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 SAA   副委員長 田口 廣 

本日は、月俣委員長が遅れ

て出席される為、副委員長

の私が進行を務めさせていた

だきます。 

 

 

 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

黎 韵施(レイ インシ) 様 米山奨学生 

弘中司嘉子 様 カウンセラー（恵庭 RC） 

佐々木光治 様 RID2510 米山記念奨学・学友委員会 委員 

（江別 RC） 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、昨

日、岩沼 RC 創立

50 周年記念式典に

行って参りました。着

いて直ぐに感謝状の

贈呈と慌ただしかった

ですが、祝賀会及び

懇親会は、バンド演奏ありダンスありと岩沼さんらしい設

えでした。夜は、松坂先輩、白木先輩に美味しいものを

沢山食べさせて頂きました。 

話しは変わり、私ごとですが、スピード違反で武道館の

所で捕まりました。罰金は、馬鹿らしいので皆さんも気を

つけて安全運転しましょう。また、今週は、6 団体ゴルフ

コンペ及び懇親会そして、支笏湖例会と続きます。ご協

力お願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会が今週金曜日(14 日)に開催されます。再度

時間と場所をご案内しますので、ご参加を宜しくお願

いします。懇親会会費を納めていない方は事務局が

集金しますので、宜しくお願いします。 

【ゴルフ大会】 

○ 集合時間：9:00、スタート 9:30 

○ 場所：ちとせインターゴルフクラブ 

○ 会費：2,000円（当日申し受けます） 

【懇親会】 

○ 受付 18:00、開会 18:30 

○ 会場：ANA クラウンプラザホテル千歳 

○ 服装：例会に準ずる（上着着用） 

○ その他：ネームプレートは各団体のものを使用し

ます。幹事がまとめて持参しますので当日ご着用く

ださい。 

 先回に引き続き、長沼 RC 創立 25 周年記念式典

の出欠確認と台風大雨災害義捐金のご協力をお願

いします。 

 先日、10 月 8日（土）、第 2520 地区岩沼ロータ

リークラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会に関根会

長、尾本直前会長、松坂パスト会長、白木パスト会

長と私で参加させていただきました。岩沼ロータリーク

ラブから東日本大震災において多大な支援をいただ

きましたとのことで、感謝状をいただきました。200 名

以上が出席しとても楽しい祝賀会でした。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

支笏湖例会の座席表、部屋割表を配らせていただきま

した。確認していただき記入漏れなどありましたら、私まで

お知らせください。日帰りの方が多くなっています。皆さん

で調整していただいて各自乗り合いで来るようにしていた

ければ助かります。また、どうしても調整できない場合は、

例会出席状況（2016 年 10 月 11 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 28名 

欠席者数（内：無断欠席）  14（5）名 

出席率 66.67 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  3名 

出席者数総計  31名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 10 月 4 日） 

確定出席率（MU 含む） 71.43 ％ 
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私の方で考えますので言っていただければと思います。宜

しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

弘中司嘉子 様：本日、

卓話にお招きいただきまし

た。 

齊藤博司 会員：今日はこ

れから担当委員会として卓

話をいただきます。 

井上英幸 会員：先日の

ちゃんと 10 周年記念式典

参加の写真が「ちゃんと」に

掲載されました。千歳民報

にも町内会連合会で千歳

市に要望書を提出した写真

が掲載されました。最近よく写真が載っています(^^)v 

関根 悟 会員：岩沼から無事に帰ってきました。 

白木松敏  会員：岩沼

RC50 周年に参加しまし

た。菊池岩沼市長から皆様

に宜しくお伝えくださいとの言

葉をいただきました。 

松坂敏之  会員：岩沼

RC50 周年に行って来まし

た。お土産にメロンをいただき

ました。このメロンが大きくて

重くて腰にきたのが印象に残

っています。 

田口 廣 会員：東京競馬

場に競馬を見に行って、1

番人気で絶対勝つかと思っ

たら 4着でした。65歳以上

で飛行機が半額なることを

知り、非常に嬉しくてニコニコ

も半額です(笑) 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「米山奨学生による卓話」 

講師：米山奨学生 黎 韵施 様 

担当 米山記念奨学委員会 委員長 齊藤 博司 

米山月間ということで今日は卓話にさせていただきます。 

まずは、地区米山記念奨学委員会 委員 佐々木光

治様より米山につい

てご紹介していただ

き、次にカウンセラー

弘中司嘉子様より

講師のご紹介をお願

いします。 

 

 ご挨拶   

RI第 2510地区米山記念奨学・学友委員会  

委員 佐々木 光治 様（江別 RC） 

私はこちらのクラブに来るのは 2 回目になります。4 年ほ

ど前に安孫子パストガバナーに同行して参りました。その

節は大変有難うございました。 

今日は大石委員長より地区米山委員会への寄付金へ

の感謝とご協力、ご理解へのお礼を申し上げるため参り

ました。毎年 10 月になると米山月間がやって参りますが、

普段から米山奨学生のいるグループにもなりますので宜

しくお願いします。来年からも奨学生が担当になった時に

は温かく見守っていただきますよう今後とも宜しくお願い

致します。有難うございます。 

 

カウンセラー 弘中 司嘉子 様（恵庭 RC） 

本日はお招きいただき有難うございます。今年度は恵庭

ロータリークラブで会計と米山記念奨学生カウンセラーを

本日のニコニコ BOX 合計額 11,000円 

今年度 累計額 288,000円 
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受け持っています。今月は米山月間ということで、米山

奨学生の黎 韵施さんをご紹介します。本日の卓話で

皆様と楽しいひと時を過ごせることを嬉しく思います。本

日はどうぞ宜しくお願いします。 

 

 卓話「中国と私の故郷」  

講師 米山奨学生 黎 韵施 様 

私は、中国広東省広州市から参りました黎 韵施と申し

ます。現在は、恵庭にある北海道文教大学の国際言

語学科 4 年生の留学生です。今年 4 年目の奨学生と

なります。本当にありがとうございます。今日は中国と私

の故郷をテーマに紹介させていただきたいと思います。 

── この後、故郷の広州市について画像でご紹介いた

だきました。また中国語（北京語）と広東語の違いを

会員と一緒に発声しながら説明していただいたほか、中

国の名所、料理、幼少期から現在までの講師の経歴を

ご紹介いただきました。 

 

4 月に米山奨学生になっていろいろなイベントに参加さ

せていただいてとても楽しかったです。奨学生になってから

地区と世話クラブの皆々様のおかげで、いろいろな活動

に参加させていただきました。とても嬉しく思っております。

色々な方と出会って話をして、とても勉強になりました。

そしてロータリーの奉仕の精神をよく理解し、将来は社会

貢献出来るように頑張りたいと思っております。皆様どう

ぞご指導ください。宜しくお願いします。本日は卓話をさ

せていただき心より感謝しております。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

 記念品贈呈  

関根会長より講師の黎

様へ記念品を贈呈しまし

た。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、10 月 18 日（火）移動例会「観楓会 in 支

笏湖」。担当は親睦活動委員会。開会点鐘 18時 30

分、会場は支笏湖丸駒温泉旅館です。 

 

 SCHEDULE  

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 

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 講師/千歳科学技術大学 
助教・博士 山川広人 様」 

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「卓話 講師/RI 第 2510 地区パストガバナ
ー 丸山淳士様」 
[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） 


