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 会長あいさつ    

千歳ロータリークラブ 会長 大西 信也  

皆様こんばんは。12 日は千歳川桜プロジェクトの植樹

会がありました。お忙しい中、多くの会員の皆さんに出席

していただきまして有難うございます。この日は、天気予

報が外れて暖かく晴れ間の見える植樹会日和でした。こ

れも関根会長の日頃の行いが良いからだと思っておりま

す。私が入会前の 19 年前、オブザーバーとして例会に

出席したのが千歳セントラルロータリークラブさんとの合同

例会でした。その頃は一年ごとに交代で合同例会を開

催していましたが、いつの間にかやらなくなってしまいました。

私としては寂しいと思っておりました。ここ2、3年、お互い

のクラブの新しい会員が増えておりますので、合同例会を

行いたいと思っておりました。また合同三役会もいつの日

かやらなくなってしまいましたが、今年 2月 1日に千歳セ

ントラルロータリークラブさんとの合同三役会をゆきあかり

で行いました。この時に、お互いのクラブの交流を図ろうと

いうことになりました。ということで、千歳セントラルロータリ

ークラブの皆様、ようこそお出でくださいました。ごゆっくりと

楽しんでいただきたいと思います。今日はボージョレーヌー

ヴォーの解禁日という事なので、私も提供していますが、

千歳セントラルロータリークラブさんからもワインを提供して

いただいているそうです。有難うございます。宜しくお願い

します。 

 

千歳セントラルロータリークラブ 会長 関根 悟 

皆さんこんばんは。大先輩のおられる中若輩の私がお話

をさせて頂くのは、

大変恐縮ではござ

いますが大役を頂

いておりますのでお

話をさせて頂き何

かあれば遠慮なく

叱ってください。 

先日は、桜プロジェ

クト植樹祭では、

大西会長には６

団体の先頭に立っ

て頂き無事終了す

ることが出来まし

た。 

我がクラブも補助金が無事降りまして、植樹祭時に間に

合うようにテントの寄贈をさせて頂くことが出来ました。大

西会長の陣頭指揮の下、植樹祭も無事終了することが

出来ました。 

合同例会は、以前は多く開催されていたようですが、最

近は、交流が薄くなり今野幹事よりどんぱ（同級生）な

んだから交流をもとうとご提案いただき気軽に「やあ」とい

えるクラブ間でいようとお話を頂き桜プロジェクトに発展し

感謝申し上げます。 

来年50周年を向かえると言うことですが、我がクラブは、

昨年 25 周年を迎えましたが、やはりクラブ旗の色の薄さ

をみると 50年の歴史をあらためて感じます。 

本日は、ロータリアンとしてお酒を酌み交わし 50 周年に

向けて両クラブで協力体制ができるように親交を深めた

例会出席状況（2016 年 11 月 17 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 20名 

欠席者数（内：無断欠席）  22（2）名 

出席率 47.62 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  20名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 11 月 8 日） 

確定出席率（MU 含む） 71.43 ％ 
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いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 幹事報告   

千歳ロータリークラブ 幹事 今野 良紀 

千歳セントラルロータリークラブの

皆さんようこそお出でくださいまし

た。合同例会の流れを簡単に申

し上げます。当クラブは来年創

立 50 周年を迎えます。それに

従いまして、当クラブ親睦委員の

皆さんに 50 年の歩みをまとめて

いただきました。そちらを勉強して

いただくという機会をいただきまし

た。そして千歳セントラルロータリークラブさんには DVD を

お持ちいただいています。この二本立てで例会の中で勉

強会をしたいと思います。その後楽しい懇親会を考えて

います。この限られた時間を楽しく、そして親睦を図ってい

ただきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

 11月 12日、桜プロジェクト植樹会参加のお礼 

 11 月 10 日、国際ソロプチミスト千歳 チャリティーデ

ィナーショー出席 

 

千歳セントラルロータリークラブ 幹事 菅原百合子 

本日、幹事報告は特に

ございませんので割愛さ

せていただきます。千歳

ロータリークラブの皆様、

本日は合同例会宜しく

お願いいたします。 

 

 本日の例会プログラム  

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」 

担当/ 

千歳 RC 親睦活動委員会 委員長 小畑 彰 

千歳セントラル RC 親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今回は合同例会ということで何をやろうかと考えまして、

千歳RCは来年度 50周

年を迎えるということと、最

近新入会員も増えたとい

う事で、千歳 RCの歩みと

千歳セントラルRCの歩み

を、スライドを交え振り返っ

てみたいと思います。皆さ

んご覧になってください。 

 

── 両クラブの歩みを映像とスライドで振り返り、それ

ぞれの軌跡を辿りました。 
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 乾 杯  

RI第 2510地区パストガバナー 佐藤 秀雄 様 

千歳 RC と千歳セントラル RC が合同例会を開催する

のは本当に久しぶりです。過去たくさんの各事業をそれぞ

れやっていますが、素晴らしい事業展開をしていると思い

ます。心から感謝を申し上げたいと思います。この合同

例会を是非毎年 1回ぐらいは開催を継続してもらいたい

というふうに心から思っております。それでは、乾杯をした

いと思います。 

 

── 今年のボージョレーヌーヴォーを味わいながら両ク

ラブ会員の親睦を深めました。 
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 閉会のあいさつ  

千歳セントラルロータリークラブ幹事 菅原 百合子 

本日は、私が入会して初めての合同例会となりました。

千歳ロータリークラブ親睦活動委員会の方々には、千

歳市の歴史を振り返る映像などを用意していただき誠に

有難うございました。来年の創立 50 周年に向けそれぞ

れのクラブの歴史を確認することが出来ました。今年度

はもう一回、合同例会があります。また皆様と共に和や

かな例会にしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致し

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、11月 22日（火）通常例会「卓話 ロータリー

財団月間に因んで」 講師は RI 第 2510 地区パスト

ガバナー 丸山淳士様です。担当は出席・ニコニコ箱委

員会。開会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 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）  

22 日 

第 12 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「卓話 ロータリー財団月間に因んで 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） 

2
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日 
■雪見酒例会 

7 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/未定」 [担当/理事
会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

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


