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 会⾧あいさつ   会⾧ 尾本 眞二 
こんにちは。 
12 月 5 日、千歳青年会議所の卒業式に出席しまし
た。この中で中山千太朗理事⾧は、現在の会員数は
28 名ですが、40 名に向
かって会員を拡大してい
かなければならないと述
べていました。我々のクラ
ブは現在 39 名です。40
名まであと 1 人です。会
員拡大を我々もしていかなければなりません。会員増
強に力を入れ 40 名という目標を達成出来るようにし
たいと思います。 
皆様にも声掛けなどご協力をいただきたいと思います。
今日の例会は「創立 25 周年記念例会を終えて」とい
うことで、岩室会報、広報委員⾧の担当で無事に終
わりました記念例会の報告となります。どうぞ宜しくお願
いいたします。 
 
 幹事報告  幹事 齊藤 博司 
 千歳商工会議所青年部設立総会・懇親会出席

に対しお礼状が届いています。 
 ⾧泉ロータリークラブより週報が届きました。回覧し

ますのでご覧ください。 
 国際奉仕検証ツアーに参加している田口廣会員よ

り、空港募金箱の浄財をタイの施設に寄贈したとい
う報告がありました。 

 事務局休業のお知らせ 
12 月 10 日（木） 
 

 各委員会連絡・報告    
親睦活動委員会 委員⾧ 武田 伸也 
来週はクリスマス家族会です。千歳ローターアクトクラブ
との年２回の合同例会です。先ほどから事務局にビン
ゴゲームの景品をお持ちになっていただき感謝を申し上

げます。何人かお持ちになっていない方がおれるかもし
れません。今日間に合わなければ来週でも結構ですの
で、お一人２個以上景品をお持ちくださいますようお願
い申し上げます。 
 
 ニコニコ BOX   
進行:出席・ニコニコ箱委員会 副委員⾧ 本村和貴 
野口三恵子会員:来週のクリスマス家族会に出席出
来ませんので、ビンゴゲームへの協力を今日します。 
関根 悟会員:今日、次年度第１回理事会を行い
ました。昨日（12 月 7 日）、誕生日で 47 歳になりまし
た(^^)v  ── おめでとうございます! 
尾本眞二会員:タイに入国したシリア人 10 名がタイ
のロシア施設にテロがあるのではという警戒情報が出て
いました。田口さんが無事に帰って来られることを祈念
してニコニコします。 
本村和貴会員:先月 15 日、私が指導している柔道
の子供達のデビュー戦があ
り、全敗するかと思いました
が何故かメダルをいただきま
したので報告します(^^)/ 
 

例会出席状況（2015 年 12 月 8 日） 
会員数 39 名 
会員出席者数 23 名 
欠席者数（内:無断欠席）  16（5）名 
出席率 58.97 ％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  23 名 
 前回例会 確定出席率（2015 年 12 月 1 日） 
確定出席率（MU 含む） 76.92 ％ 
 

本日のニコニコ BOX 合計額 7,000 円 
今年度 累計額 479,000 円 
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 本日の例会プログラム  
通常例会 
「創立 25 周年記念例会を終えて」 
担当 会報、広報委員会 委員⾧ 岩室 秀典 
先日行われた創立 25 周年記念例会ではご苦労様
でした。それでは当日撮影した写真をスライド鑑賞して
いただいた後、各担当者の方から次回に向けた抱負や
反省点など発表していただきたいと思います。それでは
スライドをお願いします。 
─ 映像視聴 ─ ※映像は HP で視聴できます。 

 
 各担当者の発表   
出席委員会 委員⾧ 野口 三恵子（受付担当） 
出席委員会で何か反省点をということでしたが、いろい
ろ考えましたがありませんでした。実行委員と事務局で
きちんと準備をしていただ
き、担当委員の方と連携
してスムーズにお客様を誘
導出来たのではないかと
思っております。以上、報
告でした。 
 
会計 四方 信次（会計担当） 
野口委員⾧の横で会計をしていました。私は普段会
計をしたことがありませんでしたが、段取りが良く名簿が

きちんとあり、千歳 RC の
皆さんは事前に一括して
登録料をいただくなど、会
計をやる上で数が少なく
非常に楽でした。一瞬ピ
ーク時はバタつきましたが、
何ら問題なく対応でき良

かったと思います。式典の半分ぐらいは見ることが出来
ませんでしたが、これは受付の宿命かなと思っています。 
 
 

幹事 齊藤 博司（来賓担当） 
坂井ガバナー補佐、田口会員と 3 名で来賓担当でし
た。受付担当の野口さん
と会計の四方さんが本当
に良くやっていただいて、そ
の隣で 7 名の来賓の方に
リボンを付け、顔を見てご
案内しました。坂井ガバナ
ー補佐がよくご存知ですのでほとんどやって頂きました。
ありがとうございます。私はその後についていただけです。
前日に⾧泉ロータリークラブ、岩沼ロータリークラブとの
前夜祭を二つに分かれて行いました。私は⾧泉ロータリ
ークラブさんの方に行かせていただきました。妙に小原
副幹事に好かれずっと一緒におりました。岩沼 RC さん
についてはわかりませんが、⾧泉 RC さんと和気藹々と
やらせていただいことが印象に残っています。 
 
友好クラブ委員会 委員⾧ 羽芝 涼一 
（⾧泉 RC、岩沼 RC 担当） 
私からは 25 周年記念例会そのものではなく、私が今
まで経験してきたことをお話しながら、何故今回⾧泉
RC から 5 名の出席だったかを踏まえてお話したいと思
います。 
まず、私がチャーターメン
バーということで、初代高
塚会⾧、2 代和田会
⾧、3 代土居会⾧、4 代
山口会⾧、5 代今井会
⾧、6 代大井会⾧、７
代目が私で８代多賀会
⾧、９代坂井会⾧、10 代松坂会⾧でした。 その当
時、⾧泉 RC との交流を深める流れの中で 10 回連
続⾧泉にお邪魔しました。それと記念館がオープンした
時にも行き、10 年で 11 回訪問しました。高塚さん、
土居さんはその後も継続していかれたと思います。10
年間熱い気持ちで⾧泉に行くことが出来たなという気
がしています。そのあとは段々、先日亡くなられた小島
さんなどがおられましたが、仲良くしていただいたメンバー
が辞められたりこちらに来られなくなったり、一抹の寂し
さを覚えます。熱が少し冷めてきたのかなと自分なりに
考えていますが、再来年 5 月に予定される友好締結
20 周年を機に新たな友好関係の構築に努めたいと考
えています。 
岩沼 RC とは 5 年目ということで、これからではないかと
いう感じがしております。25 周年とはかけ離れた事には
なりますが、私なりに過去を振り返って少し考えてみま
した。時期が経つと熱いものも寒くなってしまうのだと感
じました。以上でございます。 
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SAA 岩下 誠（式典進行担当） 
今回、司会を担当させていただきましたが、ほとんど武
田副委員⾧に作っていただいて、原稿もいただいてどの
ように進めなければならな
いのか教えていただきなが
ら進めていきました。私は
上手く進むように原稿の
語尾などを変えるだけで
した。予想に反することが
起きるだろうと思っていましたが、そのような時は自分を
見失わないようにしようとだけ気を付けて、当日は心掛
けていました。これから 5 年後、10 年後同じような形
で行うとは思いますが、その時に私がそういった原稿を
起こしていけるような手伝いが出来るようにしていきたい
と思います。例会自体は伸び過ぎず、短過ぎずに終わ
ったのではと思います。有難うございました。 
 
会⾧エレクト 関根 悟（会場案内担当） 
会場案内に関しては特に問題はなかったと思います。

前日に⾧泉 RC と交流を
させていただきました。羽
芝先輩が話していたように
段々意識が薄くなっていく
中、私達は歴史を知らな
いものですから、いろいろ
な事を教えていただきまし

た。来年、友好クラブ締結 20 周年を迎えるということ
で、千歳の地に来ていただけるということですから、また
熱い思いを復活していただいて末永くお付き合いをさせ
ていただきたいと思っています。来年是非とも盛り上げ
ていただきたいと思います。 
 
副幹事 菅原 百合子（祝賀会進行担当） 
私は初めての司会ということで、これまで司会をしたこと
がなかったので、何に気を付ければ良いのかと考えまし
た。声が低いので上を向
いて高い声が出るように
気を付けました。自分の
中では出来たのではなな
いかと思います。進行の
時間帯に気を付けてやっ
ていました。私が思ったこ
とは、25 周年という事業で会員一人一人の皆さんが
一つになっていて、素晴らしい千歳セントラルロータリー
クラブだと思いました。有難うございました。 
 
創立 25 周年記念実行委員会 副委員⾧ 武田 伸也 
何度も報告させていただいていますが、改めて写真を

見ますとそうだったのだと思い出させていただきました。1
年以上前に準備委員会を立ち上げ、その後実行委
員会に形を変えて準備を進めて参りました。今井委員
⾧と私は準備委員会からお手伝いをさせていただきま
した。お金の話で恐縮ですが、準備委員会の段階で
登録料は 5,000 円にしよう、クラブからの持ち出しは
限りなくゼロにしようとお話をいただきました。個人的に
は無理だろうという思いで準備がスタートしましたが、ど
うにか最低限の準備はできたと思います。 
今、何人かの担当の方から「すでに準備が出来ていた
から」という感想がありましたが、少しニュアンスが違いま
して、実行委員会として準備を進める上で皆さんとても
協力的に準備作業を組み立てていただいた結果だと
思います。一緒に準備を進めていただく仲間達から貴
重な意見を頂戴しました。みんなの力でこの 25 周年
は成功したのだと映像を見ながら改めて確信した次第
です。予算の面でもコンパクトな記念例会でありますか
ら、多くの手作業がありました。手を動かしていただいた
上野事務局員にお礼を申し上げます。そして、スポンサ
ークラブの千歳ロータリークラブの皆様には感謝しなけ
ればなりません。沼田会⾧とは近しいご縁があり食事を
する機会がありました。その際に、会員宛に案内状がき
ており千歳ロータリークラブは親クラブだから全員登録さ
せていただくのが筋だという言葉をいただきました。日常
ではあまりスポンサークラブという考えを抱きませんが、改
めて親クラブという認識を深く持ちながら感謝したいと思
います。 
⾧泉ロータリークラブの栗田会⾧からは、再三ご連絡を
いただきました。「5 人しか行けずごめんなさい」という内
容です。記念例会では同卓で岩沼ロータリークラブが 6
名という配置になっておりました。気を遣っていただける
栗田会⾧だからこそ気になった事だと思います。何度も
申し訳ないというお言葉をいただいています。 
今日、次年度関根会⾧年度の第 1 回理事会を行わ
せていただきましたが、次年度会⾧、幹事から次年度
予定される事業は友好締結 20 周年記念事業である
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と発表されていました。時期が来たら実行委員会を配 
置しなければならないということでした。栗田会⾧もそう
いった事をお考えでありましょう。多分、再来年 5 月に

予定される事業について、
⾧泉ロータリークラブさん
は勢いを持っていらっしゃ
るのではないかと思います。
次年度会⾧、幹事、実
行委員会が中心となって

友好を深める事業となるように頑張っていただきたいと
思います。 
最後に今井実行委員⾧が当日欠席されたことは、皆
さんご承知であります。ご本人からご挨拶もありましたが、
大変準備の段階で張り切っておられた分だけ残念だっ
たろうと思います。その分、私も実行委員会メンバーと
共に気持ちを込めて準備をさせていただきました。今井
委員⾧からも「大変賑やかで楽しい記念例会であった
そうだね」という言葉をいただきましたので、代役として何
とか務められたという思いで一杯です。 
次に控える 30 周年については、25 周年のような形に
はならないと思います。その時には、先輩会員からアド
バイスを頂戴しながら、今いる若手の会員が中心となっ
て益々格式高い式典をされることを期待しています。 
有難うございました。 
 
会⾧ 尾本 眞二 
私自身が入会して 10 年目で、友好クラブの⾧泉には
妻は 3 回訪問していますが、私は 1 回も訪問していま
せん。入会 10 年未満の方は恐らく交流という面では
薄くなっているのではないかと思います。この 5 年間では
岩沼ロータリークラブさんとの交流があったのではないか
と思います。改めて来年、関根会⾧のもと、友好クラブ
締結 20 周年ということで、友好関係をどのようにするか
私も含めて勉強して、これをさらに継続するようなことを
考えていかなければならないと思います。 
最後に 25 周年記念例会本当に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 菅原 百合子 

次回は 12 月 15 日（火）、
親睦夜間例会「クリスマス家
族会」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。宜しくお
願いします。 
 
 
 

 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 ■地区財団補助金管理セミナー（会⾧エレクト、副幹事） 
15 日 

親睦夜間例会 「クリスマス家族会] ※会員家族出席例会 ※千歳ローターアクトクラブ合同例会 [担当/親睦活動委員会(武田、小松、本村)] 
22 日 通常例会「卓話/寿司の話 講師/㈲鮨処北の華 代表取締役 林 直司 様」 [担当/会員増強・維持委員会(高木委員⾧)] 
29 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

１月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■上半期報告 ■千歳市新年交礼会 ■千歳 LC 新年交礼会 ■千歳 JC 新年交礼会 
5 日 親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委員会(武田委員⾧)] 
12 日 通常例会「体操教室」 [担当/理事会(齊藤幹事)] 
19 日 通常夜間例会「卓話/未定 講師/日本中央競馬会 札幌競馬場 場⾧ 植田克己 様」 [担当/会報・広報委員会(岩室委員⾧)] 
26 日 通常例会「未定」 [担当/職業奉仕委員会(羽生委員⾧)] 

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 
2 日 通常夜間例会「卓話/通学合宿 講師/千歳市信濃 2丁目町内会青少年部部⾧ 小野寺康広 様」 [担当/理事会(四方会計)] 
9 日 通常例会「未定」 [担当/国際奉仕委員会(古木委員⾧)] 
16 日 移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり] [担当/親睦活動委員会(本村副委員⾧)] 
23 日 通常例会「未定」 [担当/ＳＡＡ委員会(岩下委員⾧)] 

3 月 

水と衛生月間 ■会⾧エレクト研修セミナー ■財団・米山セミナー 
1 日 通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 [担当/理事会(白木直前会⾧)] 
5-6 日 会⾧エレクトセミナー(関根会⾧エレクト/札幌) 
6 日 財団･米山セミナー(関根会⾧エレクト、菅原副幹事、次年度担当理事/札幌) 
8 日 通常例会「クラブ所属の地区委員 活動報告」 [担当/坂井ガバナー補佐] 
15 日 親睦夜間例会 「未定] [担当/親睦活動委員会(小松副委員⾧)] 
22 日 通常例会「新会員研修を受講して」 [担当/新会員研修委員会(大久保委員⾧)] 
29 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

4 月 

母子の健康月間 ■地区協議会 ■清掃奉仕活動 
5 日 通常夜間例会「卓話/未定 講師/千歳ローターアクトクラブ 会⾧ 汪可怩」 [担当/青少年奉仕、ローターアクト委員会(四方委員⾧)] 
10 日 2016-17 年度 地区研修・協議会（次年度理事/札幌） 


