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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

 

 会長あいさつ   会長  四方 信次 

こんばんは。今日はこの後に楽しい催しがございますので、

この例会はサクサクと早め

の進行でお願いしたいと思

います。本日は千歳ロータ

リークラブから瀧澤会長を

はじめ３人の役員さんの

皆様にお越し頂いておりま

す。先日、千歳ロータリークラブの例会に井上副会長、

笹谷幹事と３人で伺いました。和気藹々とした雰囲気

で、むしろうるさいくらい賑やかでした。ただ、開会点鐘直

前にはピタッと整然となり例会は始まりました。その１回

目の例会で７人もの入会式。１人くらいこちらに回して

欲しいと切に思いました。 

また、先週は蒸し暑い日々が続きましたが、その後大雨。

先週の土曜日は晴天の中、千歳民報の花火大会が盛

大に行われました。冗談ですが、この花火が大雨を降ら

したかのように思います。 

今期最初の親睦例会です。今宵は大いに盛り上げて頂

きたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

 

 ビジターご挨拶   

千歳ロータリークラブ 会長  瀧澤 順久 様 

今年度千歳ロータリークラブ会長を務めさせていただきま

す山三ふじや 瀧澤でございます。どうぞ宜しくお願い致し

ます。私の今年度の目標は「あなたの愛を 地域へ 世

界へ そして未来へ」。時空を超えているような大げさな

会長方針になりましたがご了承いただきたいと思います。

この方針は、この千歳の地に自分なりに合っているので

はないかと自画自賛しているところでございます。お恥ず

かしい話で本当に申し訳ありません。こういうお話が出来

るのも、私は、1 年半前は千歳ロータリークラブでゴルフと

夜間例会に時々参加させていただいており、あまりロータ

リーの事は熟知しておりません。1 年半前にそろそろロー

タリーの会長をと言われ、

ロータリーの事を一生懸

命ガバナー月信あるいは

ロータリーの友、そしてホ

ームページを拝見させて

いただきました。どれもあ

る程度ロータリーの活動は一生懸命おやりになられてい

るのですが、何か唯我独尊で地域の皆さんと段々離れ

ていっているようなそんな思いをしました。その中できらりと

光ったのはこのセントラルロータリークラブさんが素晴らしい

行動そして実践をされているという事に私は気が付きまし

た。この最たるものは RI 会長の 10 年連続受賞ではな

いかと思います。これは素晴らしい事だと思います。一ロ

ータリアンとして 10 年間、RI 会長の思いを毎年遂げる

という事は、私は経済界に身を置き経済界のトップが会

社の基本を存続していくのに社員あるいは部署が社長

の思いを一年間立派に満足していくような行動をとるの

が RI会長賞だと思います。私共、今年度は微力ではご

ざいますが皆さんの後を付いていきたいと思います。たま

たま今年度、私共は 50 周年という事でございます。福

田ガバナーノミニーの排出年度でございます。セントラルロ

ータリークラブさんのお力をお借りしなければこれは上手く

いかないと思っておりますので、これからもどうぞ私共の事

業にご理解ご助言をいただきますよう宜しくお願いを申し

上げまして私の会長のご挨拶とさせていただきます。本日

例会出席状況（2017 年 7 月 18 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 35名 

欠席者数（内：無断欠席）  8（0）名 

出席率 81.40 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  7名 

2 出席者数総計  42名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 7 月 11 日） 

確定出席率（MU 含む） 72.09 ％ 

 

 

 

 

 

瀧澤 順久  様 千歳ロータリークラブ  会長 

大澤 雅松 様 〃 副会長 

喜多 康裕 様 〃 幹事 
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は貴重な時間をいただきまして有難うございました。 

 

 幹事報告  幹事  笹谷 俊尚 

 北海道盲導犬協会より広報誌「北の盲導犬だより」

が届いております。 

事務局でご覧ください。 

 第 5回ちとせ川ビール祭りチケット（7 月 27-29 日）を

本日販売させていただきます。ご協力をお願いします。 

 

 各委員会連絡・報告   

雑誌委員会 委員長  白木 松敏 

皆様のお手元に配布しました。私共四方会長のメッセー

ジが 7月 14日掲載のちゃん

とに載っておりました。年間の

おおまかな行事や過去の行

事、会員を随時募集してい

ますという事です。 

 

 7月誕生日祝   

進行：幹事  笹谷 俊尚 

四方会長よりご本人の似顔絵が描かれた色紙が贈られ

ました。似顔絵は四方栄子会長夫人が描かれました。

皆様おめでとうございます！ 

☆松坂敏之 会員（7月 12日生） 

☆羽生有三 会員（7月 25日生） 

☆白木松敏 会員（7月 18日生） 

☆尾本眞二 会員（7月 26日生） 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長  岩下 誠 

千歳 RC 瀧澤順久様、喜多康裕様よりニコニコ BOX

を頂戴しました。7 月誕生日の皆さんにもご協力いただ

きました。 

月俣美子会員、松坂敏之会員、尾本眞二会員、白

木松敏員、四方信次会員 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長  彦坂 忠人 

次回例会は 7 月 25 日（火）、通常例会「ガバナー公

式訪問」です。担当は SAA。時間をさいて皆さん出席

出来る様にしていただきたいと思います。午前 10 時～

会長・幹事・会長エレクト懇談会、午前 11 時～理事

懇談会、会員集合は正午

12 時。上着・ロータリーバッジ

着用、クールビズ可です。開

会点鐘 12 時 30 分。定例

会場です。 

 

 本日の例会プログラム  

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 

会場をテラスに移動し親睦プログラムを行います。今年

度、親睦活動委員長を務めます石川です。宜しくお願

いします。 

本日のニコニコ BOX 合計額 46,000円 

今年度 累計額 108,000円 
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 乾杯のあいさつ  

今年度第 1 回目の親睦例会は、四方会長の乾杯から

スタートです。 

 

 ゲストご紹介  

本日のゲスト、山二総合保全㈱ 代表取締役社長 南

雲勇次様を尾本眞二会員からご紹介いただきました。

尾本眞二会員 南雲さんは一昨年、千歳青年会議所

を卒業し、家業の山二総合保全を父上から引継ぎ、社

長業を一生懸命に勤めています。これから私たちセントラ

ルRCの仲間と共に友情を深め、社会人としても一層成

長されることを期待しています。 

南雲勇次様 本日は、諸先輩の皆様と席を一緒に出

来る機会を頂戴し、ありがとうございます。千歳セントラル

ロータリークラブの会員の皆様は、千歳青年会議所の

OB の方々がたくさんいらっしゃいますので、尚一層緊張

しています。今後ともこのご縁を大切にしたいと思います。

よろしくお願い致します。 

 

 テーブルスピーチ  

ビジターの千歳ロータリークラブ副会長 大澤雅松様、幹

事 喜多康裕様より一言ご挨拶をいただきました。また、

千歳ローターアクトクラブの

会長挨拶のセレモニーに仕

事の都合で間に合わなかっ

た村山はるか会長にもここ

で挨拶を頂きました。 

大澤雅松様 千歳セントラ

ルロータリークラブの和気

藹々の親睦例会ら出席さ

せて頂き、うれしく思いま

す。今年度は千歳 RC が

50 周年を迎えます。ご協

力頂く機会が多々あるかと

思いますが、よろしくお願い致します。 

喜多康裕様 千歳RC創立 50周年を迎える今年度、

瀧澤会長を支える幹事を仰せつかりました。また翌年度

には第2510地区のガバナーを輩出致します。千歳セン

トラルロータリークラブにはお世話になります。本日は楽し

ませて頂きます(^^) 

千歳ローターアクトクラブ 会長 村山はるか 定刻に

遅刻してしまいました。申し訳ありません。今年度、千歳

ローターアクトクラブの会長を

務めさせて頂きます村山はる

かです。千歳セントラルロー

タリークラブの皆様には、これ

までもご支援ご協力を頂戴

していますが、私が会長を務

める今年度はこれまでにも増して温かなご助言とご支援

を賜れますよう宜しくお願い致します。 

 

 千歳 RAC チケット販売  

毎年恒例の千歳市民盆踊り大会出店のチケット販売

のため、各席を千歳 RAC メンバーが回りました。皆様ご

協力有難うございました‼ 
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 中締め  

会長エレクト  菅原 百合子 

今年度の第 1 回目の親睦例会は如何でしたでしょうか。

千歳ローターアクトクラブとの合同例会として、お客様に

は南雲様、そしてビジターに

は千歳RCの瀧澤会長、大

澤副会長、喜多幹事と大

勢の皆様をお迎えし賑やか

に終えることができました。

皆様にはお礼を申し上げま

す。 

また、今年度は千歳 RC が創立 50周年の節目を迎え

ます。私たち千歳セントラル RC はお手伝いが必要な折

りには、会員一丸となり協力をさせて頂きたいと思います。 

千歳 RC、千歳セントラル RC が共に素晴らしい 1年間

になりますことをお祈りし、中締めのご挨拶に代えさせて

頂きます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

 

7 
月 

■会員増強セミナー（地区）■ガバナー公式訪問 

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 
移動親睦夜間例会 「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 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ in レストランイン
ター] [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） 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 ■国際ソロ
プチミスト千歳チャリティパーティー 

7 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報、広報委員会(委員長 福島力)] 

19 日 クラブ創立記念日（27 周年） 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC合同例会 in リアン] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 


