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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日は、第５回目の例会となります。 

都知事では、初の女性都知事が誕生となりました。クリ

ーンな政治を行ってくれればと思います。 

最近は、寒い日や暑い日寒暖が激しい日が続いており

ますが健康には、十分気を付けてください。 

例会は、クラブ協議会です。不慣れな部分もございます

が頑張って進めていきたいと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 友好クラブの長泉 RCからいただいたお菓子を本日の

食事の際にお召し上がりいただきました。 

 地区「ロータリーわくわく森の親子キャンプ」実施のご

案内とご協力のお願い 

○ 日程：8月 7日（日）～9日（火） 

○ 会場：岩見沢市メープルロッジなど 

○ ボランティア、物資支援などご協力いただける方は

幹事までご連絡をお願いします。 

 理事会議事録の公開について 

国際ロータリー規定審議会で議事録の公開が定めら

れました。今年度から議事録を事務局、またはホーム

ページの会員専用ページでご覧いただけるようにしま

した。 

 メークアップ（例会の欠席補填）について 

積極的にメークアップをしていただけるよう他クラブの

例会情報を出席委員会 岩室委員長と幹事で毎

月確認することにしました。メークアップなどの情報を

確認されたい方は、随時お問い合わせください。 

 事務局の夏期休業について 

8月 11日（木）～8月 15日（月） 

 

 各委員会連絡・報告   

会計監査 土居 栄治 

前年度の会計監査を、

本日 17時から事務局に

おきまして前年度会計 

四方さん立会いの下、行

いました。監査致したとこ

ろ、正しく記載され通帳

等も間違いありませんでしたのでご報告いたします。 

 

田口 廣 会員 

今週土曜日、8 月 6 日に札幌競馬場ツアーということ

で、これは今年 2 月に例

会で卓話をしていただい

た場長の計らいで千歳セ

ントラルロータリークラブの

皆さんをご招待するという

ことで約 24 名の方々が

参加します。当日 10：

22 の JR エアポートで行こうと思っています。11 時ぐらい

に札幌駅北口に着いて、タクシー乗り合わせで札幌競

馬場に向かいます。もし遅れそうな方、どうしても車で行く

例会出席状況（2016 年 8 月 2 日） 

会員数 40名 

会員出席者数 25名 

欠席者数（内：無断欠席）  15（1）名 

出席率 62.50 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  25名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 7 月 26 日） 

確定出席率（MU 含む） 85.00 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 

〒066-8520 北海道千歳市本町 4丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2016年 8月 2日   例会 第 5回 / 通算 第 1205回 

- 2 - 

という方は入場券を渡しますので言っていただければ無

料券を配ります。この際ですから、競馬を楽しんでいただ

きまして馬券を買う、買わないは自由でございます。ちょっ

としたお馬さんのショーを見に行きましょうということで大い

に楽しんできたいと思います。当日、宜しくお願いいたしま

す。また服装は事前に配布していますが、男性はクール

ビズのスタイルで、女性も同様ですが、1 つだけミニスカー

トは禁止になっていますのでそれだけはお気を付けくださ

い。かかとのないサンダルも駄目となっています。それ以外

は自由です。当日楽しんできたいと思います。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 石川 貴美子 

清水清光 会員：家族で新幹線に乗ってきました！ 

土居栄治 会員：私も新幹線に乗って、孫と一緒に 3

日間、青森の方まで行って

来ました。清水さんとばった

り午前、午後と２回も会い

ました。無事に帰ってきまし

た。(^^)/ 

尾本眞二 会員：土居さ

んの会計監査が無事終わ

り、やっとこ私の一年間が終

わりました。千代の富士が

亡くなり、佐ノ山龍二親方

から連絡がありました。今週

土曜日、千代の富士の家

族葬があり、予定では 10 月１日にお別れ会をやりたい

ということではありますが、相撲協会葬などもありはっきり

していません。佐ノ山は九

重龍二として今後大変に

なってくると思います。後援

会で今後を話し合っていき

ますが、これから千歳に親

方として来る可能性が大い

にあります。その時には、ご支援ご協力宜しくお願いしま

す。 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「クラブ協議会/クラブ計画及び実施事項」 

担当 理事会（進行担当：会計 本村 和貴） 

クラブ協議会を開催させ

ていただきます。宜しくお

願い致します。クラブ計画

予定及び実施事項の報

告を菅原百合子幹事宜

しくお願いします。 

 

 クラブ計画及び実施事項  

幹事 菅原 百合子 

 千歳ローターアクトクラブ「市民盆踊り大会出店事業」

について（8 月 19 日） 

① 参加者の確認→

模擬店用品、ポリ

オ募金（後ほど関根

会長より報告） 

② スケジュール等の詳

細は確認中 

 「千歳川桜プロジェクト」支援事業 

① 千歳 RC、千歳 LC、千歳中央 LC、SI千歳、千

歳 JC と共同で、千歳市に 100万円贈呈 

A) 7月 20日（水） 

B) 「千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会」

宛に千歳市から感謝状を拝受 

C) 各メディアに掲載 

② 街頭募金活動 

A) 日時 8月 22日（月） 

午後 3時～午後 4時（1 時間） 

B) 場所 ちとせモール 東側玄関（勇舞 8 丁目 1-1） 

C) 集合時間 午後 2時 45分 

D) 参加者 理事メンバー 

E) 備品の準備 千歳セントラル RC担当  

F) 経費 6団体で分担  

G) その他 

イオン千歳店東側玄関（千歳 RC、千歳中央

LC）、イオン千歳店西側玄関（千歳 LC、SI 千

歳）、ちとせモール（千歳セントラル RC、千歳 JC） 

H) 主催 千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会 

③ RC･LC･SI・JC 6団体親睦ゴルフ大会 

A) 日時 10月 14日（金）  

 ※スタート 午前 9時 30分（予定） 

B) 会場 ちとせインターゴルフクラブ 

C) 参加予測人数 約 60名 

D) 主催 千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会 

E) 運営責任団体 千歳 JC 

F) その他 9月初旬にあらためてお知らせします 

④ 千歳川桜プロジェクト６団体合同懇親会 

A) 日時 10月 14日（金）午後 6時 30分 

B) 会場 ANA クラウンプラザホテル千歳 

本日のニコニコ BOX 合計額 5,000円 

今年度 累計額 112,000円 
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C) 会費 5,000円 

D) 主催 千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会 

E) 運営責任団体 千歳 RC 

F) その他 9月初旬にあらためてお知らせします 

⑤ 親睦ゴルフ大会、合同懇親会での千歳セントラル

RCの役割 

A) 出席者の集計 

B) 来賓者への案内・確認 

 ロータリー財団地区補助金事業 

① 地区補助金 80,160円 

② 事業用テントを千歳市に寄贈 

③ 詳細については、千歳市と協議 

 RI第 2510地区 地区大会 

① 会長・幹事会、地区指導者育成セミナー 

日時 10月 1日（土） 午後 1時～ 

② 本会議、懇親会 

日時 10月 2日（日）午前 9時（本会議）  

午後 4時（懇親会） 

※ 今回の懇親会は、モリエール中道オーナーシェフ（札幌南

RC）によるフェローシップバンケット（着席スタイル） 

③ 会場 札幌パークホテル 

④ 登録料 15,000円 

⑤ 出欠確認 8月 6日までに確定   

⑥ 交通手段 最終出席者数の確定後に検討 

 岩沼 RC創立 50周年記念式典 

① 日程 10月 8日（土） 

② 出席者人数について、岩沼 RC から 5 名程度と

要望 

※ 参加予定者 関根会長、菅原幹事、尾本直前

会長、松坂パスト会長、白木パスト会長 

 

 千歳 RC合同ポリオ撲滅募金活動について  

会長 関根 悟 

千歳ロータリークラブ大西会長からお願いがありました。

盆踊りの時に合同でポリオ撲滅募金活動をしたいという

旨を頂きました。8 月 19 日（金）の 18 時～19 時で

1 時間程度ということで伺っております。募金箱は一つで

行い、募金を折半するような形で考えたいという意向が

ございました。理事会としては、前向きに捉えてやってい

きたいと考えていますが、ご意見をお聞かせ願えればと思

います。 

 

 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 8 月 9 日（火）通常例会「会員増強 資

料映像の視聴」です。担当は会員増強・維持委員会。

開会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

 

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 

9 日 
通常例会「会員増強 資料映像の視聴」 
[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 
移動親睦夜間例会  「納涼例会 in 唐々屋」 
[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 

22 日 千歳川桜プロジェクト街頭募金活動（ちとせモール） 

23 日 
第 9 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「友好クラブ締結 20 周年記念について」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

30 日 休会（定款第 8 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
(委員長 福島 力)] 

13 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 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)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
RC･LC･SI･JC 6 団体親睦ゴルフ大会 

RC･LC･SI･JC 6 団体合同懇親会 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕   」 [担当/社会奉仕委員会
(委員長 福島 力) 

第 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念（1990.11.19）■次年度理
事指名委員会設置 ■SI 千歳チャリティーパーティー 

1 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/ロータリー財団委員
会(委員長 大久保 尚)] 

8 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報･広報委員会(委員長 山口康弘)] 


