事 

吉岡 毅 様 千歳ローターアクトクラブ 会長 

村山はるか 様 〃 会計 

汪 可怩 様 〃 直前会長 

土門 哲也 様 〃 社会奉仕委員長 
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た市民の皆様にとりまして幸せなそして活躍できる年であ

りたいと願っているところでございます。また、この機会に昨

年大変セントラルロータリークラブの皆様にはお世話にな

りましたことを厚く感謝申し上げたいと思います。特に関

根会長からご紹介がありました桜プロジェクトにおきまして

は、他の団体共々に大変多額の寄付をしていただき、

桜の成木を植えさせていただいたところです。また、機を

同じくして防災用のテントもいただきまして有難うございま

す。このテントは桜の植樹式をする時に、早速使わせて

いただきました。今年の春にはきっと桜が咲くものと思いま

す。咲くことは保証できませんが、咲くことを条件に植えさ

せていただきましたので必ず咲きます。一番咲きぶりの良

いものをロータリークラブはじめ皆さん方の木にしたいと思

いますので、咲きぶりを確かめさせていただこうと思ってい

ます。この桜の並木が市民の皆様にとって、憩いの場、

名勝になれば幸いと思っております。今後ともご支援宜し

くお願い致します。 

私が毎年年頭に掲げています一年一字、今年は「成」と

いう字を掲げさせていただきました。これは、達成、成果、

成功そして成就の「成」であります。目標を必ずや達成し、

成果を挙げるその勢いでこの一年間を過ごしたいと思っ

ておりますので、また皆様方にご支援をいただきたいと思

います。 

今、国挙げて今国会で議論することになるでありましょう

働き方改革。これは大きなテーマだと思っています。この

働き方改革と生産性の向上はセットになっていると思い

ます。大企業のみならず私達の中小企業においても人

手不足は大変深刻な問題になっています。人はいるけ

れどミスマッチ等もあり募集をしても自分の所にはなかな

か人が来ない。あるいは来てもなかなか長続きしないとい

う声を沢山聞きます。何故ミスマッチが起きているかという

とこれは働き方改革、この事が大きなテーマになっている

のだと思います。もう少しわかりやすく言うと仕事も大事だ

けれども自分の時間も大事、仕事をしてお金も欲しいけ

れど仕事の為に私生活を犠牲にするのは嫌だという考え

方です。これは今どきの若い人だけの考え方かと言って

軽々に見過ごすわけにはいきません。国はこの働き方改

革のために、今国会で大きな議論をしようとしています。

その事が解決出来ないと私達が若い人を雇っても、自

分の時間が束縛される、自分の生き方にマッチしないと

いう事になります。これを難しく言葉で言うとワークライフバ

ランスという事であります。企業の皆さんも私達行政もこ

のワークライフバランスを良く考えて会社の在り方、あるい

は働き方を考えていかなければなりません。しかし、そこに

ばかり目が行くと時間が短縮されますので生産性が落ち

ることになります。これをどうやって生産性を高めていくかは

セットにしなければなりません。専門家曰く働き方を変え

て活き活きとした働き方をすれば、仕事の効率が上がっ

てむしろ生産性は増えますと言います。そういう事例も沢

山聞いています。これまでの盛り盛りバリバリから、これか

らは活き活きという時代に変わっていくという事を自覚し

なければならないという事だと思います。私共行政は先

駆けて今年、イクボス宣言をしました。イクボスというのは

イクメンを育てる上司という事であります。部下の生き方、

考え方、ワークライフバランスを良く理解してその人の仕

事と人生を応援する。そして上司自らも自分の仕事が

活き活きとするために私生活も頑張る。私は、イクメンは

もう出来ませんが、イクジイなら出来るかもしれません。イ

クジイとして努める、こういう働き方をしようというのがイク

ボス宣言であります。この考え方を市役所は率先してや

りますが、是非企業の皆さんにも理解をしていただいて広

めてもらいたいという運動をこの一年しようと思います。こ

れからロータリークラブの皆さんにご理解いただいて、皆さ

ん方の会社で取り入れるものがあれば取り入れていただ

きたいと思います。また本年一年皆さんと連携しながら千

歳のまちづくりに努めていきたいと思っておりますのでご支

援を宜しくお願い致します。セントラルロータリークラブの

皆さんのご活躍を心からお祈りしてご挨拶にしたいと思い

ます。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

新年あけましておめでとうござ

います。本年も宜しくお願い致

します。本日、幹事報告は割

愛させていただきます。 

 

 

 入会式  進行：幹事 菅原百合子 

新会員紹介 羽生 有三 会員 

新会員 齊藤妙子さんのプロフ

ィールをご紹介します。私と

佐々木俊英会員が推薦者と

なっています。 

会社は㈱アーティックの代表を
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されております。千歳では、千歳駅北口にエステティック

サロン SAKURA という事業所を経営されています。千

歳以外に札幌と苫小牧に数か所店舗を構えています。

ご家族はご主人と二人の娘さんがおられます。住まいは

北広島市大曲です。出身地は青森県八戸市です。結

婚を機に札幌に来られました。最初に札幌のエステサロ

ンで従事されまして、5 年前に千歳にお店を開業してお

ります。先月、私と推薦者の佐々木さんと 3 人で会食を

しました。その時にいろいろな話を聞いて大変気さくな方

で、私もクラブに入会してもらって良かったと思っています。

クラブの皆さんと同じように一生懸命仕事をして、一生

懸命楽しいお酒を飲んで活躍する事が出来る方だと思

います。今後とも皆さん是非仲間としてお付き合いいた

だければ幸いと思います。宜しくお願いします。 

 

新会員挨拶 齊藤 妙子 会員 

明けましておめでとうございます。只今ご紹介いただきまし

た齊藤妙子と申します。何分不慣れですが、皆さんのご

指導ご鞭撻を承りたいと思いますので宜しくお願い致しま

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、1 月 17 日（火）通常例会「職業奉仕と

は何か Part2」です。担当は職業奉仕委員会。開会

点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 本日の例会プログラム  

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 

ここからは親睦活動委員会が担当させていただきます。

本日は 19 名のゲスト・ビジターの皆様にご出席いただき

誠に有難うございます。これより千歳セントラルロータリー

クラブ新年交礼会を始めますので宜しくお願いします。 

初めに乾杯のご発声を国際ロータリー第2510地区 パ

ストガバナー 佐藤秀雄様よりお願い致します。 

 

 乾杯のごあいさつ   

RI第 2510地区パストガバナー 佐藤 秀雄 様 

来賓の皆様、セントラル

ロータリークラブの皆様、

明けましておめでとうござ

います。私はロータリーに

入りまして36年を経過し

ました。昨年末に安倍首

相がハワイに慰霊に行き

ました。その 17 分の演説の中で、首相は寛容の心を持

ってという話を 3回していました。あれには私も感激でいっ

ぱいでございました。全体的な演説は別にして、「寛容の

心」という言葉は、36 年間ロータリーをやっていますと心

の奥底から感激というか強い気持ちが沸き起こってきます。

何故かと申しますと、国際ロータリーは今から 111 年前

に青年弁護士のポール・ハリスが創設されました。彼の著

書に「The Rotarian」(ロータリーの理想)、晩年の著書

に「我がロータリーの道」があります。この中に両方とも寛

容の精神、寛容の心という言葉を使って、世界平和のた

めに我々は頑張るのだということが書いてあります。 

ですから、皆さんいろいろなことがあったとしても皆さん寛

容の心を持って事を成して欲しいと心から思う訳でありま

す。説教じみたお話はこのぐらいにして乾杯をしたいと思

います。私は昼から暇なものですからゴルフに専念してお

りますので、また親睦のゴルフ等々がありましたら是非お

誘いくださいますようお願い致しまして乾杯をしたいと思い

ます。 

 

 新年ごあいさつ   

千歳ライオンズクラブ 会長 村田 昭夫 様 

皆様明けましておめでとう

ございます。昨年は千歳

ライオンズクラブの事業に

参加していただきまして有

難うございました。特に私

が会長に就任してすぐ「キ

ラキラコンサート」を開催し

ましたが、関根会長にご出席いただき本当に感謝してお

ります。また千歳セントラルロータリークラブ様からお誘い

があり千歳市が新しく清流千歳川に桜の木を植樹する

所謂「桜プロジェクト」に我々6 団体の一員として参加さ

せていただきました。これは大変良かったと思います。7月

に千歳市に寄付させていただきまして、8 月に 6 団体揃

って募金活動を行いました。そして、10 月には親睦ゴル

フ大会、11 月に河畔公園で植樹祭を行いました。この

事業を通じて 6団体の絆が増々深まったと思います。今
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後まちづくりに寄与する多くの事業がある時には、合同で

行動出来る素地が出来たものと思います。ここで我々の

クラブの PR をさせていただきます。2017 年、千歳ライオ

ンズクラブは認証を受けて 55 周年の年になります。秋に

は記念事業、記念式典を行います。また日を改めてご

案内を差し上げますので、その折にはご参加ご支援の程

宜しくお願い致します。最後になりますが、2017年千歳

セントラルロータリークラブ様、益々のご発展とご健勝をご

祈念申し上げて挨拶とさせていただきます。本日はご招

待いただき本当に有難うございました。 

 

千歳中央ライオンズクラブ 第一副会長 岡本 眞一郎 様 

改めまして明けましておめ

でとうございます。本来で

すと我がクラブの山本会

長がご挨拶するところでご

ざいますが、我がクラブの

二本柱であります青少年

の健全育成という柱あり

ます。そのメインのアクトになります西大寺ライオンズクラブ

とのサケの交流事業がございます。本日サケのふるさと千

歳水族館から発眼卵を持ち、明日明後日と岡山西大

寺に届ける事業がございまして、本日欠席しております。

大変申し訳なく思っておりまして、皆様にどうぞ宜しくと申

し伝えられておりますのでここでご報告申し上げます。また、

先ほど親クラブの千歳ライオンズクラブからも認証 55 周

年のお話がございましたが、私共もめでたく本年 35周年

を迎えることになりました。ライオンズクラブ国際協会も

100周年を迎える年に我々が 35周年、親クラブが 55

周年を迎えることは、何かの巡り合わせを感じて非常に

有難く思っています。ここにお集まりの皆さんと共に出来ま

したら盛大に 35 周年、55 周年をしたいと思いますので、

ご来賓の山口市長様をはじめ、多くの方のご参加をいた

だきながらめでたく行いたいと思います。千歳中央ライオ

ンズクラブは日にちが決まっておりまして、9 月 22 日であ

ります。どうぞその日は時間を空けていただいてお出でい

ただけたら幸いかと思います。お願いばかりでしたがこれで

締めさせていただきます。おめでとうございます。 

 

国際ソロプチミスト千歳 会長 小川 敬子 様 

皆様新年明けましておめ

でとうございます。私達は

小さいクラブですけれども、

このようにたくさんいるクラ

ブにお呼びいただきまして

本当に有難うございます。

ソロプチミストの意味を皆

さんご存知無いと思いますが、ラテン語で“女性にとって

最良のもの”という意味なのです。時々、男性は入れな

いのですかと聞かれますが、女性にとって最良のものという

組織に男性が入ることを想像すると、本当は男女共同

参画事業が活発な時期に女性だけと限定することに何

かなと思う事もありますが、世界に男性が入ったという話

は未だ聞いておりません。多分、男性が私たちの仲間に

入ったとしたら、女性特有の細かいところをつつくくせがあ

りますので、きっと嫌になるのではないかと思います。なの

で、私達は今15名ですが、ささやかながら自分たちの出

来ることを地道にやっていこうかと思っております。皆さん

のご支援を宜しくお願い致します。有難うございます。 

 

(一社)千歳青年会議所 理事長 三澤 計史 様 

新年おめでとうございま

す。本年度第 54 代理

事長を務めさせていただ

きます三澤と申します。

宜しくお願い致します。

昨年は青年会議所の主

催する事業の実施に際

しまして、本当に多くのお知恵をお貸していただきましたこ

とこの場を借りて御礼申し上げます。昨年は、桜プロジェ

クトの末席に私達も加えていただきまして、地域に尽くす

先輩の皆様のお姿に私達も背中を追いかけて一生懸

命勉強させていただきましたこと御礼申し上げます。さて、

私達、日頃よりどうしても金銭面でのお願いをすることが

多かったわけでございますが、是非私達が実施する事業

こういうものに対して少しでも足を運んでいただいて、青

年会議所がこういう活動をしているのだということを少しで

もお示し出来たらというのが私の願いです。私達も変わら

ず皆様の背中を追いかけて、その代わりに私達のやって

いることも少し見ていただけたらと願っております。本年一

年間、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますことをお願い申し

上げて新年のあいさつに代えさせていただきます。本年も

一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

恵庭ロータリークラブ 会長 川原 光男 様 

この場に幹事他私がご招待いただきまして有難うござい

ます。恵庭ロータリークラブの運営に対し、ご出席の皆様

の心温まるご支援ご協

力を賜りながら運営させ

ていただいております。そ

の事の感謝を含め新年

のご挨拶をさせていただき

たいと思います。 

セントラルさんの活動を

見させていただきました。先ほど山口市長様からも功績

についてお話がございました。地域に対し目に見える活
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動をされるというのは、今年度武部ガバナーの方針です。

地域に根付いたまちづくり、ロータリークラブ。基本的には

我々の浄財、毎日一生懸命頑張って稼いで高額の会

費を払いニコニコ BOX をお支払いし、その財源に基づい

て地域に奉仕活動をしているのが原点であろうと私は思

っております。そのような事をやられているのを千歳市長の

口からこのようにご祝辞として出られたことは本当に良く

頑張っていらっしゃるということで、同じ仲間として嬉しく思

っています。私達、恵庭ロータリークラブは現在 50 名の

会員がおります。平均年齢が 61 歳 7 ヶ月です。ところ

が、30歳、40歳、50歳の人がいたり、バラバラでロータ

リー歴の古い方と新しい方と非常に格差があります。若

手と古い方の融和を図るという方針を会長は持っていら

っしゃいます。クラブが仲良く全体でやっていくことが大事

だと思いました。改めて、あと半年しかありませんが、今回

の会長の方針を知らしめていただきまして、感謝をしなが

ら私の頭の中に新風を吹かせていただいたのは本日の大

きな収穫であったと思います。ご参会の皆様のご健康と、

恵庭ロータリークラブが益々発展するよう努力することを

お誓いしましてご挨拶に代えさせていただきます。有難う

ございました。 

 

千歳ローターアクトクラブ 会長 吉岡 毅 様 

新年おめでとうございます。私は千歳ローターアクトクラブ

に大学 4 年生の頃に入

りまして、いよいよ今年で

30 歳ということで 6 月に

卒業させていただくことに

なりました。これまでロータ

ーアクトとして千歳セント

ラルロータリークラブさんの

新年交礼会に参加させていただきましたが、来年は参加

出来なくなることを考えるととても寂しい気持ちであります。

しかし、いずれ青年会議所の理事長、専務理事になっ

た時に参加出来ればと考えております。その際にはどうぞ

宜しくお願いします。 

千歳ローターアクトクラブは千歳ロータリークラブ、恵庭ロ

ータリークラブ、千歳セントラルロータリークラブの 3 つのス

ポンサークラブが提唱クラブとしてあります。18 歳から 30

歳までの地域の若者で構成された団体であります。活

動は様々な奉仕活動をしておりまして、ロータリーの精神

に触れた元気な若者が奉仕活動をすることで、必ずや

地域は活性化するものでないかという思いを持ちながら

活動しております。年度当初 10 名で始まった会員もお

陰様で現在 14 名まで 40％の会員拡大を達成しまし

た。目標の 20名にはまだまだ届かない状況ではあります。

今年度、私は青年会議所にも入っておりまして、会員拡

大とメンバーの資質向上を担う議長もやっておりまして、

是非 18 歳から 30 歳までの社員やご子息がいらっしゃ

いましたらローターアクトクラブに、そして 30歳から 40 歳

までの若い方がいたら青年会議所にご紹介いただけたら

と思います。2017年度も引き続き宜しくお願いします。 

 

千歳ロータリークラブ 会長 大西 信也 様 

新年あけましておめでとうございます。昨年は千歳川に桜

並木をつくる市民サポー

トの会の事務局をやって

いただきまして大変お世

話になりました。千歳川

桜プロジェクトの支援事

業は千歳セントラルロータ

リークラブさんのお陰だと

思っておりますので、改めて御礼申し上げます。有難うご

ざいます。昨年 11 月 1 日に神戸空港開港 10 周年

記念と神戸南ロータリークラブとの友好クラブ提携 10 周

年を記念して共同で、神戸空港ターミナルビル 3 階のイ

ンフォメーションボードの上に記念掛け時計を寄贈しまし

た。神戸空港にいらした時は、３階に記念掛け時計が

ありますので是非見ていただきたいと思います。 

 

 1月誕生祝   

☆村田 昭夫 様 (1月 25日生) 千歳 LC 

☆佐藤 秀雄 様 (1月 11日生) 千歳 RC 

☆土門 哲也 様 (1月 20日生）千歳 RAC 

☆坂井   治 会員（1月 27日生） 

☆井上 英幸 会員（1月 19日生） 

☆岩室 秀典 会員（1月 7日生） 

☆大久保 尚 会員 (1月 16日生) 

☆岩下   誠 会員（1月 30日生） 

☆齊藤 博司 会員（1月 27日生）※欠席 

☆島村 健一 会員（1月 12日生）※欠席 

皆様おめでとうございます!(^^)! 
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 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

恵庭ロータリークラブ会長 川原光男様より新年を祝

してニコニコを頂戴しました。１月誕生日会員、光と氷

のオブジェご案内などたくさんの方にニコニコしていただきま

した。有難うございました。 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 23,000円 

今年度 累計額 450,000円 
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 手に手つないで   

出席者全員で輪になり「手に手つないで」。 

 

 謝辞  会長エレクト 四方 信次 

新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しく

お願い致します。関根年度もあと半年。その後に私にと

って責任重大な年度が始まります。今、新しい理事の

方々と新年度の事業を煮詰めつつあります。いろいろな

事業をやっていくつもりですが、私自身、日頃青少年に

関わる活動をさせてもらっています。今年、千歳市新年

交礼会に参加させていただきまして、山口市長の政策の

一つに人口増加。その中に教育(家庭教育、学校教

育)という部分で、我々は地域のおじさん、おねえさんとい

う部分で子供たちに関わっていくべきかなと思います。私

自身が関わる団体を巻き込みながら、また今ここに集ま

っていただいている各団体の皆様方に協力いただきなが

ら子供たちに関わる活動をして、目指せ９万７千プロジ

ェクトという部分で大きく関わっていきたいと思っております。

これから皆さん清水町、幸町に繰り出すことでありましょう

から、ここは一本で締め閉会させていただきたいと思いま

す。この一年頑張るぞと思いで締めたいと思います。有

難うございました。 

 

 

 SCHEDULE  

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） 

17 日 
通常例会「職業奉仕とは何か part２」 
[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」 

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)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

21 日 
移動親睦夜間例会 「キリンビアレストラン ハウベ」 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志） 

26 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28 日 

第 16 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC 定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会■清掃奉仕活動■観
桜例会 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針」 [担当
/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 
移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 [担当/親睦活動委員会（委
員長 大下和志） 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動」[担当/社会奉仕委員会
(委員長 福島 力)] 

第 17 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 
千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」（北ガス文
化ホール） 


