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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

天野 敦子 様 長沼ロータリークラブ  会長 

青木 雄一 様    〃         副会長 

清水   彰 様    〃  創立25周年実行委員長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは、11 月初めての例会です。いつも楽し

いプレゼントを頂く大久保会員の例会を期待しています。

最近は、寒さも厳しくなり

健康面については、個々で

気をつけて頂き4回の例会

を参加出来るよう管理をお

願いします。また、長沼ロー

タリークラブより天野会長含

めまして 3名のメンバーの皆様が 25周年参加のお願い

に来ております。まだ、参加可能ですので心変わりのある

方は、是非○に変更下さい。 

 

 ビジターご挨拶    

長沼ロータリークラブ 会長 天野 敦子 様 

皆さんこんばんは。今日

はお邪魔致します。沢山

の男の人と握手をしました。

こんなに手を握られたのは

何年振りかと嬉しい気持

ちで今を迎えております。

もう出欠を決められたとい

うことで、今日のこの話でまた変わる人がいるのかという事

を期待して私は話をしなくてはならないと思いました。長

沼ロータリークラブは小さな町から世界に目を向けてとい

うことで始まり本年で25周年となりました。セントラルさん

の一歩後を歩いております。見後を慕いながら歩かせて

いただいております。私達も創立当時は平均年齢40歳

でした。それが 25 周年経ちましたらある程度年も取りま

して、経験もたくさんさせていただきましたが、段々疲れも

出てきたというところです。一つ先輩の皆さんに祝賀会に

参加していただいて叱咤激励、この先どのようにしてやっ

ていけばよいかをご教授いただきましてこの先進んでいき

たいと思います。どうぞご出席のほど宜しくお願いします。

詳しいことは清水実行委員長からお話させていただきま

す。どうぞ宜しくお願いします。 

 

長沼ロータリークラブ 

創立 25周年実行委員長 清水 彰 様 

9 月に案内状を発送させ

ていただきましたが、式典

まで 1 ヶ月を切りました。

なるべくたくさんの人を集

めたいということで、今日

はお願いにあがりました。

11 月 27 日（日）、20

周年も行いました長沼総合保健福祉センターりふれで

午後 3 時 30 分から記念式典、祝賀会という運びにな

っております。今回の記念事業の一つとしてその前の午

後 1 時 30 分からパストガバナーの丸山先生に一般公

開講座をしていただくことになりました。お題は「健康長寿

のための 3 つの心得とカキクケコ」ということで、最近非常

に問題になっている老老介護によって共倒れしないように

ずっと健康の状態で一生を過

ごして最後はピンピンコロリとい

うことを目指す心がけをお話し

てくれるそうです。何時も非常

に軽快でユーモアに富んだト

ークが持ち味の先生です。い

ろいろな話を聞かせていただ

けると思いますので、皆さんに

は是非とも式典前の一般公

例会出席状況（2016 年 11 月 1 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（3）名 

出席率 61.90 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  3名 

2 出席者数総計  29名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 10 月 25 日） 

確定出席率（MU 含む） 69.05 ％ 
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開講座の方からご参加をお願いしたいと思っております。

また祝賀会は昨年、セントラルさんの 25 周年祝賀会が

盛り上がって非常に楽しい祝賀会だったと聞いております。

一年先輩のセントラルさんを長沼はいつも参考にやって

おりますが、今回は我々も皆さんに負けないように頑張っ

てやりたいと思っております。皆さんを楽しませるようないろ

いろな準備もしています。何よりも会員一同心よりおもて

なしで迎えたいと思っておりますので、一人でも多くのご参

加を重ねてお願い申し上げます。締め切りは今週 11月

5 日締め切りとなっておりますので、宜しくお願いします。

有難うございました。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 千歳川桜プロジェクト植樹会 

○ 日時：11月 12日（土）10：30開会 

○ 場所：グリーンベルト「清水町 親水広場」 

○ ご参加いただける方は本日例会終了までに幹事

へお知らせください。 

 長沼 RC 創立 25 周年記念式典の登録を今週 4

日（金）まで受け付けております。ご登録を宜しくお

願いします。 

 千歳ローターアクトクラブ第 14 回定例会（親睦ワイ

ン例会）のご案内 

○ 日時：11月 22日（火）19:00～21：00 

○ 場所：ゆきあかり 2F 

○ 会費：5,000円 

○ 締め切り：11月 15日（火） 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今から回覧しますが、17 日

（木）は千歳 RC との合同

親睦例会となっております。

今回は火曜日ではなく木曜

日となっておりますのでお間

違えないようお願いします。

会場も ANA クラウンプラザホテル千歳となっておりますの

で、こちらもお間違えのないようお願いします。この日はボ

ジョレーの解禁日ということですので、皆さんご予定が入っ

ているかもしれませんが、調整をお願いいたします。 

 

会報、広報委員会 委員長 山口 康弘 

来る 8 日の例会は当委員

会初の例会を開催させてい

ただきます。今回は北海道

新聞千歳支局のキャップで

あります酒井聡平さんをお

迎えして講演をいただきたい

と思っています。私達ロータリアンは日々の例会や活動に

邁進していることは承知していますが、更にその活動を市

民や関係団体に知っていただきご理解いただくことにより

新たな仲間づくりやご協力がいただけるものと思っておりま

す。過去には支局長などが多かったと思いますが、敢えて

記者のキャップ、実際の現場の方をお呼びして紙面づくり

にどう活かしながら人に伝えていくかということで、テーマは

「道新千歳支局の紙面づくり」です。何か一つでも伝える

力を皆さんのきっかけ作りになればと講演していただきま

す。是非皆様の参加をお願いしたいと思います。 

 

クラブ管理運営委員会 担当理事 菅原百合子 

クラブ管理運営委員会の皆様にはメールでご案内してお

りますが、例会終了後、委員会を例会場ではなく事務

局で行いますのでお集まりいただきたいと思います。宜しく

お願いします。 

 

 次年度理事選考について   

幹事 菅原 百合子 

クラブ細則第 3条第 1節によ

り次年度理事の立候補・推

薦を受け付けましたが、期日

までに届け出はありませんでし



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2016年 11月 1日   例会 第 17回 / 通算 第 1217回 

- 3 - 

た。次年度理事指名委員会設置と委員長の発表を関

根会長よりお願いします。 

 

会長 関根 悟 

本日、次年度理事指名委員会を設置致します。次年

度理事指名委員会内規第 3条により委員長は、尾本

眞二直前会長となります。宜しくお願い致します。 

 

次年度理事指名委員会 委員長 尾本 眞二 

指名委員会内規に則り指名委員を発表させていただき

ます。 

 

 

 

 11月誕生日祝   

☆古木 克紀 会員（11月 2日生） 

☆黒坂 幸子 会員（11月 5日生） 

☆多賀   勲 会員（11月 3日生）欠席 

☆内藤 芳雄 会員（11月 15日生）欠席 

おめでとうございます(^^)/ 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

長沼ロータリークラブ様、古

木克紀会員、大久保尚

会員、黒坂幸子会員 

皆様ご協力ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「ロータリー財団とロータリーカード」 

担当 ロータリー財団委員会 委員長 大久保 尚 

1917 年、26.5 ドルの寄付金から始まったロータリー財

団について設立の経緯、今年度は 100 周年記念であ

ること、財団がどのような活動をしているのか、寄付金額

の推移、寄付による認証制度などを説明していただきま

した。また委員長が自身のロータリーカードを持参し、利

用額の 0.3％がポリオプラスへ寄付され、カードの作り方

も簡単であることを説明し会員に利用を呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度理事指名委員会 

委員長 尾本 眞二 

委員 四方 信次 

委員 笹谷 俊尚 

委員 岩下 誠 

委員 齊藤 博司 

委員 清水 清光  

委員 手島 和枝 

本日のニコニコ BOX 合計額 8,000円 

今年度 累計額 319,000円 
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 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、11 月 8 日（火）通常例会

「卓話 道新千歳支局の紙面づくり」 

講師は北海道新聞社千歳支局キャッ

プ 酒井聡平様です。担当は会報・広

報委員会。開会点鐘 12 時 30 分、

定例会場です。 

 

 NEWS & TOPICS  

広報の在り方で意見交換 福島ＲＣがマスコミ懇

談会 

福島ロータリークラブ（RC、古俣猛会長）は27日、福

島市のホテル辰巳屋で県内マスメディアを招いたマスコミ

懇談会を開き、広報の在り方などについて会員らが意見

を交わした。 

2002（平成 14）年から定期的に開いており、今回は福

島民友新聞社の佐藤掌報道部長ら県内の新聞やテレ

ビの報道担当者と会員ら約 20人が出席した。 

古俣会長のあいさつに続き、同 RC が取り組む社会奉

仕活動などに関してメディア側の出席者と会員が意見交

換を行い、同 RC の活動をどう地域に発信するかなどを

テーマに話し合った。会員として五阿弥宏安福島民友

新聞社社長も出席した。 

 SCHEDULE  

 

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）  

8 日 
通常例会「卓話 道新千歳支局の紙面づくり」 講師/
北海道新聞社千歳支局キャップ 酒井聡平様 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

10 日 地区補助金事業 防災用等テントの贈呈式（千歳市） 

12 日 千歳川桜プロジェクト植樹会（千歳市河畔公園） 

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） 

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 ■上半期報告 

6 日 
通常夜間例会 「年次総会」 [担当/理事会(進行担
当/幹事 菅原百合子)] ※36 分例会 

13 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会(委
員長 彦坂忠人)] 

20 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(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 13 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「クラブ協議会/上半期活動報告」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

千歳 RAC 定例会「年越しわんこそば対決」 

1
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■新年交礼会 ■千歳市新
年交礼会（会長･幹事･会長エレクト･副幹事） ■千歳 RC･LC･
JC 新年交礼会（会長･幹事） 

3 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

10 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会」[担当/親睦活動
委員会(委員長 大下和志)] 

17 日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

24 日 

第 14 回理事会 PM5:00 事務局 

通常夜間例会 「未定」 [担当/国際奉仕・空港募
金箱委員会（委員長 土居栄治） 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


