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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

谷口 正樹 様 RI第 2510地区 

国際奉仕・VTT委員会 委員長(滝川 RC) 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん今晩は、21 日には、トランプアメリカ大統領の就

任、アメリカ第一主義を掲げて演説しましたが、今後日

本に対してどの様な影響あるの

か、考えるところです。また、松方

弘樹もなくなり一時代のスターが

亡くなりました。寂しさと新しい時

代への移り変わっていくことを実感

致します。ロータリー活動もどんどん

新しい活動内容と変化が伺えます

が慎重に対応して順応していきた

いと思います。 

谷口委員長を迎えての例会です。海外での活動内容を

お話し頂けると思います。また、待望の望月さんが入会と

なりました。期待しております。 

ロータリー活動もどんどん新しい活動内容と変化が伺えま

すが慎重に対応して順応していきたいと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 第 7 グループ IMのご案内 

全員登録させていただきます。出席の確認は次回か

ら行います。 

○ 日時 平成 29年 3月 26日（日） 

○ 会場 長沼町総合保健福祉センター りふれ 

○ テーマ 「若者の育成とロータリー」 

○ 講演 「米山奨学生からロータリアンへ」  

李英愛さん（札幌幌南ライラックロータリ

ー衛星クラブ会員、米山学友） 

  「奉仕の一世紀」 

羽部大仁氏 第 2510地区パストガバナー  

○ 登録料 5,000円 

○ 登録締め切り 3月 10日（金） 

 ロータリー米山記念奨学会寄付金納入明細書とロ

ータリー財団クラブ別寄付金明細書が届いています。

事務局でご覧ください。 

 以前に公共イメージ向上協力金として一人 250 円

以上の寄付をお願いしたロータリー財団 100周年記

念シンポジウムが開催されました。12 月 24 日の朝

日新聞に掲載された広告記事が届いています。 

 事務局臨時休業のお知らせ 

1月 30日（月）休業 

 

 入会式   進行：幹事 菅原 百合子 

新会員紹介 井上 英幸 会員 

謹んでご紹介させていただきます。待望でございました望

月秀則君でございます。仕事は㈱丸畑家具センター、

役職は代表取締役です。昭和 38年生まれの 53歳で

す。ご家族は奥様と 4 人のお子様に恵まれています。経

歴は北陽小学校、富丘中学校、勇舞中学校の PTA

例会出席状況（2017 年 1 月 24 日） 

会員数 44名 

会員出席者数 22名 

欠席者数（内：無断欠席）  22（3）名 

出席率 50.00 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  23名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 1 月 17 日） 

確定出席率（MU 含む） 74.42 ％ 
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会長を歴任され、千歳市 PTA連合会会長もされており

ます。第 39代㈳千歳青年会議所理事長ということで、

現在、北海道家具商組合の会長として頑張っておられ

る方です。望月君を知っている方はたくさんいるのではな

いかと思いますが、お父さんはライオンズクラブに所属され

ています。お母さんはソロプチミストの会長も歴任されたと

いうことで、奉仕活動大好き一家です。7 年前から我々

含めて是非うちのクラブに入っていただきたいと申し上げて

きましたが、ライオンズクラブに所属されているお父さん、ソ

ロプチミストに所属されているお母さんの壁が高くてなかな

かうんと言ってくれませんでした。つい数年前、根も尽きた、

あなた達の入会のやり方を見習わなければならないとい

うことで、秀則を宜しく頼むと言っていただきましたので、

晴れてご入会をしていただく事になりました。これからも宜

しくお願いしたいと思います。期待しております。 

 

新会員挨拶 望月 秀則 会員  

先ほど井上さんにご紹介していただいた望月秀則と言い

ます。仕事は、地元で丸畑家具店という家具の小売業

をしております。この町で 50 年、親の代に会社を設立し

て商売をしております。千歳に来て 50 年、仕事としては

26 年になります。入ってきてすぐに千歳青年会議所に

入会させていただき、13 年間青年会議所活動をしまし

た。その後、リハビリではないですが PTA活動を 13年間

活動させていただきました。 

合わせて 26 年、ちょうど下の娘の義務教育が今年よう

やく終わるという良いタイミングで、井上先輩をはじめまわ

りに沢山いらっしゃいますがようやく入会させていただくこと

になりました。会社の実力はそれほどでもないのですが、

父も母もそういった事で 3 人のボランティア尽くしもいかが

なものかなと思いますが、入った以上は、ほとんど当てに

ならないとは思いますが、使える部分が多少あると思いま

すので宜しくお願いしたいと思います。個人的には賭け事

もお酒も女性もゴルフも好きですので安心してください。

好きですが皆さんのライバルにはなり得ません。どれも皆さ

んより下です。ロータリーの事も勉強したいと思います。敢

えて何も調べず誰にも聞かず、今日この場に臨んでいま

す。真っ白な状態でございますけれども宜しくお願いした

いと思います。火曜日が例会ということで聞いております。

仕事柄仕入れなどで海外に行ったり、平日に出張が多く、

多々関根会長を始めとしてご迷惑を掛けてしまうのでは

ないかと思いますが、なるだけロータリーには出席したいと

思います。個人的な事として、髙木君らと一緒に千歳マ

ラソンクラブ 7 人の侍のメンバーを集めまして、来月は東

京マラソンに参加したいと思います。今年 5 回マラソンに

エントリーしたいと思います。日々走っていないと体も作れ

ずそういう準備もありますが、なるだけロータリーに出席し

ます。ちょうど 25年前、結婚した頃妻に作ってもらった背

広をずっと取っていましたが、今日、25 年振りにこのよう

な節目の時に着てきました。大分身体も絞れてきました

し、頭は悪いですが走る威力は期待していただいて良い

と思いますので、宜しくお願い致します。頑張りますので

今後とも宜しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

還暦の厄払いをされた皆さん、新会員入会祝、お子様

の高校合格祝、本日の卓話を記念してなど多くの皆様

有難うございました(^^)/ 

臼田暢会員、井上英幸会員、四方信次会員、岩室

秀典会員、関根悟会員、尾本眞二会員、武田伸也

会員、齊藤博司会員、田口廣会員、土居栄治会員 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 21,000円 

今年度 累計額 479,000円 
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 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「卓話 国際奉仕事業の近況」 

講師：国際ロータリー第 2510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 

今日は RI 第 2510 地

区国際奉仕・VTT 委員

会 委員長 谷口正樹 

様を講師に国際奉仕事

業の近況ということで卓

話をしていただきます。宜

しくお願いします。 

 

［講師略歴］ 

谷口 正樹 様 

滝川ロータリークラブ所属 

有限会社 谷口板金工業所 代表取締役 

1962 年 滝川市 に生まれ高校滝川市在住 

1984 年 北星学園大卒業後、光学機器メーカーに

勤務 

1994 年 家業である㈲谷口板金工業所勤務 

2005 年 代表取締役就任 

2005 年 滝川ロータリークラブ 入会 

2008 年 2510 地区 国際奉仕委員会 委員 

2014 年 2510 地区 国際奉仕委員会 副委員長 

2016 年 2510 地区 国際奉仕・VTT 委員会 委員長 

2510 地区 奉仕プロジェクト委員会 委員 

2510 地区 ロータリー財団委員会 財団

委員会 専属委員 

 

 卓 話  

講師：国際ロータリー第 2510地区 

国際奉仕・VTT委員会 委員長 谷口 正樹 様 

地区の国際奉仕委員会は今まで各クラブから奉仕事

業を募ってやっていましたが、今年からガバナーの指示の

下 VTT プログラムを合併させました。先日やっと事業が

全て確定してお金も送金して事業を行っております。本

来であれば 12 月ぐらいに着手しているのですが、タイの

国王が10月に亡くなられた関係ですべての奉仕事業が

1~2 ヶ月止まってしまい非常に遅れています。場合によ

っては私もタイに行って指揮を取らないと年度中に終わる

かどうかという状況です。皆さんからお預かりした事業費

ですので、その辺は上手にやって年度が終わるまでには

報告書を上げていきたいと考えております。 

RI、特に財団の事業の目標は 6つの方針があります。 

一つ目は平和の推進、二つ目は疾病との闘い、それから

きれいな水の提供、それから母子の健康、教育の支援

地元経済の成長です。この 6 つを目標にして国際奉仕

事業を進めていこうというプログラムになっています。我々

2510 地区もこの 6 つの目標の中では、世界中にきれ

いな水の提供をしていきたいという事、識字率向上という

事で発展途上国の学校施設の拡充を図ることを目的と

して財団や地区からの補助金、そしてクラブの皆さんから

も事業費をいただいてその中でやっている活動をご紹介

します。 

── 地区国際奉仕活動と VTT 活動について映像を

使ってご紹介いただきました。 

（中略） 

今年については小学校を対象とした水事業、図書館整

備、奨学金、モデルプランとして教育支援、地域インフラ、

ロイヤルキングスクールへの直接支援などプランをご提示

させていただき、いろいろなクラブから事業参加をいただき

ました。今年度、結果的に 26クラブから 27事業への申

し入れがあり事業費の 106 万円をお預かりしています。

地区内各クラブが何か所か合同で 1 つの学校の支援を

していただきます。奉仕の主体はクラブであり、私達地区

委員会はクラブの活動をサポートする立場で行動してい

ます。クラブからいただいた事業費、地区事業費、財団

補助金全て合わせて今年度の総事業費は 350 万円

で展開していきます。展開地区はずっと昔から行っている
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タイ ノンカイ、そしてノンカイの隣県であるパラスという所

の学校支援事業です。6 つの事業 13 の学校で展開し

ます。千歳セントラルさんから事業参加の申込をいただき、

クリーンウォーター補修事業、浄水器リニューアル事業に

参加していただきます。ノンカイにある小学校です。何年

か前に我々2510 地区で浄水器を付けた学校ですが、

実は今、浄水器は動いていません。札幌手稲 RC、銭

函 RC さんの 3 クラブ共催で展開していきます。事業完

了時期は 4 月末日を予定していますが、納期、工期が

あやふやなのでこちらから出向いて行かなければ難しいか

なと思います。 

全ての子供達を救う事は出来ませんが、私達の小さな

支援でたくさんの子供達の笑顔が産まれてきます。そして、

世界の子供達の笑顔の為に、私達に出来る事は何かを

常に一年間ディスカッションして、ロータリーの皆さんでな

んとかしていこうという活動に努めてまいります。 

 

 記念品贈呈  

本日の講師 谷口様へ関根会長より記念品を贈呈い

たしました。大変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、1 月 31 日（火）は、休会（定款第 8 条第 1 節）

です。次々回例会は 2 月 7 日（火）、通常常夜間例

会「クラブ協議会/下半期事業計画」です。担当は理事

会。開会点鐘 18時 30分、定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

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/下半期事業計画」 
[担当/理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

14 日 

通常例会「「卓話 コミュニティ FM で地域活性化～コミ
ュニティ FM ラジオ局いーにわの開局経緯～講師:FM
放送 e-niwa 編成プロデューサー 三浦真吾様」 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

21 日 

第 16 回理事会 PM5:00 ゆきあかり 

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 「卓話:未定 講師:キリンビール㈱北
海道千歳工場 執行役員工場長 名川誠様」[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 「親睦の夕べ in 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 17 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 会長エ
レクト 四方信次」 [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」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[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 18 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」 


