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 SAA   SAA 大下 和志 

今年度 SAA は大下委員長

です。一年間宜しくお願いしま

す。 

 

 

 

 WELCOME   副会長 井上 英幸 

福田 武男 様 RI第 2510地区 ガバナーノミニー 

  第 7 グループ ガバナー補佐 

村田 研一 様 千歳ロータリークラブ 

  (2019-2020 年度 地区代表幹予定者) 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

みなさんこんにちは。27 代会長を務めさせて頂きます。1

年間宜しくお願い申し上げます。 

自分にとって初点鐘で大変緊張しました。そのうち慣れ

ると思いますので宜しくお願い致します。 

 

 ビジターご挨拶   

RI第 2510地区 第 7グループ ガバナー補佐 

福田 武男 様 

今年度（國立年度）第 7グループのガバナー補佐を担当

します福田武男です。千歳ロータリークラブ所属で歯科

医です。宜しくお願いします。今日言わなければならない

のは、持ってきたポスターです。事務局におきました。この

ポスターは群馬県の田中ガバナーが中心になってガバナ

ー会で発案してロータリーの広報に良いだろうという事で

作ったそうです。100 万円近くかかったとは思いますが、

國立さん達も集まってそれを作って、今年度の最初の活

動としてそれを配布す

るという事です。見た

らわかりますが、結構

大きくてどうしようという

大きさでそれが 3枚あ

ります。要望としては、

各会員企業の方々に

お客さんの目に触れる所に貼って欲しい。中々難しい事

ですが、是非それなりに宜しくお願いします。他にチャット

の事などいろいろありますが、今日は第 1 例会にご挨拶

という事でお邪魔かとは思いましたが、急遽出席させてい

ただきました。今週木曜日に第 1 回目の会長・幹事会

がありますので、そこで詳しく連絡したいと思いますので宜

しくお願いします。村田さんは、今日本当は来る予定で

はありませんでしたが、無理矢理引っ張って来ましてメー

キャップ料も私が払いました。（笑）実はもう半年後には

地区代表幹事として会議にも出ます。札幌の小山ガバ

ナーエレクトの久保田さんも年度初めから動いていました

のでそう考えると動かなければいけないなと無理矢理来

てもらいました。私達の年度の代表幹事は武石さんと村

田さんの二人ですが、実質、動かれるのは彼ですので難

しい仕事は全部お任せしようと思っています。第 1 例会

に来て一言言ってくれるとやりやすくなるという事ですので

例会出席状況（2017 年 7 月 4 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 29名 

欠席者数（内：無断欠席）  14（3）名 

出席率 67.44 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

2 出席者数総計  29名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 6 月 27 日） 

確定出席率（MU 含む） 100.00 ％ 
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宜しくお願いします。 

 

千歳ロータリークラブ 村田 研一 様 

ガバナーというのは 20 年に一度あるかないかというくらい

です。前は佐藤秀雄ガバナー、福田先生で 2 回目とい

う事で、その後はまた 20 年か 30 年後ではないかという

気がしています。千歳市内で同じロータリークラブとしてご

活躍されておりますので、何かと皆様にはお願いやご協

力の程お願いすると思いますが、その節は宜しくお願い致

します。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 7月ガバナー月信（回覧） 

 役員就任のご挨拶状 

○ 千歳ライオンズクラブ 

○ 千歳中央ライオンズクラブ 

○ 北広島ロータリークラブ 

○ 長沼ロータリークラブ 

 RI第 2510地区 地区大会のご案内 

【第 1日目】 

○ 期日：10月 14日（土） 

○ 会場：五島軒本店 

会長・幹事会、地区指導者育成セミナー、RI 会

長代理歓迎晩餐会 

【第 2日目】 

○ 期日：10月 15日（日） 

○ 会場：函館市民会館（懇親会）函館アリーナ 

式典・本会議、記念講演会、懇親会 

○ 記念講演講師：元 RI 理事・裏千家大宗匠 千 玄室 様 

遠方になりますのでこの後、理事会で参加者を募り

計画を詰めさらにご案内していくことになります。ホテル

（10月 13-14日）の仮押さえまではしています。取りま

とめは 8 月 5 日締め切りとなります。すぐに参加のご

希望を取ることになると思いますので、奮ってご参加い

ただければと思います。登録料は 15,000 円となって

おります。 

 事務局休業のお知らせ 

7月 7日（金）休業 

 

 各委員会連絡・報告   

会計 髙木 昌人 

皆さんのお手元に会費納入のご案内があるかと思います。

期日は今月中となっておりますので、納入を宜しくお願い

申し上げます。各テーブルに２部ずつ 2017-2018 年

度予算書を配布させていただいております。例年通りとい

う事で予算建てさせていただいております。今年度ならで

はという部分では、事業費という部分で詳細は今後理

事会を経てご案内させていただく事になると思いますが、

30 万円を計上させていただいています。IM の登録料も

全員登録という事でなっていますが、これは下半期会費

納入の際に徴収させていただく事になると思います。更に

は、来春４月に予定されている千歳 RC 様の 50 周年

も恐らく全員登録という

事になります。これも下

半期の時に皆様にご案

内し徴収させていただく

ことになると思います。ニ

コニコ BOX の目標額

は、前回例会で 100

万円を超えるという喜ばしい結果がありましたが、これも

例年通り 80万円を目標額に設定して臨んで参りたいと

思います。他詳細等ご覧になっていただき、例会中ある

いはいつでも私の方にご質問等していただけたらと思いま

すので宜しくお願いします。 

 

直前会長 関根 悟 

昨年度やり残した事で今、会員手帳を作成が進んでお

ります。校正段階まできておりまして、写真を撮り直した

いという方どれぐらいいるか、今いる中で手を挙げていただ

きたいと思います。20 年前ぐらいの写真の方もいらっしゃ

います（笑）。手を挙げていただいた方を取り直し、後

の方は前回の写真を使うという事で進めさせていただきま

す。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

今年度目標額80万円とな

っております。皆様ご協力宜

しくお願いします。 

千歳 RC 福田武男様、村

田研一様よりニコニコ BOX

を頂戴しました。新年度スタ

ートにあたり大勢の方にご協力いただき有難うございまし

た。岩下 誠会員、菅原百合子会員、石川貴美子会

員、大下和志会員、関根悟会員、井上英幸会員、笹

谷俊尚会員、髙木昌人会員、羽生有三会員、臼田 

暢会員 

本日のニコニコ BOX 合計額 47,000円 

今年度 累計額 47,000円 
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 本日の例会プログラム  

通常例会 

「クラブ協議会/各理事の活動計画」 

担当/理事会（進行:幹事 笹谷 俊尚） 

本日は各理事の活動方針の発表となっております。尚、

所用により彦坂副幹事が欠席となっておりますので次週

発表されるという事で調整しておりますのでご了承いただ

きますようお願いします。 

 

副会長 井上 英幸 

最近の当クラブの流れとなっていますが、ロータリー歴の

浅い少ない会員さんが会長就任するという流れになって

おりまして、先だって最終例会で羽生会員からもお話が

ありました通り、早く会長をやっていただいて早くロータリー

を覚えてもらう。そういう流れを作っているというお話があり

ました。サポートをしっかり副会長として、していかなけれ

ばいけないと思っております。併せて本日お見えになって

おります福田ガバナー補佐とは佐藤パストガバナーの時

に一緒に地区幹事をやった仲間でございます。そういう方

が四方会長年度でガバナー補佐に就任され、次年度は

ガバナーという大役を千

歳ロータリークラブで受

けていただける話になっ

ていますので、併せて千

歳ロータリークラブに対

しても千歳セントラルロ

ータリークラブとしてバッ

クアップ体制をしっかり取っていかなければいけないと思っ

ています。今年、来年に向けて四方会長を支えながら、

また千歳ロータリークラブを支えながらというような活動の

2年間になっていくのではないかと感じております。3回目

もしかしたら 4回目の副会長です。頑張ってサポートして

いきたいと思います。 

 

会計 髙木 昌人 

先ほど委員会報告で先に職務をスタートさせていただき

ました。活動方針を求められ既に提出しましたが、そのも

のを今日は持ってこなかったので思い出して申し上げます。

定款を調べさせていただいて会計の役割は、クラブの財

産及び会計状況を

常に把握し、理事会

毎で理事に説明を求

められたらしっかり説

明できるように、ある

いはメンバーから求め

られたしっかり説明で

きるようにすると書かれていたと思います。常に会計状況

をしっかり把握し責任を全うしていきたいと思います。 

そういった意味では、僕の個人的な思いがどうこうという

訳ではなく淡々と状況を把握することなのではと思います。

会員の皆様から貴重な会費を集めさせていただく以上は

それがクラブの為、しいては千歳の為さらには世界の為に

しっかり効果的に使われて使い道を考えるのは会員総

意のもと理事会で進められているとは思いますが、それが

しっかりと成されている事をやや側面からジャッジししっかり

と認識していきたいと思います。 

不勉強ながら今回会費をどう振り分けるか無駄のないよ

うにと考えた場合、無駄がある場合はどういうことかとうと、

無断欠席が生じた場合、その日の食事代が効果的に

消費されないと感じました。昨年度無断欠席を計算して

みました。1年間で 46回の例会があり 88回無断欠席

がございました。1 例会につき約 2 名あるかないかという

所です。無断欠席は仕事をしている以上、やむを得ない

場合があると思います。通常例会は 1,620 円かかりま

す。親睦の場合は3,564円、移動親睦や新年交礼会、

クリスマスになると 5,000円という事になります。それを計

算していくとなんと 16万3856円という数字がでました。

これはお一人の会費と似たような額になります。出来る

事でしたら、月曜日の正午までに欠席の旨を伝えてくだ

さいと案内されると思いますが、月曜午前中のうちに明

日の例会に出られるか今一度確認した上で、欠席をさ

れる場合は、止むを得ずしっかりとしたご案内をしていた

だければ更に他にクラブのお金を使えるのではと考えた次

第です。生意気を言って申し訳ありません。一年間宜し

くお願いいたします。 

 

会長エレクト 菅原 百合子 

会長エレクトとしては、次年度会長としての心構えを持ち、

積極的にセミナーや例会に参加してロータリーの知識等

勉強していきたいと思います。四方会長年度に関わりな

がらの 1 年間を、次年

度どのような会長方針

に持っていくかという事を

思いながら過ごしていき

たいと思います。一年と

言っても半年たつと次

年度の活動が始まりま

すので実際には半年間ですが、何か自分に足りないのは

何だろうか、何をしたらよいだろうといういろんな事を皆さ

んに教えていただきながら頑張っていきたいと思います。 

そして、会員の皆様と楽しくコミュニケーションをとりながら

1 年間ロータリー活動を頑張ります。宜しくお願いします。 

 

直前会長 関根 悟 

7 月 1 日よりはしっかりと気持ちを入れ替えて直前会長

という立場をいただきました。有難うございます。また直前
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会長、奉仕プロジェクト理事、ローターアクト委員として 3

つの草鞋を履くことになりました。臼田さんに関しては私の

年度で入会された大切なメンバーでございます。また全く

サポートもせず放置し

ていたのが現状ですか

ら、今年はしつこいぐら

いくっついて、ローターア

クトについても高塚先

輩に教えてもらいながら

サポートしていきたいと

思っております。火曜日の夜は勉強会を開きたいと思い

ます。また昨年経験させていただいた事をやり残したこと

を含めましてクラブ全体をサポートしていきたいと思います

ので今年も宜しくお願いします。 

 

 

幹事 笹谷 俊尚 

四方会長方針の達成に向かって補佐し、クラブ管理委

員会の皆様の活動をバックアップして行きたいと考えてい

ます。会長を中心に楽しい１年間になりますよう、皆さん

のご協力をお願いします。 

例会では、会場監督以外に固定化している会員の席を

時には変更することも

検討頂きたいと思いま

す。 

ニコニコボックスは、会

長が設定した目標に

向かい楽しく寄付を募

って行くこと。親睦活動

委員会の担当する親睦夜間例会は、参加者に楽しん

で頂ける例会にしましょう。出席に関しては欠席者のフォ

ローなどを行い、100％出席の例会も出来るといいと思

います。 

メイクアップ情報なども随時会員に周知したいと思います。 

本当に力不足の私ですが、ご指導ご鞭撻の程、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 

次回例会は 7 月 11 日（火）、通常例会「クラブ協議

会/各担当委員会の活動方針」です。担当は理事会。

開会点鐘 12時 30分。定例会場です。 

 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

ミャンマー児童へ 湖西から文房具 浜名湖ＲＣ 

湖西市と浜松市北区の会員でつくる浜名湖ロータリーク

ラブ（柴田浩会長）が、湖西市の小中学生から募った文

房具をミャンマーの小学校に持参し、寄贈する活動を続

けている。2015 年にクラブ創立 30 周年事業として新

校舎を寄贈し、その後も年１回訪問。交流は３年目を

迎えた。 

支援しているのはミャンマーの旧首都ヤンゴン郊外のチャ

イタレー村立小。同国は東南アジア最貧国の一つとされ、

恵まれない教育環境の向上を後押ししようと活動を始

めた。かつての校舎は老朽化に加えて手狭で、児童約 

200 人の一部は隣村の学校まで通わざるを得なかった。

文房具は足りず、校舎は電気が不通。そんな窮状をミャ

ンマーに仕事で往来していた会員が知った縁で、同クラ

ブは２万ドル余りを投じて新校舎を建てた。 

クラブの前国際奉仕委員長佐原功一郎さん（69）は

「村の子どもたちはとて

も明るく元気で識字率

も高い。一方で文房具

や本が少なく、何とか

支援したいと思った」と

話す。湖西市教委を

通じ、全 11小中学校

の子どもたちに鉛筆、消しゴム、ペン、ノートなどを募った。

15年は約 400キロ、16年は約 130キロ、17年は約

250 キロの学用品が寄せられた。会員は毎年、経費抑

制のため１人１箱ずつ段ボールを抱え、同国まで渡航

する。 

今年は 5 月 25 日、会員 15 人で訪問し、パソコン１

台と 500 ドル分の図書なども贈った。同校は夏休み中

ながら、児童や教員、保護者らが熱烈な歓迎会を開い

てくれたという。 

佐原さんは「私たちの方が逆に元気をもらっている感じ」

と振り返る。クラブは来年も活動を続ける方針。 

 

すがすがしい着心地 鳥大留学生が浴衣体験 

外国人留学生を対象にした浴衣着付け教室が７日、

鳥取市湖山町西１丁目の湖山西公民館であった。鳥

取大に通う４カ国・地域の 17 人が参加し、日本文化

に触れた。 

国際交流を深めようと、鳥取中央ロータリークラブが七夕

に合わせて企画。婚礼衣装を取り扱う美容室のスタッフ

らが指導した。参加者は慣れない手つきで苦戦しながら

帯を結んだり、襟を正した。バラやアジサイなどが描かれ

た浴衣を約 30分かけて

身に着け、写真撮影や

盆踊りを楽しんだ。 

中国から留学している鄭

方園（ていほうえん）さん

（30）は「着こなしのバラ

ンスの取り方が難しかっ
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たが、着心地はとてもすがすがしい」と喜んでいた。 

 

あなたの力を少しお貸し下さい 

─ 夢を語り合い楽しい一年に ─ 

国際ロータリー第２５１０地区 

２０１７～２０１８年度ガバナー 

國立 金助（函館ＲＣ） 

『地区・数値目標』、 

1. 会員増強の推進  純増 3％ 

2. 情報の共有 マイロータリーへの登録 

3. 環境保護の取り組み 120万本の植樹（会員数 120

万人×1 本） 

4. ロータリー財団寄付５％増を目指し取り組む 

『地区・推進目標』 

1. 世界ポリオデーの支援  

あと少しで我々ロータリアンは「ポリオ撲滅達成」という

歴史的瞬間に立ち会おうとしています。 

2. 地区委員会と各クラブの連携強化 

地区委員会には、クラブ支援をする大切な役割があ

ります。地区への相談窓口「クラブ管理運営委員会」

を設置。 

3. 取り戻そう「ロータリーの心」  

そして伝えよう「次世代を担う青少年へ」。 

ロータリーの「人の役に立とう」と言うサービス精神は、

112年経った今も健在です。 

  

─ 北海道は夢の大地：次世代を担う青少年・若者に   

伝えよう「ロータリーの心」与えよう「活動の場」 ─ 

 

私達の先人達が、汗と血の出るようなご苦労を重ねてで

も開拓し続けてこれたのは、この大地に大きな夢があった

からだと思います。先人達はそれぞれの夢を叶えるため、

一生懸命に開拓し、作り上げて来た「夢の大地」です。

惜しみなく道外・外国からも多くの人材を受け入れ、学

びながら次世代を担う若者を教育し、活動の場を与えて

来たからだと思います。その先人達が苦労された結果、

北海道は今も夢の大地で有り続けております。 

今こそ、112 年続いているロータリーの心（人の為につくす

喜び）を次世代の青少年・若者へ伝えるべきと思います。 

会員皆様の日々の活躍を心より期待申し上げると共に

よりよい地域・日本そして世界平和の為、皆さんの力を

おかし下さい。 

（RI 第 2510 地区ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

 

 

7 
月 

■会員増強セミナー（地区）■ガバナー公式訪問 

11 日 

通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の活動方
針」 [担当/理事会(進行担当/幹事 笹谷俊尚)] 
※各担当委員会の活動の確認・打合せ(テーブルミー
ティング)を実施、その後各担当委員長から抱負を発
表 

千歳ローターアクトクラブ第 1 回定例会 

18 日 
親睦夜間例会 「ザ・テラス] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 

25 日 

会長、幹事、会長エレクト懇談会 午前 10 時 

理事懇談会 午前 11 時 

会員集合時間 正午 12 時 
通常例会「ガバナー公式訪問」 
[担当/SAA(委員長 大下和志)]  

8 
月 

会員増強・新クラブ結成推進月間 ■千歳ローターアクトクラブ
「市民盆踊り大会出店事業」支援 

1 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/各委員会の活動詳
細」 [担当/理事会(進行担当/会計 髙木昌人)] 
※例会終了後、新会員研修会 

8 日 
通常例会「未定」 [担当/会員増強･維持委員会(委
員長 山口康弘)] 

15 日 休会（定款第 8 条第 1 節:祝日に準じる/お盆休み） 

22 日 
親睦夜間例会 「納涼例会 in ハウベ] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

29 日 通常例会「未定」 [担当/理事会] 

9 
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会 

5 日 
通常夜間例会「卓話:わがまち千歳、新千歳空港民
営化 講師:千葉英二様 千歳市企画部 部長」 
[担当/社会奉仕委員会(担当/委員長 武田伸也)] 

12 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 臼田暢)] 

19 日 
親睦夜間例会 「未定] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■世
界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手続き 

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 
[担当/理事会] 

※次年度理事 立候補・推薦の手続き 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 田口廣)] 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフ・観光ツアー（案） 

17 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

24 日 
移動例会「清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 


