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 WELCOME   会長エレクト 菅原 百合子 

福田 武男 様 RI第 2510地区 ガバナーノミニー 

  第 7 グループガバナー補佐（千歳 RC） 

出村知佳子 様 RI第2510地区財団奨学金委員会 

  委員長（札幌北 RC） 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

先週の清掃活動には

30 名の参加頂きました。

ありがとうございました。そ

れも有りまして、ここグラ

ンテラスの例会は約１ヶ

月振りです。先達て、函

館の地区大会には 16

名で参加して参りました。10年連続のＲＩ会長賞を受

けさせて頂きました。また、昨年度の桜プロジェクトと防災

テント寄贈に対して善行表彰を受けました。いずれもこの

後、関根直前会長にお渡し致します。 

また、故斎藤会員の奥様からタイの子どもたちの為に 10

万円ということで国際ロータリーに寄付します。更に、音

訳ボランティアにも寄付 10万円ということで福祉センター

でお渡ししました。20 年前に寄贈した音訳の録音室を

拝見させて頂きました。本日は地区財団奨学金委員会

出村委員長の卓話でございます。宜しくお願いします。 

 

 ビジターご挨拶   

RI第 2510地区 第 7グループ ガバナー補佐 

福田 武男 様 

千歳セントラルさんは今日で 3回目です。まだ決まったわ

けではありませんが IM が来年 6 月 2 日（土）、朝ゴル

フをして午後 3 時ぐらいから千歳でやることになりました。

どういう理由かわかりませ

んが、ユニ東部などのゴ

ルフ場は非常に高いので

シャムロックだと券を使っ

て 9,000 円ぐらいで出

来ます。準備をするのは

由仁RCの人が中心とな

ってやりますが、シャムロックでゴルフをやって、ANA クラウ

ンプラザホテル千歳で講演会をやります。講演会に誰が

来るかは決まっていませんが一般の人も聞けるような講

演会にしたいと思います。18 時 30 分頃終了の予定で

やっています。第 7グループの件は以上です。 

後は私のガバナー年度について簡単に状況を報告しま

す。前回もお話しましたが代表幹事が 2 名、武石さんと

村田さんです。千歳セントラルさんから 2 名、恵庭さんか

ら 2名のクラブ代表が決まりました。今のところそこまで決

まっています。佐藤秀雄さんが一切名前は出てきません

が顧問という形でお願いしています。千歳はまだ決まって

おりません。これから決めようと思っています。ゴルフ大会

はシャムロックで 7,000円、参加費が 3,000 円。1 万

円で出来ます。今までの流れと逆の方向で出来るだけ

安くそして出来るだけ皆さんの協賛もいただきながらという

ことを考えています。また 1月 9日の新年交礼会に来ら

れたら来ようと思っています。皆さんご協力の程宜しくお

願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 千歳ライオンズクラブ認証 55 周年記念式典が行わ

れ四方会長、菅原会長エレクトが出席されました。お

礼状が届いています。 

 地区国際奉仕事業決定のお知らせとタイ検証ツアー

のご案内 

回覧しておりますのでご確認ください。 

 地区米山学友会(北海道)懇親会のご案内 

例会出席状況（2017年 11 月 7 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 23名 

欠席者数（内：無断欠席）  19（0）名 

出席率 54.76 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

2 出席者数総計  25名 
 

前回例会 確定出席率（2017年 10 月 24 日） 

確定出席率（MU含む） 76.19 ％ 

 

 

 

 

 

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 
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○ 日時：11月 12日（日）18時より 

○ 会場：札幌第一ホテル 

 千歳同夢会「第 15回納会」のご案内 

○ 日時：11月 23日（木）18時より 

○ 場所：アサヒビール園 

 千歳商工会議所「年末チャリティーカラオケフェスティ

バル」の出場依頼 

○ 日時：12月 10日（日）11時 30分より 

○ 北ガス文化ホール 

当クラブにも要請がきており出場予定の方が 2名いら

っしゃいます。 

 次年度理事選考について 

クラブ細則第 3 条第 1 節により次年度理事の立候

補・推薦を受け付けておりましたが期日までに届け出

がありませんでした事をご報告します。 

 

 各委員会連絡・報告   

会計 髙木 昌人 

本日のテーマでもありま

すロータリー財団への寄

付を 11 月 6 日に完了

しました。メンバーお一人

様 100 ドル、更に特別

寄付としてお一人 25 ド

ルを加えた 125 ドルです。

今月のRIレートがございまして、1ドル＝114円で換算

させていただき、お一人 14,250 円の寄付をさせていた

だくことになりました。更には 11月 1日、米山記念奨学

会にお一人 2,000円、米山梅吉記念館 100円募金

にお一人 100 円、お一人計 2100 円の送金を完了し

ました。ご協力ありがとうございました。 

 

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

当クラブ会員がいつも通

り活躍されていまして千

歳民報その他の雑誌に

掲載されております。10

月 11日千歳民報掲載、

善行表彰に個人・13団

体が表彰されています。

団体としましては㈱三友石油の入口さん、㈱山三ふじや

関係者は古木さん、千歳セントラルロータリークラブ四方

会長、㈱スギハラの松坂さんです。続きまして、13 日

（金）、“ちゃんと”さんに掲載されています。盲導犬育成

支援のチャリティパーティーを行いましたベルクラシック リア

ン。当クラブでは福島さんが関係しております。10 月 26

日、地域の美化に協力ということで私達のクラブが清掃

奉仕活動を致しました。その中で当クラブの素敵な女性

の方々がアップで掲載されております。10月 31日歓楽

街 AED 講習会ということで私共㈱ビジュアルコーポレー

ションが歓楽街から 27名参加、今年で第 3回目です。

最後に今日出席されておりませんが多賀さんが市奨学

基金に 300 万円を寄付されています。多賀さんらしいと

思いました。奥様と掲載されておりました。 

 

 「RI会長賞」伝達式   

2016-2017 年度 RI 会長賞、また平成 29 年度千

歳市善行表彰を拝受い

たしました。RI 会長賞を

四方会長より関根直前

会長に伝達されました。

RI 会長賞は 10年連続

となります。 

 

 次年度理事選考について  

幹事 笹谷 俊尚  

先ほどもご報告しましたが、クラブ細則第 3 条第 1 節に

より次年度理事の立候補・推薦を受け付けましたが、期

日までに届け出はありませんでした。次年度理事指名

委員会設置と委員長の発表を四方会長よりお願いしま

す。 

 

会長 四方 信次  

本日、次年度理事指名委員会を設置致します。指名

委員会内規第 3条により委員長は関根 悟直前会長

となります。宜しくお願い致します。 

 

次年度理事指名委員会 委員長 関根 悟 

私を除く、6 名の指名委

員を次のとおり任命し、

12 月の総会までに次年

度各理事の候補者を選

考します。 
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委員 羽生 有三 

委員 佐々木 俊英 

委員 臼田 暢 

委員 岩室 秀典 

委員 石川 貴美子 

委員 大下 和志 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

ガバナー補佐 福田武男様、地区財団奨学金委員長 

出村知佳子様よりニコニコ BOX を頂戴しました。 

皆様ありがとうございました。 

髙木昌人会員、清水清光会員、四方信次会員、松

坂敏之会員、白木松敏会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「卓話 クラブとロータリー財団との関係について＝

財団奨学金の未来への願い」   

担当/ロータリー財団委員会 委員長 髙木 昌人 

齊藤先輩がご逝去されて早2ヶ月が過ぎました。私が初

めて齊藤会員をお見受けしたのは 2007 年このクラブの

新年交礼会でした。青年会議所の役員を務めておりま

して招かれました。ロータリーというものは大人の世界なの

ではと出席したところ、齊藤会長でしかも紋付き袴だった

ような気がします。終始恐縮していましたが、お声がけい

ただいた時には凄く優しい方でした。その後青年会議所

の先輩でもあり度々、飲みにつれて行っていただいたり、

そういうお付き合いがございました。私よりもっともっと深く

濃いお付き合いの方がいらっしゃると思いますが、僭越な

がら委員長代行して担当を務めさせていただいた次第で

あります。活動計画を拝見したところ、クラブとロータリー

財団との関係について行いたいという一文を拝見し、田

口会員に相談しましたところ、今回出村様の卓話を依

頼させていただく経緯となりました。 

出村様のご略歴をご紹介させていただきます。 

 

㈱ダンテック 代表取締役 

2002年 札幌北 RC入会 

2016-2017 会長 

 

2003-2007 地区WCS委員会 委員 

2007-2009 地区WCS委員会 委員長 

2010-     地区財団委員会 委員 

2017-2018 地区財団委員会 副委員長 

兼 財団奨学金委員会 委員長 

 

 卓話  

講師：RI第 2510地区財団奨学金委員会 

委員長 出村 知佳子 様 

今日はこのような貴重な機会を頂戴いたしまして千歳セ

ントラルロータリークラブの皆様に御礼を申し上げます。

今も齊藤先生のお顔を見るといろいろな事が思い出され

て胸が一杯になります。本来でしたら、齊藤先生がここに

立たれていろんなお話をされていたとお伺いしましたので、

拙い代理ではございますけれども齊藤先生の代わりを精

一杯務めさせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様

宜しくお願いいたします。 

齊藤先生は財団学友委員会の委員長もされておりまし

て、若い方たちをいつも明るく励まされておられました。そ

の後、財団奨学金委員長をされていました。私は財団

委員として英語の申請など齊藤先生のお手伝いをさせ

本日のニコニコ BOX 合計額 27,000円 

今年度 累計額 315,000円 
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ていただいていて、そういった流れもあり今年から委員長

になりました。齊藤先生が奨学金委員会でどういう事を

なさりたかったのか、お亡くなりになられてからいつも考えて

いました。タイに行っても現地の方々と分け隔て仲良くさ

れ、財団のテーマは「誰かのためになる事は自分の喜び

である」と資料にも書いてありますが、それは齊藤先生の

生き様であったのではないかと強く感じております。面接

の際に「奨学金をもらって一生懸命勉強して帰ってきた

ら学友になって、必ずロータリアンになりなさい」といつも仰

っていました。後輩たちをいつも育成したいと思われて、

若い方たちを心から励まされておりました。そんな齊藤先

生が送り出してきた若者が今どのように世界で活躍して

いるのかという事をお話させていただきます。また、先ほど

四方会長からお話をいただきましたタイの子供たちへの

支援で温かいお気持ちを頂戴したという事で心よりお礼

申し上げます。ご連絡をいただいた時、検証ツアーの下

見でタイに行っていました。一緒にいたタイのロータリアン

の方が齊藤先生の事を良くご存知でお話しましたところ、

子供たちの学校に先生のメモリアルのプロジェクトとして、

子供たちに役立つ事業を幾つか考えられるので提案させ

ていただければという話がありました。子供たちの将来に

繋がっていくような事業をまたご相談させていただいて、1

月の検証の際に是非田口さんに見届けていただいて確

認してもらえるようにと思っております。皆様どうぞ今後と

も先生の志も一緒に見守っていただければと思いますの

で、どうぞ宜しくお願いいたします。 

簡単な資料を用意させていただいて見ていただければと

思います。 

── ロータリー財団、奨学金、留学生についてご説明

いただきました。 

（中略）最後に、私が思い描いている夢があります。齊

藤先生は学友の仲間を増やしたいという夢をいつも持っ

ていたので、グローバル補助金もハードルが高くなってきて

いてこちらの方々も世界で活躍されて有難いのですが、

こちらに帰ってくる学生さんも非常に地域にとって大事で

す。何とか小さい金額でもいいので社会人の方を送り出

して当地区に戻ってきていただいて、将来ロータリアンにな

っていただけるような奨学金制度を地区予算の中で作

れないかと今週委員会があるので、皆さんに提案しようと

思っているところです。それが、私が齊藤先生から学んだ

ところかなと思っているところです。奨学生を育てて応援し

て将来はロータリアンになって志を継いでいただくというの

が齊藤先生の一番の志だったのではないかと思っている

ところです。本日は拙い話でしたがご清聴ありがとうござ

いました。 

 

 記念品贈呈  

本日の講師 出村様に記念

品を贈呈いたしました。 

 

 

 

 次回例会案内  

SAA 委員長 大下 和志 

次回例会は 11 月 14 日（火）、通常例会です。担当

は理事会。開会点鐘 12時 30分。定例会場です。 

 

 空港募金箱  

例会終了後、空港募金箱浄財の選別作業を行いまし

た。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

故 齊藤博司会員ご厚志を寄付 

８月にご逝去された（故）齊藤博司会員の葬儀に際し

て、ご厚志の一部を善意としてご家族より千歳セントラル

ロータリークラブに託されました。ご家族とご相談の上、千
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歳市点字図書室に寄付することになりました。 

 

チューリップ春を待つ 益城住民ら球根１万 8000

個植える 

熊本地震で甚大な被害を受けた益城町赤井地区の田

畑で１１日、住民やボ

ランティアらがチューリップ

の球根約１万 8000

個を植えた。県内の生

花店関係者が復興支

援として昨秋から始めた

取り組みで、約 40人が汗を流した。 

生花店経営の栂尾とがお芳幸さん（44）（上天草市）ら

が「地震が発生した春に少しでも心が和らげば」と、４月

頃に花が咲くチューリップを植えることを発案。昨年は約

7000 個を植え、今春には県内外から多くの見物客が

訪れた。 

地域住民からも取り組みの継続を望む声が上がり、今

年は面積を拡大。全国から寄付を受け、昨年の倍以上

の球根を植え付けた。栂尾さんは「支援したいという輪が

広がり、多くの寄付があった」と感謝していた。天草市の

本渡ロータリークラブも賛同し、赤井地区以外の４地区

にも活動が広がっている。 

赤井地区の井川寿範区長（68）は「復興に向けて背

中を押してもらった。地震で転居した住民が戻ってきてく

れるきっかけになればうれしい」と話していた 

 

海岸林再生へ 東松島・赤井南小児童ら、クロマツ

の苗 1000本植樹 「津波から守って」 

東日本大震災で大きな

被害を受けた東松島市

大曲浜で 10日、石巻地

区森林組合が企画した

「みんなで造る海岸林再

生プロジェクト」が始動した。 

防災機能を果たす海岸林としてクロマツを植える取り組

みで、この日は東松島市赤井南小 5年生ら約 140人

が 1000本を植樹した。他に、埼玉県越谷市のロータリ

ークラブ（RC）＝越谷、越谷南、越谷北、越谷東、越

谷中＝の会員たちも参加した。 

植樹に先立ち、石巻地区森組の佐藤健児組合長が

「震災の津波で県内の海岸林は壊滅的な被害を受け

た。海岸林を再生し、失われた機能を取り戻すことが被

災地の復興につながる」とあいさつした。 

担当者から植え方の説明を受けた後、盛り土して基盤

整備が終了した 2000平方メートルの土地に、虫に強く

枯れにくい抵抗性クロマツの苗木を植樹した。そばには、

潮風や飛砂から苗木が守られるよう防風垣と防風柵が

設けられた。苗木代は、県緑化推進委員会の助成と

RCの寄付で賄った。 

赤井南小 5 年渋谷ほのかさん（10）は「クロマツがいっ

ぱい成長して、将来この町を津波から守ってほしい」と話

した。 

 

 SCHEDULE  

 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 

14日 
通常例会「東日本大震災復興応援事業の軌跡」 
[担当/理事会(進行担当：幹事 笹谷俊尚)] 

18-19日 北海道ローターアクト交流会（千歳 RAC） 

19日 クラブ創立記念日（27周年） 

21日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

28日 
通常例会「未定」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(委員長 岩下誠)] 

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  

5日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12日 
通常例会「未定」 
[担当/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)] 

19日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC合同例会 

26日 休会（定款第 8条第 1節） 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会  ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC新年交礼会  

２日 休会（定款第 8条第 1節：同一週に祝日） 

9日 
親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委
員会(委員長 石川貴美子)] 

16日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 大久保尚)] 

23日 
通常夜間例会「未定」  
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾
本眞二)]  

30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・世
界理解と平和の日  ■雪見酒例会  

6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 彦坂忠人)] 

13日 休会（定款第 8条第 1節：同一週に祝日） 

20日 
親睦夜間例会 「雪見酒] [担当/親睦活動委員会
(委員長 石川貴美子)] 

27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)] 


