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 SAA     

本日の SAA は田口  廣

SAA 副委員長が担当で

す。 

 

 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん、こんにちは。いよい

よ今週は友好クラブ締結

20 周年記念合同例会と

なります。 

はじめて、長泉のメンバーと

お会いする会員さんも多数

いると思いますがこの機会に友好を深めて頂きこれからの

礎を築きあげて頂ければと思います。 

本日は、大下委員長中心に個々の役割を認識頂けれ

ばと思います。 

また、26 日から 27日にかけて有志により岩沼に訪問し

ようと思います。次年度の語り部の会の事業並びにこれ

からの展望を含めて調整して参りたいと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 第 7グループ合同事業「タイ アカ族支援事業」古着

提供のお願い 

お一人一枚は提供していただきたいと思います。 

○ 回収期間：5月 23日（火）～31日（水） 

○ 提供先：事務局 

○ 提供していただく古着： 

・ 男・女物の区別はなし 

・ 小学生から中学生用の一般的なサイズ 

・ 夏、春・秋物（防寒着は不要） 

・ 古着は清潔なもの 

・ 破れ、ほつれのないもの 

・ 新品でも構いません 

 長沼国際交流フェスティバル（5月 13日）に会長、高

塚さん、坂井さん、私の 4名で参加して参りました。 

フェスティバルの様子は Google ドライブ内にアップロ

ードされています。5 月 31 日まで閲覧・ダウンロード

ができるようになっております。アドレスは事務局へご

確認ください。 

 長泉ロータリークラブよりお土産をいただきました。 

1人 1 つずつお持ち帰りください。 

 千歳国際交流協会情報紙「エール」が事務局に届

いています。 

 

 誕生日祝   進行：幹事 菅原 百合子 

前回例会を欠席された方をお祝いしました。 

☆羽芝涼一 会員（5 月 10 日） 

 

 各委員会報告・連絡   

田口 廣 会員  

地区の国際奉仕の情報について私の方からご連絡しま

例会出席状況（2017 年 5 月 16 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（2）名 

出席率 60.47 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  26名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 5 月 9 日） 

確定出席率（MU 含む） 76.74 ％ 
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す。当クラブでもタイへの

支援をしていただきありが

とうございます。メールでも

案内されご存知と思いま

すが、その検証ツアーが今

週 18 日～5 日間、行わ

れます。今年度は、昨年プミポン国王が亡くなり非常にタ

イの人々が悲しみに沈んだという事で、事業が非常に遅

れたという事を聞いておりました。それでも何とかつい最近

事業が完了するという方向で検証ツアーに行くとこになり

ました。各クラブに募ったところ、どこもいなかったという事

で、結局は委員長、副委員長、一番携わったカナリヤさ

んの渡辺さん他 1名の委員会メンバー4名と出村さんの

5 名で 18 日に出発します。その報告は 6 月の地区会

報で発表します。私も誘われましたが事情がありまして

行けませんので、またその報告を楽しみにしたいと思いま

す。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

誕生日祝い、奥様のご退院などご協力有難うございまし

た(^^)/ 

羽芝涼一会員、岩室秀典会員、田口 廣会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「友好クラブ締結 20 周年記念合同例会について」 

担当/友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 

（進行:親睦活動委員会 委員長 大下 和志） 

いよいよ友好クラブ締結 20周年の記念事業まであと数

日を残すだけになりました。今日の例会では、その最終

確認を行います。まず、松坂実行委員長より例会の趣

旨等の説明をお願いします。 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

あと 4 日です。早いものであっという間に友好クラブ締結

20周年記念合同例会が始まります。5月 20日、21-

22 日も含めて皆さんには大変お世話になりますけれども

宜しくお願いします。記念例会の考え方について確認し

たいと思っております。「朋遠方より来たる、また楽しから

ずや」という言葉が論語にあります。同じ物の考え方の人

達が勉強したりそういう人たちが遠くから来ることによって、

仲良く話せることは大変良い事だという意味だと思うので

すが、まさしく長泉 RC と 20 周年を迎えて我々がそれを

迎えるという立場でございます。昨年 7 月、6 名で長泉

にお邪魔しましてどのような形で 20 周年の例会をするか

を協議させていただきました。例会でも説明しましたがも

う一度復唱しますと、今まで高塚さんのようなリーダーが

おり 20 周年をずっと引っ張ってこられました。そういうコミ

ュニケーションを持ってやってきました。これから20周年以

降はややもすると気持ちも薄れるし、友好クラブ締結して

いるのは長泉 RC だけですので、これからも長く良い関係

を保つためにはどうしたら良いかを考えると、それを引き継

いでやってくれる方がいなければなりません。そういう事で

今回、事業や植樹などは一切しません。深い友情を持と

うじゃないかという事を中心に考えています。我々はおも

てなす立場なので、我々自身が積極的に飛び込んで良

いおもてなしをするよう努力しなければならないと思ってい

ます。是非例会の時には、いつもより多めに名刺を忘れ

ないようにしてお越しいただきたいと思います。私や高塚

さんなど古い連中が皆さんを引っ張って歩きますので積

極的にお友達を増やしていったほうが良いかなと思ってお

ります。 

今まで植樹や支笏湖台風の時に復興の森にアカマツを

植えるのを手伝っていただいたり、10 周年の時に駅前に

桜を植えたり、15周年の時に長泉町に枝垂れ桜を植え

たりしてきました。今回20周年は一切そういった事をしま

せん。未来に向けて力強い友好クラブを築いていくための

礎にしようという事です。是非それを頭に置きながら皆さ

んにご協力いただけると助かります。前回例会でも申し

本日のニコニコ BOX 合計額 4,000円 

今年度 累計額 736,000円 
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上げましたが、20 日(土)の出迎えにつきましては、土曜

日ですので大変混雑しております。出迎えに○を付けて

いただいた方は結構でございます。少数で迎えに入ると

いう形に変更します。○を付けていただいた方は当日、

早めに 17 時 30 分に来ていただければよろしいのかなと

思っております。出来るだけ積極的に声を掛けながら良

い関係を築くことを希望しております。宜しくお願いします。 

 

 合同例会プログラム説明  

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

── 大下委員長から例

会当日の流れや注意事項

について資料をもとに説明し、

各会員に確認をしていただ

きました。 

 

 集合時間 17時 30分 

 写真撮影 17時 45分 

 開会点鐘 18時 00分 

 握手方法について 

 注意事項 

 各委員会の担当について 

 長泉 RCご一行の行程について 

 

 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 5月 20 日（火）、親睦夜間例会「友好ク

ラブ締結 20 周年記念合同例会」です。担当は友好ク

ラブ締結 20 周年記念実行委員会。集合時間 17 時

30 分、開会点鐘 18 時 00 分。会場はホテルグランテ

ラス千歳です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

東日本大震災 高台避難、ツバキ目印に 西宮の

ＲＣが神社参道に 20本植栽 宮城・南三陸  

東日本大震災の被災地を支援しようと、西宮ロータリー

クラブのメンバーが、宮城県南三陸町にある志津川西

宮神社の参道に、高台避難の目印となるツバキの苗を

植えた。西宮市には、全国のえびす神社の総本社の西

宮神社があるほか、阪神大震災の経験が役立たないか

と市が南三陸町に応援職員を派遣しており、ゆかりは深

い。ロータリーの森村安史会長(65)は「互いにつらい震

災を経験したが、これからも支え合っていければ」と話し、

支援と交流を続けるつもりだ。 

西宮市は、東日本大震災の発生約３カ月後から、南

三陸町に復興業務などに当たる応援職員を派遣し、現

在も３人が活動中。志津川西宮神社は、西宮神社と

同じえびす様を祭っているが、神社を護持する「別当」の

自宅が流され、西宮神社の宮司が撮影したデータを基

に古文書などを復元したつながりがある。南三陸では津

波で市街地中心部の

ほとんどが流されるなど

大きな被害を受けた

が、志津川西宮神社

は高台にあるため本

殿が被災を免れた。

再び津波が来ても高

台へ逃げれば助かる。

参道に続く道しるべを

つくろうと、地元有志

がツバキを植えており、

この活動を知ったロー

タリーのメンバーが「私

たちも阪神大震災で

多くの支援を受けた。

被災地同士で、震災の風化を防ぎ、次の世代に伝えて

いきたい」と植栽に参加することにした。 

 

 SCHEDULE  

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」 

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)] 

※集合時間/17 時 30 分 

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「空港募金箱視察」 
※定例会場で食事･簡潔なセレモニーの後、新千歳空
港国際線ターミナルに移動 
[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 

6 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)] 


