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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんわ、本日はハウベでの移動例会です。 

親睦がメインとなりますので皆さん飲んで食べて親睦を図

って頂ければと思います。 

例会後清水町に出て街に貢献頂ければと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 第 7 グループ IMのご案内 

○ 期日：平成 29年 3月 26日(日） 

○ 会場：長沼町総合保健福祉センターりふれ（長

沼町南町 2丁目 3－1） 

○ 日程： 

11:00 バス利用者 ホテルグランテラス千歳集合 

JR千歳駅裏経由 

12:30 受付・登録 

13:00 開会点鐘 

13:30～14:30 講演 

15:30～17:00 懇親会 

○ 費用：バス 1,300円、昼食弁当 700円 

千歳駅からバスを利用される方は、幹事までお知

らせください。 

 

 各委員会連絡・報告   

ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

北海道第 2510 地区ローターアクトのバナーが出来まし

たので皆さんでご覧ください。28 日にローターアクトのボウ

リング大会があります。翌日パ

ークゴルフ大会もやりますが私

のような足の悪い人も参加しよ

うとしておりますので皆さん協力

をお願いします。 

 

 本日の例会プログラム  

移動親睦夜間例会 

「親睦の夕べ in キリンビアレストラン ハウベ」 

担当/親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

会場をご提供いただきました古木会員より乾杯のご発

声をお願いします。 

 

 乾杯のあいさつ  

古木 克紀 会員 

本日は、キリンビアレストラン ハウベをご利用いただき誠

にありがとうございます。皆さんのご健勝とご多幸を心より

祈念し乾杯いたします。ご唱和をお願いします。乾杯！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会出席状況（2017 年 3 月 21 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 31名 

欠席者数（内：無断欠席）  12（0）名 

出席率 72.09 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  31名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 3 月 14 日） 

確定出席率（MU 含む） 60.47 ％ 
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 誕生日祝  

☆齊藤 妙子 会員（3月 17日生れ） 

☆櫻井 靖浩 会員（3月 10日生れ）欠席 

 

関根会長から素

敵なプレゼント贈

呈です！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 委員長 岩室 秀典 

久しぶりの出席！持ち馬が勝ちました！シンガポールに

行って来ました！念願の千歳市民になりました！ボウリ

ング大会参加します！などほろ酔いの皆様からニコニコ

BOX を頂戴しました。ご協力有難うございました(^^)/ 

小松義徳会員、岩室秀典会員、今井章夫会員、羽

芝涼一会員、臼田 暢会員、月俣美子会員、高塚信

和会員 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 20,000円 

今年度 累計額 623,000円 

齊藤妙子会員（左）と関根会長 
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 中締め  

臼田 暢 会員 

先ほどお話しましたけれども、千歳市民になれて大変嬉

しく思っております。今後とも千歳市民として恥ずかしくな

いように頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。千

歳セントラルロータリークラブに入会してもう少しで 1 年に

なります。大変楽しく、皆様方に可愛がっていただいて週

に 2～3回は楽しんでおります。今後とも皆様方宜しくお

願いいたします。こうやって親睦会は凄く楽しくて、出席

率が良いということで、今回関根会長から言われました。

出席するのは本当に楽しいです。他のクラブと違った味と

いうものがありますので今後とも頑張りたいと思いますので

宜しくお願いします。皆様方の今後のご発展ご健勝を祝

しまして乾杯！有難うございました。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 3 月 28日（火）、通常例会「卓話 感動

創造の理念経営」です。講師は、㈱メモリアルむらもと 

代表取締役 村本隆雄様です。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。 

 

 NEWS & TOPICS  

青森 5 ロータリークラブが雪室リンゴで熊本激励 

青森ロータリークラブなど青

森市内五つのロータリーク

ラブは 19日、熊本地震の

被災者を元気づけようと、

市内に作った雪室の中で

1月中旬から貯蔵してきた

リンゴの掘り出し作業を行

った。21 箱（計約 1500 個）

の県産リンゴは、熊本県

益城町木山地区の仮設

住宅で配られるという。 

 

 SCHEDULE  

3
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日 ■会長エレクト研修
セミナー(地区) ■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区) 

26 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28 日 

第 17 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「卓話/感動創造の理念経営 講師/㈱メモリ
アルむらもと 代表取締役 村本隆雄様」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC 定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

10 日 
春の交通安全運動セーフティコール 
集合/PM3:00 北ガス文化ホール駐車場 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
通常夜間例会 「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)] 

13 日 第 25 回長沼国際交流フェスティバル（長沼 RC） 

16 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 「友好クラブ締結 20 周年記念合同
例会」 
[担当/友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会（委員長 松坂敏之)] 

23 日 例会日を 5 月 20 日(土)に変更 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

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

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 
通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 


