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 会長あいさつ   会長  四方 信次 

みなさんこんにちは。先

日 7 月 9 日に地区会

員増強セミナーに山口

委員長と参加して参り

ました。会長方針の中

で会員増強を 43 名か

ら 50名にと謳いました。

国際ロータリーの目標は鈍増３％です。43 人の３％は

2 人に満たないのです。43 人から 45 人に増強は自分

的には物足りない目標に感じ、志高く 50人と言ってしま

いました。言ったからには 50人達成の為対策をみんなで

考えたいです。8 月 8 日の例会で山口委員長からその

手法についての提案がございます。皆さんからも様々な

お知恵を頂きたいとお願いします。 

本日はクラブ協議会という事で、委員会毎に協議をして

今年の活動の方向性を話し合って頂きます。各々の事

業の目的、始まったきっかけなど先輩の方々からご教授

頂き、出来るだけ多くの会員が共通の認識の元で活動

出来るようになればと思います。宜しくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事  笹谷 俊尚 

 ロータリー財団地域コーディネーターより「年次基金寄

付ゼロクラブ」ゼロ達成の報告 

2016-17 年度、日本の全てのクラブが年次基金に

寄付をして達成されました。ご協力いただきました皆

様に心より感謝申し上げます。 

 武部實ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

 第 2510地区学友会 News Letter（回覧） 

 RI第 2510地区 地区大会について 

レターボックスにパンフレットをご案内しています。 

参加できるかどうかアンケート的に出欠表を回させて

いただきます。場所が遠方になりますので、人数の状

況をみてこの後の行程を考えたいと思います。バスチ

ャーターを含め検討していきたいと思いますので、多く

のご参加を宜しくお願いします。 

【第 1日目】 

○ 期日：10月 14日（土） 

○ 会場：五島軒本店 

会長・幹事会、地区指導者育成セミナー、RI 会

長代理歓迎晩餐会 

【第 2日目】 

○ 期日：10月 15日（日） 

○ 会場：函館市民会館（懇親会）函館アリーナ 

式典・本会議、記念講演会、懇親会 

○ 記念講演講師：元 RI 理事・裏千家大宗匠 千 玄室様 

 前年度よりご案内しております第 5 回ちとせ川ビール

祭りチケットご購入のお願い 

千歳商工会議所より領収書が発行されますのでお

申し出ください。 

 本日、午後 7時から千歳ローターアクトクラブ第 1回

定例会が開催されます。場所は ANA クラウンプラザ

ホテル千歳です。8名の出席を予定しています。 

 例会変更のお知らせ 

○ 8月 18日（金）親睦夜間例会を下記に変更 

8 月 22 日（火）移動親睦夜間例会「キリンビア

レストラン ハウベ」  

開会 18時 30分、場所：キリンビアレストランハウベ 

 長泉ロータリークラブよりクラブ計画書が届いています。 

 

 各委員会連絡・報告   

会計  髙木 昌人 

先の例会で会費納入のお願いをさせていただきまして、

早速のお振込みありがとうございます。期日は今月末と

なっておりますが、当クラブの運営は皆様からいただいた

例会出席状況（2017 年 7 月 11 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  13（0）名 

出席率 69.77 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  30名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 7 月 4 日） 

確定出席率（MU 含む） 67.44 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 四方信次 / 副会長 井上英幸 / 幹事 笹谷俊尚 / 会報委員会 委員長 福島 力 

〒066-8520 北海道千歳市本町 4丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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会費を基に運営されていますので、ショートしないうちにど

うか期日までに納入を宜しくお願いいたします。 

 

雑誌委員会 委員長  白木 松敏 

私、雑誌委員会第 1 号の仕事となります。皆様のお手

元にお配りしました。千歳民報、ちゃんとさんに掲載され

ていました私達の仲間の

ご紹介です。四方会長、

井上副会長、笹谷幹事

が掲載されています。羽

生会員が動物愛護に寄

与されて感謝状を贈られ

ています。それから私で

す。歓楽街を 15名で清掃しました。以上です。 

 

 委嘱状   

国際ロータリー第 2510 地区委員の委嘱状を伝達いた

しました。 

地区国際奉仕・VTT委員会 委員 田口 廣 

地区職業奉仕・基本理念委員会 副委員長 坂井 治 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員  齊藤 妙子 

記事が掲載された方や夏祭りのご案内など多くの方にニ

コニコ BOX を頂戴しました。有難うございました。 

大下和志会員、四方信次会員、井上英幸会員、笹

谷俊尚会員、入口博美会員、白木松敏会員、田口

廣会員、山口康弘会員、石川貴美子会員 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「クラブ協議会/各担当委員会の活動

方針」 

担当/理事会（進行:幹事 笹谷 俊尚） 

各テーブルに分かれていた

だき委員長さん中心に打

ち合わせをしていただいた

後、委員長から活動方針

を発表していただきたいと

思います。先回欠席され

た彦坂副幹事には後ほど活動方針を発表していただき

ますので宜しくお願いします。 

── 委員会毎に集合し今年度の活動を話し合いまし

た。 

 

 活動方針の発表  

副幹事(公共イメージ委員会担当理事)  彦坂 忠人 

兼務：プログラム委員会 委員長  

我々の公共イメージ委員会

の立場で今年度会長方針を

3 つに集約しました。 

1. 若いメンバーと熟練会員

が相まって、経験や知識
本日のニコニコ BOX 合計額 15,000円 

今年度 累計額 62,000円 
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の融合が深まり、楽しく魅力ある例会を目指す。 

2. 5 つの奉仕活動を通して会員自らが行動し、クラブ

に変化をもたらし、女性会員、40 歳未満の会員

増強と、50名の仲間を目指す。 

3. 「取り戻そうロータリーの心」、そして「伝えよう次世

代を担う青少年へ」を合言葉に「やまもと語りべの

会」の実施。 

国際・地区ロータリーテーマ（広報、IC 関係）についてです。 

1. ロータリーのイメージ向上と会員増強のためのポスタ

ーの活用。 

2. 情報の共有化と効果的なクラブ運営への変化をも

たらすため、「MY ROTARY」の登録と活用。 

以上の方針、テーマをもとに、各委員会活動をこれから

発表していただきます。その中で私が担当するプログラム

委員会は、例会プログラムは既に予定として出ています

が、具体的なテーマや内容については、最低でも 1 ヶ月

前と言われていますが、理事会できちんと確認して開催

する事を考えると出来れば 2 か月前に私の方に提案い

ただき、きちんとした例会を開催できるように進めたいと思

います。是非ご協力をお願いします。 

 

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

今年度の活動計画を進め

るに当たり私し委員長の白

木松敏と副委員長の佐藤

敬で協議を重ね次のような

目標で進めてまいります。 

1. ロータリー活動などを

地域の方々に広く知

っていただく為「ロータリーの友」を活用し市内の施

設の待ち合い所（フロアー）の雑誌コーナーに常

設していただく事を周知徹底致します。 

2. 私達ロータリアンの義務でもあります「ロータリーの友」

などの購読を再度、認識をしていただきロータリーの

知識を身に付けていただく事を進めてまいります。 

3. 毎月毎に発行される「ロータリーの友」などに掲載さ

れている記事で我がクラブそしてロータリアンとして必

要な関連記事を発表させていただきます。 

4. 我がクラブの会員自らの地域活動や地域との結び

付などの情報を収集し  即時に例会等で発表し

会員同士が相互に理解を深めていただき活発な

雰囲気でクラブ活動が出来るよう進めてまいります。

宜しくお願いします。 

 

クラブ研修、新会員研修、細則検討委員会 委員長 佐々木 俊英 

今年度、上記の委員長を拝命し今井副委員長・土居

会員と共に活動計画を策

定致しました。 

細則検討につきましては、

3年毎の RI規定審議会

に依る見直しに合わせて

当クラブでも検討され、見

直し実施されましたので、

本年はクラブ研修・新会員研修について活動させて頂き

ます。つきましては、講師例会を各 1回実施の予定です。

新会員・会員それぞれにふさわしい講師及び内容を考

慮し、人生あるいはロータリーに意欲を失っている会員に

は刺激と希望を、新会員に対しては更なるロータリーへ

の意欲と知識を与える事の出来る様な講師例会を実

施致します。よろしくお願い致します。 

 

出席、ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

副委員長に経験のある月俣会員、委員に齊藤妙子会

員、内藤会員の4名でやっ

ていきたいと思います。当ク

ラブの「各担当委員会の任

務と役割」によれば、出席

委員会の役割は大きく５つ

あります。 

1. 例会受付 

2. 出席率向上 

3. 関連する各種委員会へ出席 
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4. 委員長だけがその職務を担うことなく、各委員が協

力し職務を遂行します 

5. その他 

なかでも、２つ目の「出席率の向上」が特に求められる

役割と考えられます。その「出席率の向上」で担うべき任

務は 

① 毎例会の出席率 80%以上を目標とします 

② 例会出席率の奨励（出席率の低い会員への個

別対応など） 

③ 欠席会員へのメーキャップの案内と奨励 

④ 例会時、当日の会員出席状況の発表を行います 

いずれも重要な項目で、必達項目ではありますが、諸々

の事情もあることから①年間の出席率 80%以上を目

標とします、に読み替え委員一同、特に①～③を取り

組んでいきたいと思います。 

同様に、ニコニコ箱委員会につきましても、役割は大きく

４つあります。 

1. 例会プログラム「ニコニコ BOX」 

2. 年間目標額の達成推進 

3. 委員長だけがその職務を担うことなく、各委員が協

力し職務を遂行します 

4. その他 

なかでも、２つ目の「年間目標額の達成推進」が特に

求められる役割と考えられます。その「年間目標額の達

成推進」で担うべき任務は 

① 年間目標額は、各年度の理事会を通し定められ

ます 

② 投函機会の創出 

③ 投函の奨励 

④ 例会時、当日の集計額の発表 

委員一同、取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 委員長  石川 貴美子 

副委員長は岩室さん、委

員に古木さん、黒坂さん

の4名でやります。今年度

も千歳ロータリークラブとの

合同例会や移動例会、ク

リスマス例会などで他クラ

ブや会員同士の親睦を深

めるため責任をもって楽しい親睦例会をやっていきたいと

思いますので、1年間よろしくお願いします。 

SAA 委員長  大下和志 

今年度の SAA 委員会委員長として、まず毎週の例会

を滞りなく進行し副委員長の島村さんと各担当委員会

との連携を取り、スムーズ

な例会の進行を行いたい

と思います。又、7 月の

25 日には担当の「ガバナ

ー公式訪問」があり、過

去の事例を踏まえながら

内容のあるしっかりした例会の運営を行っていきたいと思

います。 

そして、親睦例会についてはロータリーの例会の中でも重

要な例会ですので、親睦委員長としっかり連携を取りな

がら楽しい例会にして行きたいと思います。1 年間宜しく

お願い致します。 

 

会報、広報委員会 委員長  福島 力 

ロータリーのイメージ向上

について広く一般に活動

事業の公表、地域社会

に貢献していることをアピ

ールする。具体的には、フ

ェイスブック、SNS 等の拡

散 会員に出来ればシェアーをお願いしたいと思います。

ロータリーポスターを一人 3 枚お配りしますので貼れる所

があれば事業所等に貼ってもらいたいと思います。貼れ

なければ委員会で選定して人の集まる場所等に貼って

いただきます。 

ロータリーの友を病院、集会場、ロビー等に置いていただ

き、イメージと会員増強につなげる活動をします。 

皆様のご協力をお願いします。 

 

会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委員長  山口 康弘 

副委員長にベテランの羽生さんが就いていただきました。

2 名体制で活動して参ります。井上副会長を交えて

喧々諤々と委員会を先ほど行いしっかりと議論を深めて

まいりました。一昨日、札幌パークホテルで行われた地

区会員増強セミナーに四方会長と共に参加させていた
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だき勉強してきました。結局、会員増強は人であるという

事がメインのお話でした。会員増強のための資料をいくつ

かもらってきまして内容を拝読すると非常に楽しいツール

であると思いますので、どこかの例会か何かで紹介してい

ければと思います。 

クラブそのものが身体であ

るならば、メンバーはその

血液でないかと感じていま

す。血液が不足すれば身

体は弱ります。また、血液

が健康で無ければ病気に

もなります。故に活発な活動を行うには健康な血液が不

足なく必要となります。 

本年度は会長方針に則り、女性会員の増強や 40 歳

未満の会員の増強を念頭に新しい血液を取り込み、活

発で有意義な活動が行えるよう総勢 50名体制を目指

し、委員会スタッフや理事者はじめ、メンバー一丸となっ

て一人でも多くの理解者を増やし、会員の増強・維持に

取り組んでいきたいと思います。 

 

米山記念奨学委員会  委員長 田口 廣 

この委員会の実態を私自

身把握していませんでした

ので、地区にも問い合わ

せをして多少なりとも勉強

しましたが、まだわかってい

ません。この委員会の役

割を読み上げます。皆さ

んもわかっていない人もいるのではないでしょうか。 

米山記念奨学会とは、 

1. 日本の大学及び大学院に在籍している外国人留

学生に奨学金を支給し、国際理解と親善に寄与

することを目的としている 

2. 寄付金には、普通寄付金と特別寄付金の二種類

があり、寄付金は原則として全額を奨学金及び奨

学関係費に充当し、事務経費は基本金と運用財

産で賄われている 

皆さんから 2000 円ずつの会費を集めこれに充てます。

実際には外国の大学生を選定して寄付します。その事

業をこの委員会が選ばなければなりません。入口副委

員長と二人で皆様に地区の情報と合わせて流しながら

一年間頑張っていきたいと思います。基本的にはお金を

集める会という事なのでご協力を宜しくお願いします。 

 

ロータリー財団委員会 委員長  齊藤 博司 

本年度は手島和枝副委員長との 2名体制でのりきって

行きます。 

全部が実務者集団であって決まったことを粛々とやってい

く委員会です。皆様には寄付の要請をする委員会です。

既にロータリー財団には毎年 100 ドルを寄付されていま

す。そしてそれが 10 年で

1000 ドル、ポールハリスフ

ェローという称号を得ま

す。更に 1000ドル足して

マルチプルポールハリスフェ

ローも 10 名以上の方が

既に所属されています。寄付を見えないところでやってい

るという事を皆さんご了解ください。 

2017年 11月 7日と 2018年 4月 24日の 2回の

担当例会については、1 回は当クラブと（地区-RI）ロ

ータリー財団との関係についての卓話（説明）を行いた

いと思います。 

もう1回は、当クラブ会員以外からの卓話を考えておりま

す。また当クラブ以外でのロータリー財団関係行事への

参加も積極的にと考えております。 

 

友好クラブ委員会 委員長  松坂 敏之 

関根年度と四方年度の 2 年にわたり友好クラブ委員長

を務めさせていただきます。副委員長が高塚さん、委員

が羽芝さんです。行動しなければならない委員会で、そ

して相手もおります。相手と相談しながら行動を起こし親
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睦を深めながら友好関係

を保つことが目的です。目

的は簡単な事ですので後

は行動するのみだと思って

おります。今年も宜しくお

願いします。 

 

 

 例会出席率報告  

出席・ニコニコ箱委員会 副委員長  月俣 美子 

本日は無断欠席ゼロでし

た。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長  彦坂 忠人 

次回例会は 7 月 18 日

（火）、親睦夜間例会

「ザ・テラス」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。セレモニー終了後、テラスへ移動します。お楽

しみに(^^)/ 

 

 SCHEDULE  

 

 

7 
月 

■会員増強セミナー（地区）■ガバナー公式訪問 

18 日 
親睦夜間例会 「ザ・テラス] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

25 日 

会長、幹事、会長エレクト懇談会 午前 10 時 

理事懇談会 午前 11 時 

会員集合時間 正午 12 時 
通常例会「ガバナー公式訪問」 [担当/SAA(委員長 
大下和志)]  

8 
月 

会員増強・新クラブ結成推進月間 ■千歳ローターアクトクラブ
「市民盆踊り大会出店事業」支援 

1 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/各委員会の活動詳
細」 [担当/理事会(進行担当/会計 髙木昌人)] 
※例会終了後、新会員研修会 

8 日 
通常例会「未定」 [担当/会員増強･維持委員会(委
員長 山口康弘)] 

15 日 休会（定款第 8 条第 1 節:祝日に準じる/お盆休み） 

22 日 
移動親睦夜間例会 「納涼例会 in ハウベ] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

29 日 通常例会「未定」 [担当/理事会] 

9 
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会 

5 日 
通常夜間例会「卓話:わがまち千歳、新千歳空港民
営化 講師:千葉英二様 千歳市企画部 部長」 
[担当/社会奉仕委員会(担当/委員長 武田伸也)] 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕･ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

19 日 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ in レストランイン
ター] [担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美
子)] 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■世
界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手続き 

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 
[担当/理事会] 

※次年度理事 立候補・推薦の手続き 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 田口廣)] 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフ・観光ツアー（案） 

17 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

24 日 
移動例会「清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 


