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 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 

皆さん今晩は、本日は３クラブ合同の例会２回目と言

うことですがホストクラブですので若い私が先にご挨拶をさ

せて頂きます事をご了承頂ければと思います。親睦委員

長の大下委員長に関しましては、仕事が忙しい中３クラ

ブ合同例会を設えて頂きありがとうございます。また、リア

ンさんのスタッフもご協力いただきありがとうございます。 

ちょうど 10 カ月経ち大西会長につきましては、キャリアの

ある先輩であり歴史あるクラブの会長でありながら私と同

じ目線に立って頂き桜プロジェクトからペッツなど色々な

場所でお会いしても気さくに接して頂いたことを感謝申し

上げます。今野さんにつきましてもエレクト時代に合同で

何かやろうと言うことで２回の合同例会が出来たことが

先に繋がり千歳クラブさんにつきましては、50 周年という

形で先に繋がったのではないかと思います。私もまた残り

２カ月ありまして友好クラブ締結 20 周年と地区に関し

ましては、アカ族の古着の支援プロジェクトもまだございま

す。残り最後まできちんと終わらせていきたいと思っていま

す。 

また、冗談も交えてお話させて頂きと思いますがお許しく

ださい。今日は、私にとって神風が吹いたと思います。実

は、先日転んで指の筋を伸ばしてしまって今日ゴルフをし

ますといいスコアーが出ないのかなと思っていたのですが各

先輩に人差し指は、使わないと言われまして確かにそう

だなと思い打ちっぱなし行ったのですがなぜか右手が痛い

ということは、しっかり振れていないのが分かりました。しか

し明日山びこ会がありまして今日一日しっかり安静にして

デビューしていいスコア－が出るように頑張りたいと思いま

す。 

また、次年度の四方体制も発足していますのでこの機会

に宜しくお願いたします。 

 

千歳ロータリークラブ 会長 大西 信也 

今夜はお招きに預かり有難うございます。今年度は私の

予想では大きな事業が無いという事で、目立たなく粛々

と会長職をこなしていこうと思っていたのですが、千歳セン

トラルRCさんのお計らいにより「千歳川桜プロジェクト」や

第 7 グループ合同のアカ族支援事業などがありまして、

私としては記憶に残る年度になったと思っています。有難

例会出席状況（2017 年 4 月 18 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 34名 

欠席者数（内：無断欠席）  9（0）名 

出席率 79.07 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  34名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 4 月 11 日） 

確定出席率（MU 含む） 74.42 ％ 
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うございます。今年度も残り少なくなってきました。関根

会長、いろいろお世話になりました。お互い頑張ったとい

う事で、笑顔で最終例会に向かっていけたらと思っており

ます。簡単ですけれども挨拶と致します。 

 

千歳ローターアクトクラブ 会長 吉岡 毅 

皆さん今晩は！まずは、先日行われました親睦ボウリン

グ例会に沢山のご参加ご協力をいただきまして誠に有難

うございました。その際、オブザーバーで来ていた方が長

沼出身で農家をされている方なのですが、1 名新入会

員として決まりました。これでローターアクトクラブ 17 名と

なりまして目標の 20 名まであと 3 名というところまできま

した。引き続きご協力の程宜しくお願いします。また先日、

第 29回全国ローターアクト研修会に参加してきまして、

開催地がなんとグアムという事で毎年恒例の海外研修と

兼ねて参加して参りました。千歳からは私と汪直前会長

と村山会計の 3 名で参加しまして第 2510 地区からは

7名のアクトと 4名のロータリアン合計 11名が参加され

ました。内容としては代表者会議を行い、昨年度の全

研の報告と今後のアクト活動について、また来年の全研

が水戸、次の年が福岡で開催が決定いたしました。その

次はまだ決定していないのですが 2020-2021 年度は

ここ北海道第 2510地区で開催することが決定しました。 

恐らく札幌開催になるとは思いますが、千歳としても協

力していきたいと考えております。今回参加者が 300 名

弱と昨年は 1,500名程いたので海外という事で若干少

なかったのですが、その分来たメンバーと交流を深めたの

で最高の 3 日間でした。お土産としてグアムのマカダミア

ナッツを買ってきました。人数が多いので 1人 1 つでご容

赦いただきたいと思います。新千歳空港から直行便でユ

ナイテッド航空でしたので、帰りつまみ出されて帰れない

のではと少々不安でしたが無事何事もなく帰ってくること

が出来ました。是非来年もロータリアンさんも参加可能

ですので皆さんと一緒に行けたらと思います。私も来年は

ロータリアンとして参加したいと思っています。こうやって参

加出来たのも各提唱クラブの皆様のご協力のおかげで、

千歳から 3 名も参加出来たのは嬉しい限りです。本当

に有難うございます。引き続き宜しくお願いします。 

 

 幹事報告   

千歳セントラルロータリークラブ 幹事 菅原 百合子 

 本日の千歳 RC・千歳セントラル RC 合同ゴルフコン

ペは雨のため中止となりました。また企画をしておりま

すので、またの機会に是非ご参加ください。宜しくお願

いします。 

 

千歳ロータリークラブ 幹事 今野 良紀 

本日は千歳セントラルロータリークラブの皆様、お招きい

ただきまして有難うございます。 

 次週 4 月 27 日通常例会はご案内をした通り、11

時 45 分 ANA クラウンプラザホテル千歳 1F ハスカッ

プ ザ・ガーデンに集合をお願い申し上げます。12 時

にレセプションパーティーに出てお食事を取っていただ

き、12 時 35 分に退席し例会場へ移動となります。

13時から卓話となりますので宜しくお願いします。 

 4 月 28 日(金)18 時 30 分よりベルクラシックリアン

にて第 2回炉辺談話を執り行います。我々50周年

に向けて千歳クラブの歴史やこれからのクラブを考える

大切な機会と致します。また五十嵐パスト会長、末

広パスト会長の貴重なお話をいただけます。1 年未

満の会員の方はなんと会費が無料となっております。

必ず喜んで参加して頂きたいと思います。その他の会

員の皆様もこの機会に是非参加をいただきまして千

歳クラブ一丸となって 50 周年に向けて歩みたいと思

いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

千歳ローターアクトクラブ 会計 村山 はるか 

私は会計なのですが幹事不在のため幹事報告は特に

無いのですが立たせていただきました。幹事報告では無

いのですが 2017-2018 年度千歳ローターアクトクラブ

会長に決まりましたので、皆様どうぞ次年度も宜しくお願

いします。 

 

 本日の例会プログラム  

移動親睦夜間例会 

「合同例会 in BELLCLASSIC Lien」 

担当/千歳セントラルロータリークラブ 

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今日は短い時間ですが、皆様に楽しんでいただけますよ

う進行して参りますので宜しくお願いいたします。本日は

70 名以上の方が参加されています。様々な席を回って

親睦を深めていただきたいと思います。それでは乾杯の

挨拶を千歳セントラルロータリークラブ 会長ノミニー 菅

原百合子会員宜しくお願いします。 
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 乾杯の挨拶  

千歳セントラルロータリークラブ 

会長ノミニー 菅原 百合子 

乾杯のご指名をいただきました千歳セントラルロータリーク

ラブ 会長ノミニーの菅

原百合子と申します。ご

先輩方が大勢いる中、

大変恐縮ではございま

すが乾杯の音頭を取ら

せていただきます。今年

度の合同例会は 2 回

目ということになります。この間もローターアクトクラブのボ

ウリング大会に参加して親睦を深めました。同じ千歳市

でロータリー活動を共にするクラブとしてこれからも皆様と

一緒に親睦を深めていきたいと思っております。宜しくお

願いします。本日は食べて飲んで親睦を深めましょう。そ

れでは乾杯のご唱和を宜しくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 ポリオ募金活動  

千歳セントラルロータリークラブ  

ロータリー財団委員会 委員長 大久保 尚 

今回は皆様にお願いがありまして立たせていただいており

ます。ポリオプラスの寄付活動ということで、ここにいらっし

ゃる方々に募金をお願いしたいと思います。ポリオは現在

2016 年度 37 例の発症だけとなっています。今のところ

2017年度の発症は無いという事ですので、何とかこのま

まポリオ撲滅に向けて皆様方の清き千円札を入れてい

ただければと思います。これから若者たちがポリオ募金箱

を持って回りますので宜しくお願いいたします。募金いただ

いた方にはもれなく吉岡会長からマカダミアナッツのプレゼ

ントがございます。是非とも宜しくお願いします。 

 

── 皆様ご協力有難うございました。募金合計額は

93,610 円となりました。千歳 RC、千歳セントラル RC

で等分し寄付させていただきます。 

 

 ジャンケンゲーム  

1 回目は千歳セントラルロータリークラブ 関根会長、2

回目は千歳ロータリークラブ大西会長とジャンケン！勝ち

残ったのは千歳ローターアクトクラブ 汪可怩さんと村山

はるかさんです。ゆきあかり食事券が贈呈されました。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 髙木 昌人 

大勢の皆様にニコニコしていただきました。ご協力有難う

ございました(^^)/ 

【千歳 RC】大西信也様、瀧澤順久様、今野良紀様、

前田浩志様 

【千歳 RAC】吉岡毅様、汪 可怩様、村山はるか様 

【千歳セントラル RC】関根悟、四方信次、月俣美子、

大下和志、岩室秀典、髙木昌人会員 

 

 

 手に手つないで  

参加者全員で手に手つないでを大合唱です。 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 47,000円 

今年度 累計額 705,000円 
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 閉会のあいさつ  

千歳セントラルロータリークラブ 

会長エレクト 四方 信次 

今日は楽しいひと時

有難うございました。

先ほど千歳ロータリー

クラブ次年度瀧澤会

長からのお話があった

ように、同年度会長を

務めます四方と申しま

す。宜しくお願いします。千歳ロータリークラブさんは 50

周年という大イベントがあります。我が千歳セントラルロー

タリークラブにおきましては、今まだクラブの中では公表し

ておりませんけれども出来れば千歳市民を集めてのイベ

ントをやっていきたいなというふうに思っています。両クラブ、

アクトの皆さん共々に協力し合いながら切磋琢磨し、千

歳のためにまた世界のために貢献できる活動を続けてい

きたいと思っております。宴会はこれで終わりですけれども、

メンバーの中には皆さんをお待ちしている方々もいます。

幸町、清水町でまた引き続き友好の輪を拡げていきたい

と思っております。それでは一本で締めたいと思います。

千歳ロータリークラブまた千歳ローターアクトクラブ、千歳

セントラルロータリークラブ 3 団体共々に発展することを

祈念いたしまして一本で締めます。どうも有難うございま

した。 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は4月25日（火）、移動例会「清掃奉仕活

動」です。JR 千歳駅周辺の清掃を行います。担当は社

会奉仕委員会。食事は 11時30分～12時、集合時

間は 12 時。場所は千歳エアポートホテル 1F「うみや」

（千歳市千代田町 6 丁目 1）です。 

 

 SCHEDULE  

 

 

 

 

 

 

 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
通常夜間例会 「新会員研修例会～気持ちを新たに
～」[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)] 

13 日 第 25 回長沼国際交流フェスティバル（長沼 RC） 

16 日 
通常例会「友好クラブ締結 20 周年記念事業について」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

20 日 
親睦夜間例会 「友好クラブ締結 20 周年記念合同
例会」 [担当/友好クラブ締結 20周年記念実行委員会（委員長 松坂敏之)] 

23 日 例会日を 5 月 20 日(土)に変更 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「空港募金箱視察」 
※定例会場で食事･簡潔なセレモニーの後、新千歳空
港国際線ターミナルに移動 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

6 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 

通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


