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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

福田 武男 様 

RI第 2510地区 ガバナー・ノミニー・デジグネート 

次年度第７グループガバナー補佐（千歳ロータリークラブ） 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは。今

年度の例会も残す所

本日を入れて４回とな

ります。本日の例会は、

次年度の活動概要と

なります。 

スムーズに次年度に移

行できますよう気を引き締めて最後まで頑張って行こうと

思います。 

また、アカ族の古着に関しましても第７グループ初の合

同事業となります。メンバー１枚でも個々の参加お願い

申し上げます。本日の例会、宜しくお願い致します。 

 

 ビジターごあいさつ   

2019-20年度 ガバナー予定者 

次年度 第 7グループガバナー補佐 福田 武男 様 

今日は何か意図があっ

て来たわけではないので

すが、二つほどお願いが

あります。 

一つは、私達のクラブも

そうですがガバナー公式

訪問が意外と早いです。

出来ましたら次年度の活動計画、昨年度の報告書を

早めにコピーでも何でも宜しいので見せていただきたいと

思います。もう一つですが、来年の事ですから記憶が余り

ないかもしれませんが、来年第７グループ IMは 5月 26

日（土）となっていましたが、今日、電話がありまして

RYLA と重なるので、出来るだけずらして欲しいという要

望がありました。考えましたら６月２日が土曜日で多分

ロータリー行事がほとんど無いはずです。世界大会も IM

も重ならないと思います。６月２日（予定）に由仁ロー

タリークラブがホストクラブとなって主催することになってい

ます。前にも申し上げましたが由仁ロータリークラブがホス

トクラブとなって行います。昨日の今日ですのでまだ連絡

していませんが、そういう事ですので宜しくお願いいたしま

す。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 千歳市青少年育成市民会議より「千歳市青少年

非行・被害防止市民総ぐるみ運動・社会を明るくす

る運動セレモニー」のご案内 

○ 日時：平成 29年７月８日（土）13時～ 

○ 会場：北ガス文化ホール 

 長泉ロータリークラブ会報が届いていますのでご覧くだ

さい。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

先週もお話させていただきま

したが、関根会長年度最後

の例会を出席率 100％目

指していこうと思いますので、

皆様ご協力の程宜しくお願

いします。 

 

副幹事 笹谷 俊尚 

次年度理事会からのご連絡です。レターボックスに入れ

させていただきましたが、次年度クラブ活動計画書を各 

例会出席状況（2017 年 6 月 6 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（3）名 

出席率 62.97 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  28名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 5 月 30 日） 

確定出席率（MU 含む） 51.16 ％ 
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理事・各委員長にお配りしています。ご記入いただいて

提出期限が 6 月 20 日となっていますので提出にご協

力を宜しくお願いします。 

 

 誕生祝   

進行：幹事 菅原 百合子 

☆櫻井 靖浩 会員（3月 10日生れ） 

☆髙木 昌人 会員（4月 10日生れ） 

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 副委員長 髙木 昌人 

ゴルフコンペ参加のお礼、誕生祝い、胃がん検診の推奨、

岩沼訪問の報告、マラソン大会参加などたくさんの方に

ニコニコ BOX を頂戴しました。有難うございました(^^)/ 

松坂敏之会員、石川貴美子会員、櫻井靖浩会員、

四方信二会員、大久保尚会員、臼田暢会員、関根

悟会員、白木松敏会員、清水清光会員、髙木昌人

会員 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「クラブ協議会／次年度の活動概要」 

担当/次年度理事会（進行:副幹事 笹谷 俊尚） 

今日は次年度の活動概要ということで例会を組んでい

ただいております。始めに次年度会長である四方会長エ

レクトよりご挨拶並びにご説明をさせていただきます。 

 

 次年度の活動概要  

次年度会長 四方 信次 

会長方針の中で話をしましたが、会長概要という事で発

表させていただきます。 

まずは、岩沼ロータリークラブ（RC）との連携事業というこ

とで、2011 年の東日本大震災から６年が経過し、復

興の兆しが見えるが当時、私達がテレビで見た衝撃は

少しずつ薄れつつあります。2012 年から我がクラブは岩

沼 RC さんと連携を図りながら絆を深めながら岩沼市と

交流しながら事業を展開して参りました。今年度は岩沼

RC さんと語り部の会の方々を招いて、私達大人ばかり

でなく、次代を担う小中高生に東日本大震災の教訓を

もとに我がまち、我が地域、我が身を守るための自助・

共助の心構えづくりのきっかけにしたい思いで事業を行う

方向になっております。先日、松坂次年度友好クラブ委

員長を始め、関根会長、白木会員、大下会員の４名

で岩沼に訪問していただきました。来年、2018 年３月

19 日、20 日に開催する運びとなっております。その旨を

千歳市教育長にお伝えし協力していただくお願いをして

参りました。皆様方にも協力していただかなければならな

いので宜しくお願いいたします。 

続いて地区国際奉仕委員会に田口会員が返り咲きま

す。引き続き支援を続けていきたいと思います。また、ポリ

オ撲滅活動については募金活動など行うつもりでいます。 

地域清掃活動を継続して、長泉ロータリークラブ友好締

結記念碑の清掃と共に実施します。空港募金箱設置

は勿論継続いたします。管理、広報または視察を目的

本日のニコニコ BOX 合計額 32,000円 

今年度 累計額 848,000円 
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に現地開催の例会も実施いたします。会員増強に関し

ては 50 名を目指します。ニコニコ BOX においては目標

を 80 万円とします。ドリームは 100 万円です。雑誌委

員長は白木会員にお願いしております。白木会長年度

のように「ちゃんと」「千歳民報」などに掲載された記事を

抜粋していただきニコニコ BOX をいっぱいにしていきたい

と思います。11 年連続の RI 会長賞を目指します。地

区大会は 10月 14-15日に函館で開催されます。ゴル

フツアーも兼ねて開催するつもりでいますので、より多くの

皆さんの参加宜しくお願いいたします。 

また、千歳 RC さんとの合同例会ですが、11月に我がク

ラブがホストで開催される予定になっています。４月は千

歳 RCの創立 50周年がありますので、これは全員登録

で例会扱いでしたいと考えております。この後、組織、ス

ケジュールを笹谷次年度幹事から発表があると思います。 

時代の変化に対応していきたいと思います。2017-

2018 年度の RI のテーマは「変化をもたらす」です。今

年いっぱい精一杯やりますので宜しくお願いします。 

 

次年度幹事 笹谷 俊尚 

2017-2018 年度組織図から説明していきたいと思い

ます。お手元の資料をご覧ください。 

現在、実行委員会という組織は組み込まれていません。

委員の兼務を極力少なくするということでやっていますの

で、各委員会メンバーが２名という体制になっている所

が非常に多くなっています。こちらについては、協力体制

を密にして１年間乗り切っていただきたいと考えておりま

す。以上の内容を踏まえまして７月の第２例会、11 日

には委員会単位で活動内容の確認などをしていただき

打ち合わせをお願いし、その後各委員長から抱負を発

表していただくという流れに進んで参ります。どうぞ皆様宜

しくお願いいたします。 

続いて年間プログラムの説明をさせていただきます。 

── 年間プログラムを説明 

最後に予算書について現在作成中というところでござい

まして、後日、会計から理事会を経たものを報告させて

いただきます。今年度の部分を集計した形で経費の削

減と特別な事業費を除いて平常のクラブの運営予算を

考えておりますので、特に突出するようなことは無かろうと

考えております。予算の部分におきましては、私も初めて

予算書を見て会員の増強・維持が非常に重要なのだと

いうところがございますので、当然担当委員会があり、理

事会も頑張るところではありますが、皆様方の会員増強

へのご協力が将来のクラブ運営には絶対欠かせないもの

だと実感しております。それから３月のプロジェクトに関す

る事業予算がまだ正式には出ておりません。理事会で

妥当な金額を設定していただきまして、地区の補助金の

申請をさせていただいて補填出来ればと考えております。

先ほど白木会長に盛り上げていただきましたが、ニコニコ

BOX もクラブの運営予算には非常に大きくここ数年入っ

てきていると認識しています。そして最後に４月の千歳

RC 創立 50 周年記念行事への全員参加、皆さんのご

協力を仰いでいきたいと思います。 

何かご質問はございますでしょうか。 

以上を持ちまして、次年度組織図、年間プログラムの説

明を終わらせていただきます。私につきましても、当然会

長につきましてもまだ入会してからキャリアも非常に短いと

いう事で、未熟且つ皆様へのご報告等が遅れることが

多々あるかもしれませんが、皆様お気づきの点は忌憚な

く私まで申し伝えていただければと考えております。一年

間運営していきたいと思いますので皆様のご協力を宜し

くお願いいたします。 

 

 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 6月 13日（火）、通常例会「今年度の活

動報告①」です。担当は理事会。開会点鐘 12 時 30

分、定例会場。 

 

 SCHEDULE  

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

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 

第 20 回理事会 PM1:30 事務局 

27 日 
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)] 


