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 会長あいさつ   会長 四方 信次 

皆さんこんばんは。本日は除雪でお疲れのところご参集

頂きありがとうございます。 

さて、年次総会ということ

ですが、思い起こせば昨

年の今頃、当時の尾本

選考委員長の下、会長

に選任されたことを鮮明

に記憶しております。既に

会長エレクトとして決まっていたことではありますが、改め

て緊張と責任の重さを感じました。この後、菅原会長年

度の理事が提案されます。スムーズな進行をお願いしま

す。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 2016‐2017年度 ロータリー財団表彰クラブバナー 

○ 「Every Rotarian,Every Year」 

○ 100%ロータリー財団寄付クラブ 

 千歳商工会議所「千歳年末チャリティーカラオケフェ

スティバル」に高塚会員、入口会員が出演されます。

皆様の応援を宜しくお願いします。 

○ 日時：12月 10日（日）11：30開会 

［第 1部］11：35～ 

［第 2部］13：20～ ※高塚会員出演 

［第 3部］15：05～ ※入口会員出演 

○ 会場：北ガス文化ホール 

 日本のロータリー100周年について 

ロータリーの友 11 月号掲載「日本のロータリー100

周年実行委員会アンケート調査報告」記事をコピー

して改めて各会員に配布しました。 

 

 各委員会連絡・報告   

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

我がクラブから活躍されてい

る方が千歳民報に掲載され

ております。入口さんが欠席

されていた間に掲載記事も

これまで何回も紹介していま

す。後ほど入口さんから一言あると思いますが、千歳機

甲太鼓協賛会会長として 11 月 17 日、20 日に掲載

されています。いつも活躍ご苦労様です。以上です。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

欠席のお詫び、フルマラソン完走、クリスマス家族会成功

祈願、カラオケ出演の意気込みなど皆様ご協力いただき

有難うございました(^^)/ 

入口博美会員、望月秀則会員、石川貴美子会員、

高塚信和会員、四方信次会員 

 

例会出席状況（2017 年 12 月 5 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 27 

名 欠席者数（内：無断欠席）  12（3）名 

出席率 64.29 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 11 月 28 日） 

確定出席率（MU 含む） 66.67 ％ 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 28,000円 

今年度 累計額 429,000円 

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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 本日の例会プログラム  

通常夜間例会「年次総会」 

担当/理事会（進行:幹事 笹谷 俊尚） 

クラブ細則第5条第1節により年次総会を開催します。 

 

 出席報告  

出席委員会 委員長 岩下 誠 

本日の出席を報告します。会員 42 名中 25名出席、 

細則第 1 条第 4 節、会員総数の 3 分の 1 をもって

定足数に達していることをご報告いたします。 

  

 次年度理事発表   

次年度理事指名委員会 委員長 関根 悟  

まず冒頭に従来であれば副幹事が幹事となる予定でし

たが、彦坂忠人会員より

体調不良により交代を余

儀なくされました。そちらを

含めて選出させていただき

ましたので採決を宜しくお

願いします。 

 

【2018-2019 年度理事】  

会長 菅原 百合子 

会長エレクト 髙木 昌人 

直前会長 四方 信次 

副会長 羽生 有三 

幹事 髙木 昌人 

副幹事 大下 和志 

会計 岩室 秀典 

SAA（会場監督） 未定 

 

会長エレクトと幹事が重複しており従来理事は7名が必

要なところ 6 名という形になりましたので SAA を理事に

加えさせていただきました。こちらの理由に関してはクラブ 

定款第 13条とクラブ細則第 2条により 1名加えさせて

いただきました。 

── 出席会員の拍手を以って次年度理事が承認さ

れました。 

 

［参考］ 

千歳セントラルロータリークラブ 定款 

第 13条 理事および役員および委員会 

第 4節 ― 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、

会長エレクト、幹事、会計とし、1 名または数名の副会

長を役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバ

ーとする。また、会場監督は、細則の定めるところに従っ

て、理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は定

期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。 

千歳セントラルロータリークラブ 細則 

第 2条 理事会 

 本クラブの管理主体は、本クラブの会員 40 名前後か

ら成る理事会とする。すなわち、会長、直前会長、会長

エレクト（または、後任者が選挙されていない場合は会

長ノミニー）、副会長、幹事、会計、および副幹事であ

る。理事会の裁量により、本細則第 3条第 1節に基づ

いて選挙された役員を理事に加えることができる。 

 

 その他議事   

会長 四方 信次 

来年 4 月 21 日に開催されます千歳ロータリークラブ創

立 50 周年記念式典・祝賀会登録についてのお話です。

以前から話をさせてもらっていましたが、これについては全

員登録でお願いしたいと思

います。親クラブでもあり

50 年の節目という式典で

ありますから、是非全員登

録でいきたいと思います。

登録料が 15,000 円であ

りますが、内 2,500 円はクラブ負担、5,000 円はクラブ

例会費負担。ですから 7,500 円をご負担いただきたい

と思います。これに関しては、下期会費の請求に加えさ

せていただきたいと思います。また併せて来年の 6 月 2

日に開催されます IM も全員登録という事で、この登録

料 5,000円も皆さんにお願いしたいと思います。 

── 質問・異議はなく承認されました。 

 

 次年度理事あいさつ   

次年度会長 菅原 百合子 

もう半年後には会長をしなくてはならないという緊張感に

苛まれております。が、私が今まで思ってきた事は、ロータ

リー活動を通して皆さんと親睦を深めながら楽しい会にし

ていきたいという事をいつも思っておりますので、その事を

胸に頑張っていきたいと思います。皆様のご協力無しで

は私は何も出来ないと思っておりますので、是非とも宜し
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くお願いいたします。 

 

次年度会長エレクト 兼 次年度幹事 髙木 昌人 

幹事たるものは余り余計な事は喋らないで、笹谷幹事

のように淡々と述べるべきだと自負してはいますが、今日

だけはお話させていただかないと、と思い少しお時間をい

ただきたいと思います。 

非常にこの 10 日間ないし

1 週間は毎日が寝ても覚

めても非常に高揚感に溢

れる毎日を過ごさせていた

だきました。クラブの運動の

要は会長、クラブの運営の要は幹事とご指導いただいた

事があります。そういった意味では、幹事たるものどのよう

に取りまとめることが出来るか、皆様からどのような信頼を

いただけるかを毎日考えている今日この頃でございます。

不勉強なものですからこのクラブの歴史というものを短時

間ながらさっと見て先輩方の幹事を拝見したところ、現ク

ラブには13名の幹事経験者がいらっしゃいます。井上先

輩や佐々木先輩は 3度、坂井先輩は 2度幹事を務め

られ、非常に経験豊富な皆様がいらっしゃいます。そして

決して忘れてはいけない本来の予定者、彦坂先輩です。

先輩の方々のご指導を受けて精一杯務めて参りたいと

考えております。 

また、会長エレクトというとてつもない大役をいただきまし

た。改めて毎日毎日、今朝も目が覚めてからも不安でい

っぱいであります。こればかりは勇気や根性で乗り切ろう

というような生易しいものではない事はわかっております。

先輩達から引き継がれてきたこのクラブをまたどう次の代

に繋げていけるかがどれだけ難しいかもまだわからない状

態であります。恐らくはどうしたら良いか毎日考えておりま

すが、まずは現在受けている四方年度の会計、そして実

行委員長を務めさせていただいている 3 月の事業をしっ

かり務め上げ、そして先ほど申し上げました菅原百合子

会長をしっかりと、恐らく僕よりももっと不安な状況であろ

う菅原百合子さんをしっかり支え、幹事を務め上げるその

向こう側に会員の皆様方からの負託にお応え出来るの

ではないかと拝察している次第であります。僕の常に考え

ている言葉は、「感謝と責任とそして情熱を胸に」という

言葉はここ 8 年程何か言われた時に使っている言葉で

す。この言葉をしっかりと改めて肝に銘じて 2 年半という

お付き合いになるかと思いますが、皆様にしっかりとしたお

付き合いをさせていただきたいと思います。どうか宜しくお

願いいたします。 

 

 

次年度副会長 羽生 有三 

ご指名に与りましたので副会長を承りました。今年度副

会長は井上会員です。副会長の仕事は、井上会員が

出来るなら私にも出来るかなと思って引き受けました

（笑）。一番の問題は、彦坂さんが幹事になって副会長

は佐々木さんがやるような話を聞いていましたが、これが

ひっくり返りました。彦坂さんはがんと闘っていますので、

私は彦坂さんにどうなのかとあまり言えませんでした。1 年

間ぐらいストレスをためないようにゆっくりしてからまた幹事

などをやってはどうかと言ったら、そうしてくれれば有難いと

いう事で彦坂さんは下りることになりました。決して病気が

悪くなっているのではなく、寧ろ少しずつ良くなっていると

思います。本人はやりたかったのだと思いますが、幹事、

副会長と急に変わりまし

た。私がすべき事は菅原

次年度会長を下支えす

る、そして地域地元のイベ

ントが組めたらいいかと思い

まして、そのお手伝いをして

いきたいと思っています。私も今年 70歳になりましたので、

どんな役でもお断りして裏方に回るという気持ちはあった

のですが、急遽指名を受けました。しかも次々年度会長

は髙木君が成るという事で幹事とエレクト大変かもしれま

せん。歯科医院経営にも凄く負担が掛かると思いますが、

次年度、次々年度と会員皆で髙木会員を支えながら

頑張っていければ良いのではと思いますので宜しくお願い

します。 

 

次年度副幹事 大下 和志 

髙木会員が会長エレクトと幹事を受けられるという事で、

2 年間コンビを組んでやっていく事になると思います。幹

事の仕事も覚えながら、髙木会員を補佐しながらまた、

菅原百合子さんの年度を

盛り上げていくように努力

していきたいと思いますの

で、皆さんご指導ご鞭撻

のほど宜しくお願いいたしま

す。 

 

次年度会計 岩室 秀典 

人生で初めてこのような役職を任されたのですが、足し

算引き算がやっと出来る様

なレベルなので、いろいろと

皆様には迷惑を掛けると

思いますが、先輩達にもい

ろいろアドバイスをもらいな

がら一生懸命頑張っていき

たいと思いますので、宜しくお願いします。 
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次年度直前会長 四方 信次 

直前会長という事で、あまり気楽にならずに菅原年度を

支えていきたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回例会は 12月 12日（火）、通常例会「ロータリー・

災害の救援～DVD 鑑賞～」です。北海道南西沖地

震に対するロータリーの災害救援映像を視聴しロータリ

ーの心のあり方を問います。担当はクラブ研修、新会員

研修、細則検討委員会。開会点鐘 12 時 30 分。定

例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

千歳年末チャリティーカラオケフェスティバル開催 

12 月 10 日（日）、千歳商工会議所主催「千歳年

末チャリティーカラオケフェスティバル」が北ガス文化ホール

大ホールにて開催されました。山口幸太郎千歳市長を

はじめ千歳市内の各団体から 61 名が出演し自慢の歌

声を響かせました。 

我がクラブからは高塚信和会員、入口博美会員が参加。

日頃の練習の成果を存分に発揮しました。事業の益金

は千歳市奨学基金に寄付されます。 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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  

12 日 
通常例会「ロータリー・災害の救援～DVD鑑賞～」 
[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「卓話 (仮題)私達の身近な地域について」 
[担当/雑誌委員会(委員長 白木松敏)] 

23 日 
通常夜間例会「卓話 (仮題)新千歳空港の今後」  
[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/防災講話事業について」  
[担当/理事会(進行担当/髙木昌人実行委員長)] 

13 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

20 日 
移動親睦夜間例会 「雪見酒]  
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 
会場：ゆきあかり 

27 日 
通常例会「卓話 (仮題)青少年の育成についての現状」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

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)  

6 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/防災講話事業について」  
[担当/理事会(進行担当/髙木昌人実行委員長)] 

13 日 
通常例会「(仮題)新入会員増強について」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 山口康弘)] 

19 日 
親睦夜間例会 「(仮題)歓迎 岩沼ロータリークラブ] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  

20 日 例会日を 19 日に変更 

27 日 
通常例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会(理事会)] 

4 
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会(地区)  ■清掃奉仕
活動 ■観桜例会  

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/次年度方針」  
[担当/会長エレクト 菅原百合子)] 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

17 日 例会日を 21 日に変更 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 創立 50 周年記念
式典] [担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美
子)] 会場：ANA クラウンプラザホテル千歳 

27 日 
通常例会「(仮題)防災講話事業の検証」 
[担当/理事会] 

寅さんに扮して熱唱する高塚信和会員 

入口博美会員は着物姿で吉幾三「父子じゃないか」 


