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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは。本日は、

新入会島村さんと桜井さん

の歓迎会です。存分に楽し

みましょう。また、本日は、

第一回ゴルフコンペを開催

頂きありがとうございます。

私ごとですが130で回る事が出来ました。今回来られな

かったメンバーも次回お待ちしています。本日の例会楽し

みましょう。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 日本ロータリー学友会「ロータリー財団 100 周年記

念シンポジウム」ご案内 

○ 日時：11月 27日（日）13:30～ 

○ 会場：JP タワー（東京都千代田区） 

○ 登録料：ロータリアン・財団学友 10,000円 

その他 3,000円 

○ 登録申込み：地区でまとめて登録を行います。 

9 月 29 日（木）までに事務局へお申し出くださ

い。 

 「ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム」公共イ

メージ向上協力金のお願い 

会員お一人 250 円以上のご支援を本日集めたいと

思いますので、皆様のご協力をお願い致します。 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会のご案内 

先回から案内しておりますが、出欠を記入されていな

い方はご記入をお願いします。懇親会に参加される

方は、会費 5,000 円を次週例会（27 日）までに本

村会計または事務局へ納入いただきますようお願い

します。 

 明日（21 日）行われる千歳中央ライオンズクラブ認

証 34 周年記念例会に関根会長と幹事が出席しま

す。 

 千歳ローターアクトクラブ第 10回定例会「スポーツ交

流会」 

○ 日時：10月 3日（月）19:00～20:40 

○ 場所：千歳市開基記念総合武道館 

○ 会費：1,000円（食事はありません） 

○ 内容：スポーツ交流 

○ 申込期限：9月 30日（金） 

 

 各委員会連絡・報告   

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

来る来週 9 月 26 日（月）、毎年

行われていますが北ガス文化ホール

に集合して 15 時から 16 時まで「セ

ーフティコール」が行われますのでご案

内をさせていただきます。駐車場が狭

いので、車の方は乗り合いで来てい

ただきたいという事です。いつものよう

にキャップ、ジャンパー着用となりますので、是非多くの方

のご参加を宜しくお願い致します。 

 

 本日の例会プログラム  

親睦夜間例会「新会員歓迎」 

担当 親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

これより親睦の部に移らせ

ていただきます。本日は今

年度入会された島村会

員、櫻井会員のお祝いとい

うことで進行させていただき

ますので宜しくお願いしま

す。それでは、乾杯のご発声をゴルフ同好会の佐々木

例会出席状況（2016 年 9 月 20 日） 

会員数 41名 

会員出席者数 34名 

欠席者数（内：無断欠席）  6（1）名 

出席率 82.93 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  34名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 9 月 13 日） 

確定出席率（MU 含む） 70.00 ％ 
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俊英副会長よりお願いいたします。 

 

 乾杯のあいさつ   

ゴルフ同好会 副会長 佐々木 俊英 

皆さん、お疲れ様でございました。

今日は関根会長年度第 1 回目

のゴルフコンペでした。私も張り切

っていたのですが、仕事の関係で

出席できませんでした。今日のゴ

ルフは3組12名でプレーをしてい

ただきました。優勝は臼田さんで

す。おめでとうございます。後ほどス

ピーチを頂きたいと思います。それでは、早速乾杯いたし

ます。楽しいひと時を！ 

 

 新会員歓迎のことば   

会長 関根 悟（島村健一 会員 推薦者） 

島村さん、ご入会おめでとうございます。前任の成田さん

は室蘭出身ということで、同郷で年も近くいろいろと田舎

の話をさせてもらいました。島村さんは千歳出身で大下

さんと同級生ということです。地元に根付いた方が地元

の千歳セントラルロータリークラブに入会されました。本当

に地域に根差した奉仕ということで一番ふさわしい方が

入会されたのではないかと思います。札幌トヨペットさんで

すから、島村さん宛にお車を発注していただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

岩室 秀典 会員（櫻井靖浩 会員 推薦者） 

櫻井さん、入会おめでとうございます。 

私もまだまだわからない事だらけで教えてあげることは出

来ないと思いますが、経験豊富な先輩方がいっぱいいま

すので、わからない事は是非先輩方に聞いてこれからの

ロータリー活動、私と一緒に頑張っていってください。 

 

今井 章夫 会員 

私は実を言うと、一度退会しています。そしてまた入会し

ました。それはどういう事かというと、ロータリーと言うのは

離れてみて素晴らしさがわかります。ですから、いらっしゃ

るうちは頑張って、転勤でまた代わってしまうかもしれませ

んがロータリーはいろいろな事がありますが続けることが大

事です。継続は力です。以上です。 

 

石川 貴美子 会員 

おめでとうございます。私もまだ間もないのですが結構楽

しんでいます。入会おめでとうございます。 

 

羽芝 涼一 会員 

島村さん、櫻井さんおめでとうございます。 

特に私は島村君とは付き合いが長いです。頑張ってくだ

さい (^^)/ 

 

臼田 暢 会員 

島村さん、櫻井さんご入会おめでとうございます。私もま

だ入会したてで何もわからなくて、何も出来ません。最初

は商売が広がれば良いかなという気持ちで入りました。で

もそういうのではないかなというのを最近感じています。自

分が成長出来れば良いかなと思っています。諸先輩方

がいらして、商売抜きでも自分が何かつかめればと、今

考えております。頑張ってください。 

 

佐藤 敬 会員 

入会おめでとうございます。私も入会して 1 年ぐらいです

が、ほとんど 1 ヶ月に一度ぐらいしか出られません。まだわ

かりませんが、一緒に頑張っていきましょう。 

 

四方 信次 会員 

島村さん、入会される前に少し前にハイエースを買いまし

た。櫻井さんとは 20数年前にお会いしています。しばらく

ぶりにお会いした時に、お会いしたことがあると思いました。

お二人とも年齢は聞いていませんが後輩だと思います。

宜しくお願いします。 

 

本日の主役、(上から)島村健一会員、櫻井靖浩会員 
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直前会長 尾本 眞二 

島村さんとは妻共々家族でお世話になっています。今後

もお世話になるかもしれませんので、宜しくお願いします。

櫻井さんは真町中学校の二つ下ということで、もしかした

ら四方会長エレクトの年上ではないかと思います。今度

はメンバーとして仲良くやっていきたいと思いますので、宜

しくお願いします。 

 

彦坂 忠人 会員 

ご苦労様です。私は今年、ゴルフ同好会の会長をやって

おりまして、皆さんゴルフはやりますか？一緒にやりましょう。

今日もゴルフをやりましたが、会長はじめ大下君もひどい

ものです(笑)。それで、今年度中に我がクラブのレッスン

コンペをやりますから、その時に是非ゴルフをやっていない

方、やりたい方、出ていただいて私と佐々木さんがご指

導申し上げます。宜しくお願いします。 

 

羽生 有三 会員 

私事ですが、30日ちゃんとの創刊10周年記念祝賀会

を行います。うちのクラブは私を入れて 34 名参加してい

ただいております。今日全部の集計をしまして、参観人

数 270 名でうちのクラブが一番多いです。本当にありが

とうございました。ニコニコ BOXを入れますので宜しくお願

いします。 

 

田口 廣 会員 

櫻井さん、島村さんこのようなクラブに入っていただき有

難うございます。入る動機は、私もそうでしたが決して自

分から入ったわけではありませんが、長く居れば居心地も

良いし、目的を同じくして集まって飲んで食べて活動する

わけです。仲良くやっていただきたいと思います。本当に

有難うございます。 

 

月俣 美子 会員 

誰も話を聞いていない(笑) このテーブルで四方会長エ

レクトが話した時は静かになりました。その時は凄いなあ

と思いました。頑張ってください。 

 

髙木 昌人 会員 

本日は、新会員櫻井さん、島村さん、改めてご入会おめ

でとうございます。思えば私も 4 年前に新入会員として

迎えられ、未だにまだ緊張して食事もなかなか箸が進ま

ない今日この頃です(笑)。先ほど改めて島村さんに伺っ

たところ、島村さんのお姉さまと同級生でした。もしかした

ら年上の方かと思っていましたが、弟さんということでより

親近感を持って凄く安心しました。次回からこのクラブに

緊張がほぐれて参加出来るかと思っていますので、今後

とも宜しくお願いします。おめでとうございます。 

大久保 尚 会員 

櫻井さん、島村さん入会おめでとうございます。 

うちにはまだ舗装していない場所があるのと車が１台足り

ないので、一生懸命努力しますので宜しくお願いします。

私はロータリーに入って５年になりますが、まだ来ると緊

張します。今日は一番いい場所に座らせていただいて、

出来るだけ早いうちにこの場所に座るのもよいかと思いま

す。次回はどうぞ。 

 

多賀 勲 会員 

新会員おめでとうございます。末永く千歳セントラルロータ

リークラブを愛してください。宜しくお願いします。 
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清水 清光 会員 

お二人の入会おめでとうございます。お陰様で 40数名と

なりました。私が入った時は 35、6名でしたが40名台と

なりました。これから若い人は頑張ってください。宜しくお

願いします。 

 

高塚 信和 会員 

こんばんは。お二人の入会おめでとうございます。入会何

年目という話もありましたが、最初はわかりません。未だに

わかっていない人もいます。是非みんな頑張っていろいろ

な事をやっていただきたいと思います。宜しくお願いします。

ありがとうございました。 
 

井上 英幸 会員 

新入会員入会おめでとうございます。島村さんにはトヨペ

ットでいつもお世話になっています。櫻井さん、頑張ってく

ださい。 

今日、昼間ゴルフコンペを行いました。佐々木ゴルフ同

好会副会長が欠席でしたので、敢えて昨年度ゴルフ同

好会会長として優勝した臼田さんに優勝の弁を語ってい

ただきたいと思います。 

 

 ゴルフコンペ優勝者  

臼田 暢 会員 

関根会長年度第 1回ゴルフコンペで優勝させていただき

ました。有難うございます。賞金もいただきまして、大変

有難く思っております。個人的に韓国のプレイヤーのイ・

ボミさんが大好きです。賞金が彼女に近づくよう第２回、

第３回と頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 石川 貴美子 

本日行われたゴルフコンペ参加者 12名のほか、新会員

の入会をお祝いして、多くの方にご協力いただきました。 

本日のニコニコ BOX 合計額 67,000円 

今年度 累計額 246,000円 
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 閉会のあいさつ   

ゴルフ同好会 会長 彦坂 忠人 

今日は、我がクラブの会長の

ために皆さん頑張りました。お

かげで 150台から 130台に

なりました関根会長、本当に

ご苦労様でした。これからも

我がクラブはどんどん躍進しま

すので、関根君だけでなくこ

れからゴルフをやろうとしている

方々、私と佐々木さんにまか

せてください。それでは、我が

クラブの今後の発展と関根会長の活躍を祈念しまして

乾杯致します。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、9 月 27 日（火）通常例会「職業奉仕とは何

か」。担当は職業奉仕委員会。開会点鐘 12時 30分、

定例会場。 

 

 

 SCHEDULE  

 

9
月 

基本的教育日と識字率向上月間 ■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） 

26 日 
秋の交通安全運動「セーフティコール」 
集合/北ガス文化センター駐車場 午後 3 時 
※メークアップ対象事業 

27 日 

第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「職業奉仕とは何か」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

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） 

3 日 千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（武道館） 

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 
※ゴルフ、懇親会共にメークアップ対象事業 

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)] 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動   」 [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 ■世界インターアクト週間（2～8 日） ■
創立記念日（1990.11.19） ■次年度理事指名委員会設
置 ■国際ソロプチミスト千歳チャリティパーティー（会長）  

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)] 

15 日 17 日に例会日変更 

17 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in ANA クラウン
プラザホテル千歳」 
※千歳 RC 合同例会（千歳 RC 主催） 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

18 日 千歳 RAC 定例会「親睦ワイン例会/台湾 RAC 合同」 

22 日 

第 12 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

27 日 長沼 RC 創立 25 周年記念式典 

29 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


