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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

石川 泰啓 様 RI第 2750地区 東京恵比寿 RC 

 

 友情の握手    

両クラブの会員全員で友情の握手を交わしました。 

 

 会長あいさつ    

千歳セントラルロータリークラブ 会長 四方 信次 

みなさん、こんばんは。

本日の千歳ロータリー

クラブ、千歳セントラル

ロータリークラブの合同

例会、合同交流懇親

会にようこそ参集頂き

ありがとうございます。 

昨年の 11 月、今年の 4 月に続いての合同例会であり

ます。伝統と品格のある千歳のロータリー2 クラブが一堂

に会することは大変意義があります。 

千歳ロータリークラブさんの創立 50 周年記念事業「新

品車椅子 100 台寄贈プラス海外へ修復車椅子寄贈

大作戦」のことが新聞などに掲載されていました。双方共

に国際奉仕活動が行われております。海外ばかりでなく

当然地元に対しての活動も展開しております。お互いに

交流し友好を深め、協力しながら地元千歳市民の方々

にもっとロータリーを知らしめる活動を進めて行こうではあ

りませんか。私は時々覇気という言葉を使います。覇気

の意味ですが、気合の入った、意志の強い、意欲の高い、

貪欲な、心意気のある、やる気に満ちた、志が高い、根

性、積極的、前向き、ハツラツとあります。みなさんと共に

覇気をもって邁進したいと思っています。今晩は大いに楽

しみ、盛り上がりましょう。宜しくお願い申し上げます。 

 

千歳ロータリークラブ 副会長 大澤 雅松 

千歳ロータリークラブ、そして千歳セントラルロータリークラ

ブの皆さん、今晩は！ 

瀧澤会長が千歳、恵

庭、苫小牧の３商工

会議所による道央３

地区経済懇話会に

出席のため苫小牧に

行っておりますので、代

わりまして副会長の大澤が苫小牧からやって参りましてご

挨拶申し上げます。 

 来年４月で創立 50 周年を迎えます千歳ロータリーク

ラブ、そして今月 19日に創立 27周年を迎えたばかりの

千歳セントラルロータリークラブは、共に千歳のまちで国

際ロータリー第 2510 地区第７グループの一員として、

奉仕活動を続けています。私共の会長、瀧澤は常々、

セントラルロータリーさんのユニークな奉仕活動、機動力、

話題づくりなどを高く評価しており、何より地区大会で毎

年、表彰を受けていることを素晴らしいことだと申しており

ます。 

そうした心強いセントラルさんと、東日本大震災１年五

例会出席状況（2017 年 11 月 21 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 33名 

欠席者数（内：無断欠席）  9（0）名 

出席率 78.57 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  34名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 11 月 14 日） 

確定出席率（MU 含む） 66.67 ％ 
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の共同イベントや昨年の桜プロジェクトを機に、こうして合

同例会を開き、さらに交流を深めることができるのは、誠

に幸いだといえましょう。50 周年を迎える瀧澤年度の会

長方針は「あなたの愛を 地域へ 世界へ そして未来

へ」としております。奉仕の根源である「愛」を、自分たち

の会員、クラブだけでなくセントラルの皆さんやライオンズ、

ソロプチミスト、青年会議所など他の奉仕団体、そして

多くの市民にも広げ、地域のため、世界のため、未来を

担う若者や子供たち、そして将来の地球環境改善につ

ながる緑化や環境保全といった活動を展開しようという

気持ちを込めております。本日の合同例会も、この「愛」

をつなげ広げようとする方針に、まさにピタッと来るもので

あります。 

年度計画を策定するに当たり、秋は私ども、春にセント

ラルさんという昨年度の形を想定しておられたと思います

が、来年 4 月の 50 周年記念式典・祝賀会に皆さんの

ご出席をいただきたいと、春の記念式典・祝賀会を私ど

もとの合同例会に換え、春のセントラルさんとの合同例

会を秋にしていただき、本日の合同例会となりました。本

当に感謝しております。 

来年度は当クラブの福田パスト会長がガバナーエレクトと

して、第 7 グループ、とりわけセントラルさんのお力もいた

だいてガバナー事務所の準備に入ります。そして再来年

度は福田ガバナー年度となります。これからますます、セ

ントラルさんと連携し、お力を頂くことになります。千歳セ

ントラルロータリークラブの発展、そして千歳ロータリークラ

ブの会員も含めて、お集まりの皆様のますますのご健勝と

今宵、交流がさらに深まりますことをお祈りして、ご挨拶と

させていただきます。 

 

 幹事報告   

千歳セントラルロータリークラブ 幹事 笹谷 俊尚 

幹事報告は割愛させてい

ただきます。限られた時間を

和やかな合同例会にしたい

と思いますので、どうぞ宜しく

お願いたします。 

 

千歳ロータリークラブ 幹事 喜多 康裕 

本日はお招きいただき誠に

有難うございます。当クラブ

からも多くの会員の皆様の

ご出席誠に有難うございま

す。昨年度に引き続き開催

されたこの合同例会で、大

いに両クラブの親睦を深めたいと思います。 

 11月 8日ご逝去されました元会員の前 ANA クラウ

ンプラザホテル千歳総支配人、藤井雅一様の通夜

が 11 月 10 日 18 時より、告別式が 11 日 10 時

よりベルコ手稲シティホールで執り行われました。多く

の会員の皆様のご参列、お花、お香典を有難うござ

いました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 11 月 9 日、国際ソロプチミスト千歳「チャリテイーディ

ナーショー」に瀧澤会長の代理として出席いたしました。

瀧澤会長も山三ふじや社長として出席されていまし

た。 

 11 月 16 日、ゆきあかりにて炉辺談話が開催されま

した。出席された会員の皆様お疲れ様でした。佐藤

パストガバナー、藤本パスト会長、大西パスト会長、

貴重なお話を有難うございました。 

 11 月 18、19 日の両日、ローターアクトクラブ北海

道交流会が開催されました。多くの皆様のご出席有

難うございました。 

 11 月 20日、第 2回記念誌編纂委員会が行われ

ました。順調に作業が進んでおります。前田委員長を

はじめとする記念誌編纂委員長の皆様、誠にご苦

労様です。 

 

 本日の例会プログラム  

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 

只今より合同親睦例会

を開催します。宜しくお願

いいたします。では、乾杯

のご発声をお願いします。 

 

 

 

 乾杯のあいさつ  

千歳セントラルロータリークラブ 副会長 井上 英幸 

先ほど来両会長、副会長よりお話を伺いました。千歳セ

ントラルロータリークラブは 11 月 19 日に 27 回目の誕

生日を迎えることが出来ま

した。また千歳ロータリーク

ラブさんは 50回目の誕生

日を迎えることが出来ると

いうことで、2 つ合わせると

77 歳で後期高齢者にだ

いぶ入ってきています。この

ような事を思い起こしながら、また 28 年目、51 年目に

思いを馳せながら今日は和気藹々と楽しく懇親を深めた

いと思います。両クラブの益々の発展を祝し乾杯します。 

 

 誕生祝  

10 月、11 月生まれの会員の皆様をお祝いして四方会
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長よりプレゼントを贈呈しました。皆様おめでとうございま

す。 

 

☆千歳セントラルロータリークラブ 

清水 清光 会員（10月 8日生） 

笹谷 俊尚 会員（10月 4日生） 

古木 克紀 会員（11月 2日生） 

黒坂 幸子 会員（11月 5日生) 

多賀 勲 会員（11月 3日生）【欠席】 

内藤 芳雄 会員（11月 15日生）【欠席】 

 

☆千歳ロータリークラブ 

川端 清 会員（10月 23日生） 

喜多 康裕 会員（10月 10日生） 

木村 榮治 会員（10月 25日生) 

林 俊樹 会員（10月 16日生） 

山中 正一 会員(10月 17日生) 

吉本 修 会員（10月 19日生） 

荒 洋一 会員（11月 7日生） 

岡田 信行 会員（11月 26日生） 

 

 

 

 創立 50周年記念式典へ向けて  

千歳ロータリークラブ 

創立 50周年記念実行委員会 委員長 末廣 孝 様 

今日は、50 周年に向けてここで話をして欲しいと言われ

ました。千歳ロータリークラブがどのようにして創立 50 周

年を迎えるか話したいと思います。 

── 千歳ロータリークラブ誕生から 50 周年までを振り

返り、千歳セントラルロータリークラブ会員に創立 50 周

年記念式典への出席をお願いされました。 

 

 ポリオ撲滅募金  

千歳セントラルロータリークラブのロータリー財団担当 髙

木理事と大下 SAA が各テーブルを回り協力を呼びかけ

ました。合計 63,180円を募金していただきました。両ク

ラブで等分し寄付させていただきます。皆様のご協力誠

にありがとうございました。 
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 じゃんけん大会  

豪華景品をかけ四方会長、大澤副会長とじゃんけん！

優勝は、千歳ロータリークラブ佐々木義朗会員、甲斐く

り子会員です。おめでとうございます(^^)/ 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

両クラブの大勢の方にご

協力いただきました。皆様

ありがとうございました(^^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 25,000円 

今年度 累計額 345,000円 
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 手に手つないで  

 

 閉会の挨拶  

千歳セントラルロータリークラブ 会長エレクト 菅原百合子 

本日の合同例会、有

意義に楽しく過ごさせて

いただきました。有難う

ございます。最後は一

本で締めたいと思いま

す。宜しくお願いいたし

ます。 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回例会は 11 月 28 日（火）、通常例会「卓話 寅

王椎茸の作り方、創業者の想いを繋ぐ」です。講師は農

業生産法人ファーム TORAO㈱代表取締役 海野義

幸様、担当は理事会。開会点鐘 12 時 30 分、定例

会場です。 

 

 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 

28 日 

通常例会「卓話/寅王椎茸の作り方、創業者の想い
を繋ぐ 講師/農業生産法人 ファーム TORAO㈱ 代
表取締役 海野義幸様」 
[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） 


