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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん、今晩は最近いつ

も話の最後に健康に気

を付けてくださいと毎回言

っていたのですが、実は自

分が酔っ払って和光さん

の横で滑って転んで指の

筋を伸ばしてしまって指が

変な方向に曲がってしまい、しばらくゴルフが出来ないと

思いインターの浜中さんに話したところ人差し指は、使わ

ないと言われたのですがダッフたら響きますので控えており

ます。皆さんも気を付けてください。 

また、本日私事ですが娘が高校に入学しまして入学式

に行ってきました。この学校で学ぼうと初心に帰る思いの

強い入学式でした。ロータリークラブも 20年、25年と年

数が経過しますとマンネリ化してくると思いますが、本日

次年度会長の会長方針がございます。初心のころの思

いを思い出し活動を見つめ直して頂ければと思います。

次年度体制のスタートも４月４日と言うことで四方さん

の四で四四の日（ししのひ）と良いスタートがきれると思い

ますので会長の思いをメンバーの皆さんに伝えて頂けれ

ばと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 第 7グループ髙木繫秀ガバナー補佐並びに長沼ロー

タリークラブより IM出席のお礼状が届いています。 

 クラブ細則改定について、レターボックスに配布されて

いたと思いますが、プログラムの最後にご説明します。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

4月 18 日（火）移動例会は合同例会となっております。

出欠表を回しますので皆

さん書き忘れのないようお

願いします。また、その日

の昼間に合同ゴルフコンペ

も計画しておりますので、

そちらも参加される方のお

名前を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 

パークゴルフ大会参加や事務所開きのお礼、お子様の

ご入学など多くの方にご協力いただきました。皆様有難う

ございました(^^)/ 

入口博美会員、大下和志会員、山口康弘会員、四

方信次会員、関根悟会員、白木松敏会員、清水清

光会員、菅原百合子会員 

 

 

例会出席状況（2017 年 4 月 4 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  13（3）名 

出席率 69.77 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  30名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 3 月 28 日） 

確定出席率（MU 含む） 100.00 ％ 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 19,000円 

今年度 累計額 653,000円 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 
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 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「クラブ協議会/次年度会長方針」 

担当/会長エレクト 四方 信次 

これから会長方針を発表させていただきますが、意外とあ

がり症で打たれ弱いので皆さん優しく聞いていただければ

と思います。 

2013年 10月に入会させて頂いて 5期目で重大な役

目を仰せ使い、大変光栄極まりない限りである反面、不

安と硬直しそうなくらいの緊張感があります。経験、認識、

理解がまだまだ不十分な私であります。ロータリーの 100

年を越す歴史や伝統、クラブの 27年の歴史、伝統、品

格を皆さんから更に教わりながら、歴史、伝統の上積み、

品格の向上を目指します。特定の会員さんだけが10歩

進むのでなく、各自が 1 歩ずつ、全員で 50 歩進めるよ

うなクラブになればと願います。1人だけ突拍子もないこと

をしないクラブにしたいと思います。次年度の RI 会長賞

の基準の中に女性会員、40 歳未満の会員の増強とあ

ります。次年度の RI のテーマは＜変化をもたらす＞です。

先程述べた女性会員、40 歳未満の会員増強は正しく、

女性特有のきめの細かさや温かさがクラブの活動を繊細

にまた穏やかにしてくれています。また若者の加入は熟練

ぞろいの皆さんにご教授頂きながら先陣を切る切り込み

隊長的な役割を担います。それぞれの本職の合間に奉

仕活動。これが本来の価値ではないでしょうか。皆さんの

お話や行動を拝見していつも感心していて、大した経験

も実績もない私が会長なんてとても不安ではありますが、

ここで逃げ出す訳にはいかないのは勿論十二分に承知

しております。今迄の乏しいですが、私の経験を生かし皆

さんに支援して頂きながら頑張る所存であります。 

 

方針①「笑顔が絶えない例会、事業を目指します」 

本業の最中参加する活動ですから、皆さんのレベルの高

い能力、経験、人脈を引き出せるような内容であれば、

充実していて魅力のある活動になると信じます。活動の

基本は例会であると思います。若いメンバーと熟練の会

員の皆さんの経験や知識の融合が楽しく温まる例会を

形作るものだと思います。その楽しく魅力のある例会の延

長上に会員増強と会員維持があると思います。より高い

例会出席率を目指しますが、仕事等の都合で出席率

が低い会員さんでも何とか時間を作って参加したくなるよ

うな例会であり、事業にして行きたく思いますし、どこであ

ってもやあと言えるような友の輪を更に築きたいと願いま

す。 

 

方針②「我らの生業、向上奉仕 ５つの奉仕活動」 

クラブ奉仕はクラブ内で会員が取るべき行動に関わるも

のとあります。会場監督である SAA を始め、更に結束を

高める為の親睦委員会、雰囲気を和やかにしてくれるニ

コニコ出席委員会、新会員にロータリーの仕来りや歴史

を教えて下さる、また紳士に向上するのに重要な新会員

研修細則委員会、事業運営に欠かせないプログラム委

員会、例会などを振り返るのに大事な広報委員会、雑

誌委員会はロータリーの友の検証、また新聞やちゃんと

などに会員が取り上げられた事柄を発表することによって、

みなさんの普段の生業を認識し、見習い、刺激を受け

お互いの奉仕を向上させる効果があると考えます。更に

楽しくニコニコ箱を増やす為の要因になればと願います。

IT が進化する時代に ICT は欠かせません。会員増強

維持は言うまでもないクラブを継続運営する為に最も重

要と思います。会員増強50名を目指します。主に清掃

活動を行っている社会奉仕活動、世界に多くの人材を

排出している米山記念奨学委員会、国際理解、親善、

平和を推進する為の国際奉仕、空港募金箱委員会、

青少年を健全に育成する為の大事な役割は青少年奉

仕委員会、ポリオ撲滅を始め、世界の人々の健康状態

を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済する為の

ロータリー財団、事業及び専門職務の道徳的水準を高

める為の職業奉仕、長泉クラブ始め他クラブとの絆を深

める為の友好クラブ、そしてクラブ内を楽しましてくれるゴ

ルフ同好会、それぞれが大事な役割です。皆さん宜しく

お願いします。 

 

方針③「やまもと語りべの会を招く事業」 

昨年５月 20 日に岩沼市千年希望の丘植樹祭に参

加させて頂いた流れで、やまもと語りべの会の方のお話を

聞くことが出来ました。震災の記憶を次世代につなぐ為

に、家族がいることに有り難さを感じ取って貰う為に、また

親子での語り合いのきっかけになればとの想いで、やまも

と語りべの会の方々を呼んでの事業を行いたいと思って

います。関根年度が他クラブとの連携を築いてくれた流

れを活用させて頂き、出来るだけ多くの団体さんの協力

も仰ぎながら子どもも含めてより多くの千歳市民の方々

に集まって頂き、脳裏に刻まれるなど、多大な影響力を
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求めて取り組みたいと考えています。 

 

── 「やまもと語り部の会」について、笹谷俊尚次年

度幹事がスライドを使って紹介されました。 

 

方針④「品格の向上」 

無断欠席をなくしたく思います。当然本職が一番大事

なので欠席は致し方ないと思っていますが、せめて直前

でも連絡する習慣を徹底したいと思います。貧困を救済

しているロータリーがむやみに食料をゴミにする行為は如

何なもんかと思います。直前でも連絡出来ない時もある

かも知れません。その時は後でも構わないので連絡をし

て頂く習慣を身に付けたいと思います。 

 

とにかく私に与えられた貴重な 1 年。私の人生にとっても

歴史に残る大きな 1 ページです。人として、ロータリアンと

して更なる飛躍の 1 年に出来るよう精一杯頑張って参

ります。皆さんどうぞ宜しくお願い致します。御清聴ありが

とうございました。 

 

 クラブ細則改定について  

幹事 菅原 百合子 

本日、細則検討委員会の彦坂委員長が欠席のため、

私が連絡させていただきます。皆様のレターボックスに千

歳セントラルロータリークラブ細則（改定案）が入ってい

たと思います。3 年ごとに規定審議会が開かれ、これに

基づいて推奨ロータリークラブ細則が送られてきます。こ

れに基づいてクラブ細則を検討してくださいということで、

改定案を作り彦坂委員長から理事会に提案され承認

を得ております。会員の皆様に次回例会(11 日)時に

採決し定足数の 3分の 2を超える賛成があれば改正し

たいと思っております。細則の内容ですが、赤字が改正

部分、青字が改正内容になっています。1 週間ございま

すので良く読んでいただいて、質問・異議などございました

ら私か事務局に言っていただけたら理事会で検討したい

と思います。この時点で何かご質問はありますでしょうか。

何かありましたら、私か事務局まで言ってください。宜しく

お願いします。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 4 月 11日（火）、通常例会「卓話 千歳

市休日夜間急病センターについて」です。講師に千歳市

保健福祉部救急医療課（休日夜間急病センター） 

課長 島津一久様をお招きします。担当は友好クラブ

委員会。開会点鐘 12時 30分。定例会場です。 

 

 

 SCHEDULE  

 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

11 日 
通常例会「卓話 千歳市休日夜間急病センターについ
て」講師:千歳市保健福祉部救急医療課長 島津一久様 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 

千歳 RC 合同ゴルフコンペ 会場:シャムロックカントリー
俱楽部 [担当/ゴルフ同好会 会長 彦坂忠人] 

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 」 
食事/11:30～12:00 千歳エアポートホテル 1F うみや 
集合/12:00 千歳エアポートホテル前 
[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)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


