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 SAA   SAA 月俣 美子 

今年度の SAA は月俣

美子会員です。 

緊張しながらも落ち着

いた第１回例会進行

でした。頑張ってくださ

い！1 年間宜しくお願

いします。 

 

 WELCOME  会長エレクト 四方 信次 

大西 信也 様 千歳ロータリークラブ 会長 

齊藤 博徳 様 〃 副会長 

今野 良紀 様 〃 幹事 

吉岡 毅 様 千歳ローターアクトクラブ 会長 

鳥越 翼 様 〃 幹事 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは、本日より新たな一歩が始まります。期

待と緊張が入り混じった状態です。 

まずは、日中に市長訪問、千歳商工会議所含め９ケ

所のあいさつ回りを菅原幹事、四方エレクトと行いました。

挨拶周りと共に重みと実感が更に沸いてきました。 

ここで 2016-2017 年度 RI 会長テーマについてお話さ

せていただきます。2016-2017 年度テーマは、「人類に

奉仕するロータリー」をジョンＦ・ジャーム国際ロータリー会

長は、選びました。 

「世界でもっと大きな『よいこと』をする推進力となるために、

固い決意でポリオ撲滅を成し遂げ、ロータリーをさらに前

進させながら、これまでの成功をバネに飛躍するときが来

たのです」と述べています。我がクラブも諸先輩方々と若

者が融合し飛躍する年になるよう全力で頑張ってまいり

ます。どうか今年 1年よろしくお願い申し上げます。 

 

 ビジターご挨拶   

千歳ロータリークラブ 会長 大西 信也 様 

千歳ロータリークラブ第 49代会長に就任いたしました大

西信也です。第 49代ということで千歳ロータリークラブが

よくなるように頑張りたいと思いますので、宜しくお願い致

します。日陰な身なものですから、私の事を知らない方が

いると思いますので、自己紹介させていただきたいと思い

ます。私の入会した時は千歳ロータリークラブが 30 周年

例会出席状況（2016 年 7 月 5 日） 

会員数 39名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  9（0）名 

出席率 76.92 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  5名 

出席者数総計  35名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 6 月 28 日） 

確定出席率（MU 含む） 95.00 ％ 
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の時でした。同期に村田研一さん、故曙恒平さんがいま

した。私がちょうど100人目の入会者でした。早いもので

ロータリー歴は 19 年になりました。2003‐2004 年度、

13 年前に幹事をやりました。その時、佐藤秀雄さんがガ

バナーになり、千歳の地で地区大会を経験しました。そ

の時には、千歳セントラルロータリークラブの皆様にもお手

伝いしていただきまして本当に感謝しております。今年度、

千歳セントラルロータリークラブと例会を交互に訪問する

ことになりまして、本当に嬉しい限りです。11月 17日の

当クラブの例会をリアンで行いますが、その時には楽しい

例会に致しますので、皆さん大勢の方にいらしていただき

たいと思っております。 

私達の副会長と幹事を紹介したいと思います。副会長

は齊藤博徳さんです。インテリア彩光の社長をしておりま

す。ロシアンブルーの猫を飼っているのですが、私が人質

にしているものですから、2 回目の副会長をやっていただ

きました。幹事の今野良紀さんは皆さんご存知ベルコの

千歳支社長をやっております。2、3 年前からもしも私が

会長になる時は、幹事をするよと言っていただいていたの

で、幹事になってもらいました。三役共々千歳ロータリー

クラブを今後とも宜しくお願い致します。今年度から例会

日を第 2、第 3、第 4 木曜日に変えました。第 3 木曜

日は夜間例会となっております。ということで、簡単ですが

これでご挨拶を終わらせていただきます。ご静聴ありがとう

ございました。 

 

千歳ローターアクトクラブ 会長 吉岡 毅 様 

2016‐2017 年度千歳ローターアクトクラブ会長を仰せ

つかりました吉岡毅と申します。本日は私と幹事の鳥越

君の 2 名で参りました。ちなみに鳥越君は先ほど紹介が

ありました齊藤さんのところの彩光の従業員となっておりま

す。私は今回 3 回目の会長をすることになりました。入

会したのは今から 8年前の大学 4年生の時でした。きっ

かけは今日来られている今野さんが、当時流行っていた

SNS のミクシィでいきなり今度会わないかというメッセージ

が来ました。それでリアンさんいくと今と変わらぬ風貌で出

てきたのを覚えています。そこでローターアクトという団体

があるので入らないかという紹介をいただいて、参加して

みたところ、美味しい食事を食べられたり、かわいい女性

もいて（気づいたら先に結婚されました）というエピソー

ドもありました。そこから、いろいろな活動をして青年会議

所にも入りました。特に今年度会長をされている関根さ

んには青年会議所の先輩として本当にお世話になりまし

た。2010年に初めてお会いし、2012年に野外フェスを

南千歳のレラ駐車場で開催した時に、(株)EVENT 

ONE としてご支援ご協力をいただきました。この場を借り

てお礼申し上げます。イベント自体は集客に大失敗をし

て大赤字を被りましたが、そこからなんとか立ち上がって

今に至るところでございます。千歳ローターアクトクラブは

今年度 10 名スタートとなりまして、来週 12 日（火）

に例会日となっております。例会の内容としましては、前

年度決算報告と今年度の予算承認、また 1 年間の活

動発表と組織体制の発表、最後にクラブ運営を円滑に

するための IT 活用術ということで、ちょっとしたセミナーも

企画しています。丁度いろいろな行事がかぶっているとい

うことでなかなか難しいとは思いますが、千歳にいらっしゃ

る方がいましたら、是非沢山ご参加いただけますと嬉しい

です。本年度千歳ローターアクトクラブを宜しくお願い致

します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

１年間宜しくお願い致します。 

 各クラブより新役員就任のご挨拶状 

○ 千歳ロータリークラブ 

○ 千歳ライオンズクラブ 

○ 千歳中央ライオンズクラブ 

○ 国際ソロプチミスト千歳 

 前年度からの引継ぎ 

IM 講師 原田義之様からクラブに感謝状をいただき

ました。第 7グループ各クラブに贈られています。 

 第 2510 地区・研修協議会（4 月開催）の報告

書が届いています。 

 第2510地区嵯峨義輝ガバナー事務所閉鎖と武部

實ガバナー事務所開設のお知らせ 

 第 57回全道ろうあ者大会実行委員会役員に関根

会長が就任されます。委嘱状が届いています。 

 ガバナー公式訪問例会について 

○ 日時：7月 19日（火）通常夜間例会 

会員集合 18:00 

○ 会場：定例会場 

○ 100％出席を目指しておりますので宜しくお願いし

ます。 

○ 詳細はメールでご案内 

 会員選挙 
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新会員 島村健一さん 

締切日までに異議申し立てはありませんでした。よっ

て、入会が決定しました。入会式は仕事のご都合に

より 7月 26日を予定しています。 

 地区会員増強セミナーが 7 月 10 日（日）、札幌

で行われます。関根会長、会員増強・維持委員会

野口委員長が出席します。 

 千歳ローターアクトクラブ第 1回定例会 

○ 日時：7月 12日（火）19:00～20:30 

○ 会場：ANA クラウンプラザホテル千歳 

○ 会費：食事あり 2,000円 食事なし 1,000円 

○ 締め切り：7月 7日（木） 

 例会の欠席届について 

無断欠席が目につき始めています。食事のロスにもつ

ながりますので、理事会と出席委員会が中心となり、

その対応に努めてまいりますが、止むを得ない欠席の

場合は、必ず事前に欠席を事務局宛連絡していた

だきますようお願いします。 

 

 各委員会報告・連絡   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今月 26 日のローターア

クトクラブとの合同親睦

夜間例会「ザ・テラス」の

出欠確認簿を回覧して

います。現在わかる方が

いらっしゃいましたら、記

入の程宜しくお願いしま

す。 

 

田口 廣 会員 

昨年度の 1月に札幌競馬場 場長 植田さんと副場長 

柏田さんを例会に呼んだ時に、今年の札幌夏競馬を是

非ということで案内がきております。回覧しておりますが、

8月 6日（土）です。人数によりましては、車で行くよう

になるかもしれません。また人数が揃えばバスを用意する

可能性もあります。電車

で向かう形になるかもし

れません。 

予定としましては、札幌

競馬場に午前 11 時頃

到着しまして、昼食を食

べながらレースを観ます。

メインレースは 15 時 30 分ぐらいに終わりますので、その

頃には札幌競馬場を出まして千歳で反省会をやるよう

な予定にしております。今現在、函館競馬をやっておりま

すが、札幌は 7 月の最終週から始まりますので、8 月 6

日、一発大儲けしたいという方、雰囲気を味わいたいと

いう方も是非参加されてはいかがでしょうか。回覧は２

周、３周と回しますので宜しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

新年度も沢山のニコニコ宜し

くお願い致します。まず私から

ニコニコしたいと思います。 

 

野口三恵子 会員：６月

は仕事で出かけることが多

く、前出席委員長として出席率に貢献出来ませんでした。

ニコニコします m(__)m 

千歳ロータリークラブ 会長 大西信也 様：1 年間

宜しくお願いします。 

千歳ロータリークラブ 幹事 今野良紀 様：幹事とし

て 1 年間頑張ります。また自分の結婚式の際に、高塚

パスト会長はじめとしまして、沢山の方にご出席いただき

まして厚く感謝申し上げます。有難うございました。 

関根 悟 会員：1年間どうか宜しくお願いします。 

四方信次 会員：今日、会長・幹事と表敬訪問に回

らせていただきました。1年間宜しくお願いします。 

菅原百合子 会員：今年１年幹事として頑張っていき

ますので宜しくお願いします。 

田口 廣 会員：関根会長の門出を祝して(^^) 

齊藤博司 会員：岩室委員長の初仕事に。 

大久保 尚 会員：関根会長、頑張ってください！！ 

本日のニコニコ BOX 合計額 41,000円 

今年度 累計額 41,000円 
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 本日の例会プログラム  

通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の活動方針」 

担当 理事会（進行：幹事 菅原 百合子） 

本日は各理事の活動方針の発表となっております。まず

初めに武田副会長、宜しくお願いします。 

 

副会長 武田 伸也 

今年度は副会長です。これで 7つある理事のポストを全

てクリアさせていただきました。これで理事会メンバー最後

のお勤めかと思っています。最後の務めを一生懸命やら

なくてはならないと自分に言い聞かせております。 

皆さんご存知のように今年度理事は、最年長が私と尾

本眞二直前会長の来年還暦を迎える 2 人です。後の

5人のメンバーは年齢もキャリアも若いメンバーばかりです。

最年長の2人は余計なことは言わず、若いメンバー中心

に理事会を運営してもらおうと尾本直前会長とは話して

います。私たちはサポー

ターに徹し、これはという

時にだけ口出しをしてま

いります。 

今年度は、若いメンバ

ー中心に頑張ってもらい

たいと願っています。 

若い発想と行動力で皆さんの期待に応えるクラブ運営を

期待していますが、時には「あれ･･･？」と思うような事を

やらかすかもしれません。そのような時は、温かい目で励

まし、厳しい目をもって指導をして頂けると嬉しく思います。

まずは、活発に理事会でのディスカッション、ことある度の

打合せと忙しく動き始めています。私と尾本直前会長も

できる限りの協力体制で臨んでおりますので、皆さんもご

支援を頂けますようよろしくお願い致します。 

さて、会員増強担当の理事ということでもあります。 

野口委員長と協力して、会長の目指す会員 45 名体

制を何とかクリアしなければならないと考えています。 

野口委員長との協力はもちろんですが、皆さんのご協力

もいただきながら情報収集を強化して、目標 45 名に近

づいていきたいと思います。 

ご近所の千歳 RC さん、恵庭 RC さんとやっていることは

決して負けていないと私どもは自負しておりますが、唯一

負けているのは会員数です。どうしても勝てません。 

第７グループでは３番目の位置に長らく甘んじています。

千歳 RC さんは現会員数 58 名、恵庭 RC さんは 48

名です。昨年度、当クラブは念願の 40 名の大台に乗り

ました。いよいよ目標 45 名に達するとなると恵庭 RC さ

んは射程圏内で第２位に躍り出ることも考えられます。

関根会長の目指す 45 名に向け会員増強、また会員

維持に努めて参りたいと思います。そのような一年にして

いきたいと思いますので、宜しくどうぞお願いします。 

会計 本村 和貴 

今年度会計を仰せつかりました本村です。一年間宜しく

お願いします。 

今年度の活動計画という事ですが、先日ご案内させて

いただいた予算の作成で燃え尽きた感はあるのですが、

会計と致しましては、予

算の適正な管理と執

行、例会でのビジターフ

ィの管理をさせていただ

ければと思いますので、

宜しくお願いします。 

本日、レターボックスに

上半期会費納入のお願いの用紙を入れさせていただき

ました。会費が運営の大切な資金源となっておりますの

で、7月 31日までにお振込みを宜しくお願いします。 

今年一年どうぞ、宜しくお願いします。 

 

会長エレクト 四方 信次 

会長年度に向けての準備の大切な年と認識しています。 

理事会の一員として、ク

ラブは当たり前、関根

会長を始め理事のみな

さんのサポートを出来る

限りさせていただきたい

と思います。 

また、出来るだけ各委

員会に関わらせていただき、各委員会の意義と役割を

少しでも多く認識していきたいと考えています。委員会の

皆さん、委員会をする時にはお声を掛けていただきたいと

思います。 

他の奉仕団体にも所属していることもあって、次年度

100％出席出来るように、今の段階から計らっていきた

いと思います。 

見て、聞いて、感じて、考える年度にしていく所存であり

ます。 

 

副幹事 笹谷 俊尚 

一年間、どうぞ宜しくお

願い致します。今年度

については来年、四方

会長年度の準備の年と

いうご挨拶が今ありまし

たが、まずは、副幹事と

しての仕事を良く見て、

良く勉強して、来年のために一年間頑張っていきたいと

考えております。 

また、理事会の席にも参加させていただける立場になっ

たということもありますので、発言をしっかりして理事会を
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盛り上げていきたいと考えております。 

クラブ広報委員会の担当理事ともなっておりますので、こ

の中では、例会プログラムの円滑な計画という所を注意

していきたいと考えます。 

それから会報、広報については、山口委員長を筆頭にお

願いしたいと考えておりますが、出来る限り私もお手伝い

しますので、どうぞ宜しくお願いします。 

雑誌委員会の委員は今日いらっしゃいませんが、古木さ

ん、羽芝さんにお願いしておりますので、どうぞ宜しくお願

いします。 

最後に、情報通信委員会を武田副会長にお願いして

いる所がございますので、こちらもお助けいただければ助

かります。 

副幹事、来年の幹事をなんとか務めて参りたいと思って

おりますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

直前会長 尾本 眞二 

今回は理事会で理事の

メンバーのお手伝いを頑

張っていきたいという部

分と、今年度は奉仕ﾌプ

ロジェクト委員会担当理

事ということで、社会奉

仕、職業奉仕、国際奉

仕、青少年奉仕の 4つの奉仕を頑張りたいと思います。

今年度テーマであります「人類に奉仕するロータリー」とい

うことで、一年間頑張りたいと思います。 

 

幹事 菅原 百合子 

今年度 1 年間、関根

会長のもと、会長を補

佐し委員会の皆様の活

動をバックアップしてメン

バーの皆様と、ロータリー

の精神を忘れる事なく、

楽しくコミュニケーションを

とり魅力あふれるクラブ運営に努めたいと思います。 

まだまだ未熟な幹事となります。会員の皆様のご協力、

ご指導のもと一年間色々なことに努力してやっていきた

いと思っています。 

皆様方どうぞ宜しくお願い致します。 

 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

早速ですけれども、7月 12日より長泉に行って参ります。

関根会長、菅原幹事、高塚初代会長、羽芝前年度

友好クラブ委員長、そして私と井上副委員長の計 6 名

で長泉を訪問させていただきます。少し早いですが、来

年 5 月 20 日締結 20 周年ということで、千歳で行うこ

とになっております。早めに長泉を訪問して、お一人お一

人に千歳に来ていただけるように呼び掛けていきたいと思

います。あまり見る機会が無いと思いますが、友好クラブ

締結書が事務室に掲げてあります。我がクラブの友好ク

ラブは長泉 RC だけです。今 20 周年を迎えるということ

で、当時第 6代大井綱雄会長と長泉 RC石垣会長が

締結したものでありま

す。その間に、大井会

長が長泉RCの会員お

一人お一人にスズラン

のポット苗をプレゼント

しています。それが、もう

20 年も経ちますと大

切に育てていただきまして、あちこちの会員の庭に何十本

も広がっています。こういう事が我々クラブと長泉 RC の

固い絆の印ではないかと思います。米山梅吉翁の記念

碑の所に枝垂れ桜を 15 周年の時に、私共が植えてき

ています。小さかったのですがこんなに大きくなって素晴ら

しくなっています。こういった事から長い間のつながりをもっ

ともっと大切にしようじゃないかということで、来年 5 月行

いたいと思います。この実行委員会を立ち上げるというこ

とで組織の中で決定しています。そういったことで 7月 12

日から長泉に行って来ますので、一生懸命アピールして

きます。まずはすぐに行動に移したいと思います。宜しくお

願いします。 

 

第 2510地区 ロータリー財団委員会 

奨学金委員会 委員長 齊藤 博司 

RI の指示に基づき、地区財団委員会小委員会から

RYLA・財団学友委員会・VTT（GSE）がはずれ、学

友委員会という組織に統合されました。米山学友会もこ

の一員です。これらの変革に伴い、各委員会委員人数

の削減とのガバナーからの指示があり、8名から 4名にな

りました。これらに沿った変更の為、約 10 年間（学友

委員長 3年・奨学金委員長 3年、慣習で委員長は 3

年間）財団委員会に関わってきた小生にもう 1 年やれ

との指示がありました。 

例年のごとく、募集（ポ

スター・応募要項）～

書類選考～最終面接

審査(財団委員長・財

団委員・地区担当幹

事及び当委員会メンバ

ー)という流れで地区文

化研修生・グローバル補助金候補者が決定します。地

区文化研修生（社会人優先・3 ヶ月または 6 ヶ月の留

学）は地区の裁量で決定です。グローバル補助金候補

者は RI が課せた 6 項目の重点テーマに沿った大学院
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レベルの研究でなければ承認は得られません。 

1. 平和と紛争予防/紛争解決 

2. 母子の健康 

3. 疾病予防と治療 

4. 基本的教育と識字率向上 

5. 水と衛生設備 

6. 経済と地域社会の発展 

応募者は 4 と 6の文化系の研究に集中します。 

グローバル補助金留学生は、上記 6項目に沿った英語

での小論文を義務付けております。RIへの提出・承認が

必要なため、RI～当委員会～本人というふうに数回の

やり取りがあります。 

留学に対しての補助金は3ヶ月・60万円、6ヶ月・100

万円、グローバル 1 年度に対しては＄10,000 が支給

されます。帰国後は帰国報告と報告会及び学友会会

員になることを義務付けております。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 7 月 12 日（火）通常例会「クラブ協議会

/各担当委員会の活動方針」です。担当は理事会。開

会点鐘 12時 30分。定例会場。 

 

 NEWS & TOPICS  

RI会長からのメッセージ 

2016-17年度 RI会長 John F. Germ  

今日、私たちが迎えようとしている新年度は、いつの日か

最大の偉業を成し遂げた年としてロータリーの歴史に刻

まれるかもしれません。 

それは、世界で最後のポ

リオ症例が確認された年

です。 

2015 年には天然ポリオ

ウィルスによるポリオ発症

例はわずか74件にとどま

り、すべてアフガニスタンと

パキスタンで確認されて

います。 

私たちはポリオ撲滅という

目標に向けて懸命な活

動を続けつつ、さらにその先を見据えなければなりません。 

つまり、この成功を活かしてさらに大きな目標の達成に向

けて準備をするのです。 

ロータリーの将来にとって、ポリオ撲滅におけるロータリーの

役割が広く認知されることはきわめて重要です。 

私たちが成し遂げたことを知ってもらうことで、パートナー

や資金を集めること、さらには会員を惹きつけることができ

るようになり、より大きな目標を達成することができるよう

になります。 

RI 本部ではそのようなロータリーの功績について認知度

を高めるため日々努力していますが、本部だけでは成し

えません。皆さんにも、クラブを通じて地域社会でロータリ

ーとは何か、どんなことをしている団体なのかを広く伝えて

いただく必要があります。各ロータリークラブが、ポリオがつ

いに撲滅される瞬間に立ち会う準備ができていることを

確かめる必要があるのです。なぜなら、よいことをしたいと

考えた人びとがロータリーこそ世界を変えることができる場

所だと思った時に、どのロータリークラブでもその機会を提

供する準備が整っていることが必要だからです。 

今後数年間でさらに「人類に奉仕するロータリー」を実現

するには、自ら進んで奉仕活動に参加し、いたわりの心

と聡明な頭脳を持った多くの人が参加して活動を進めて

いく必要があります。 

私たちが求めているのは、ロータリーの奉仕活動を若い

会員や引退したばかりの人びと、さらに在職中の人びとに

もアピールするような、柔軟なクラブです。新たなパートナ

ーシップを求め、門戸を開いて他の団体と連携関係を結

ぶことが必要です。 

将来を見据え、リーダーシップの継続性についても優先

順位を明確にしなければなりません。ロータリーの一員で

ある私たちは皆、同じチームとして同じ目標に向かって努

力しています。一緒に目標を達成するには、共に同じ方

向へと進まなければ

なりません。 

ロータリーで奉仕する

毎日には、人びとの

生活を変える機会

が与えられています。 

皆さんの行動一つひとつが重要な意味を持ちます。 

一つひとつの「よいこと」が私たち全員にとってよりよい世界

を作るのです。 

ロータリーでは新たな年度を迎えるにあたり、「人類に奉

仕するロータリー」を通じて世界をよりよい方向へ変える

新しいチャンスが私たち全員に与えられています。 

 

2016-17年度 D.2510 ガバナー 武部 寛 

ＲＩのテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。 

「人類に奉仕するロータリー」の伝統を継承し様々な考

え方で奉仕を継続していきましょうと呼びかけています。

私たちロータリアンは人のために何ができるかを常に考え

行動しなければならないと思います。 

 

2016-2017 年度の地区目標は「地区組織の活性化」

と「地域と共に」です。 

「地区組織の活性化」当地区は過去 4,300 人前後の

会員数でしたが現在は 2,600 人前後です。会員数に



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2016年 7月 5日   例会 第 1回 / 通算 第 1201回 

- 7 - 

適応した組織改革が必要と考えます。 

 

大胆な地区委員会の統廃合等により組織を簡素化す

ることによって無駄を省き、

合理化、活性化を図り各

クラブとの連携の強化につ

なげたいと思います。 

9 の委員会を統廃合し 1

委員会を新設し 8 委員

会減と致しました。「地域

と共に」与える活動ではな

く地域の方々の活動に参

加し、共に活動することに

よってロータリーの意義とロ

ータリーの存在を知って頂く事が重要です。 

真に地域に溶け込み地域と共に活動していくことが地域

にとっても、ロータリークラブにとっても大切な事です。 

 

ロータリーに関わりのない人々にロータリーとは何ですかと

尋ねられたなら何と答えるか、ロータリーの分かりやすく端

的な表現を各クラブで検討してはいかがでしょうか。 

クラブには地域の人口、産業、会員数等による違いがあ

り、ロータリークラブはこうでなければならないと言う定義は

ありません。 

しかし、まずクラブの現状をよく分析する事が重要だと思

いす。 

 クラブが会員数に見合った活性化が期待出来る合

理的組織になっているかどうか。 

 新世代プログラム、奉仕プログラム等が地域から喜ば

れているかどうか。 

 一部の人に対する奉仕活動にとどまってはいないか。 

 自己満足的活動に終わってはいないか。 

等々これらのことを十分分析し見直す事が重要だと思い

ます。 

 

私の札幌南ロータリークラブの伝統的精神は（なごやか、

なごむ、安らぎ、思いやり、やさしさ等を感じさせる）“な

ごやぎ”です。 

会員それぞれは多種、多用、多彩、個性的であるけれ

ど、程よく調和し「和を以って貴し」なのです。私に一番

欠けているのがこの「和を以って貴し」です。与えられたガ

バナー年度をこの「和を以って貴し」を私自身に言い聞か

せて、パストガバナー及びガバナー補佐を中心とする地

区役員、地区代表幹事をはじめとするガバナー事務局

スタッフ、地区委員会の皆様のご協力を頂きながら務め

ていく覚悟であります。 

地区内 69 クラブの会長・幹事さんはじめ 2,600 余名

の会員皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

 SCHEDULE  

 

7
月 

■会員増強セミナー ■ガバナー公式訪問 

10 日 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー（札幌） 

12 日 

通常例会「各担当委員会の活動方針」 [担当/理事
会(進行/副幹事 笹谷俊尚)] 

第 7 グループ 会長・幹事会（長沼） 

千歳 RAC 定例会「決算･予算、活動計画」 

12-15 日 友好クラブ RI 第 2620 地区 長泉 RC 訪問 

19 日 

会長・幹事・会長エレクト懇談会（PM4:30） 

理事懇談会（PM5:30） 

通常夜間例会 「ガバナー公式訪問」 
[担当/SAA(委員長 月俣美子)] 

※会員は PM6:00 までに例会場集合 ガバナー入場歓迎 
※100％出席を目指します 

26 日 

第 8 回理事会 PM5:00 事務局 

親睦夜間例会 「ザ・テラス」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

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
「市民盆踊り出店事業」支援 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/会員増強セミナーの
報告、長泉 RC 訪問の報告」 [担当/理事会(進行/
会計 本村和貴)] 

9 日 

通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

千歳 RAC 定例会「盆踊り出店について」 

16 日 
親睦夜間例会  「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

19 日 千歳 RAC「市民盆踊り大会出店事業」支援 

23 日 

第 9 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

30 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

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（会長、幹事） 

6 日 通常夜間例会 「未定」 [担当/社会奉仕委員会] 

13 日 
通常例会「未定」 [担当/友青少年奉仕・ローターアク
ト委員会(委員長 高塚信和) 

20 日 
親睦夜間例会 「未定」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（スポーツセンター） 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、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 ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/会長エレクト 四方信次)] 


