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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

西村 英晃 様 RI 第 2510 地区 青少年交換委員

会 委員長（恵庭 RC） 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

こんにちは。先日９日にＲI の今年度の方針のひとつ

「120 万本の植樹祭」があります。全世界 120 万人の

会員が１人１本植樹するに伴って第 2510 地区道民

の森植樹祭が開催されました。当別町の道民の森に坂

井さん、田口さん、小松さん、大下さん、菅原さん、石川

さんと笹谷幹事、私と８名で参加して参りました。昼食

会も含め楽しいひと時でした。１人平均６本は植えてい

るので、皆さんの分も植えたことになります。 

本日は第 2510 地区青少年交換委員長西村様をお

迎えしての卓話でございます。私が高校生の時にオース

トラリア人と部活で柔道をしていました。その方がロータリ

ークラブの交換留学生でその時にロータリークラブってこう

いう事業をするのだと認識しました。振り返ると外国人と

の日常の関わりは日本の学生に取ってもとても良いことと

思います。西村様のお話を聞いて青少年交換に関して

も皆さんでより協力して参りたいと思います。以上です。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 本日、19 時～千歳ローターアクトクラブ準備例会が

ミナクールで開催されます。 

 岩沼ロータリークラブ会長 渡邊真多様よりご令室ご

逝去に際してのお礼状が届いています。 

 千歳同夢会より「社会人野球日本選手権大会北

海道予選リーグ戦」のご案内（回覧） 

 一般社団法人ちとせタウンネット 

「第 2回ミナクール市民活動講座」のご案内（回覧） 

 北海少年院「第 32回北海道矯正展」ご案内 

○ 日時：10月 1日（日） 

○ 場所：札幌刑務所特設会場 

 9月ガバナー月信（回覧） 

 地区大会参加について 

登録された会員のレターボックスに案内を配布させて

いただきました。行程は予定のスケジュールとなってお

ります。宿泊代・懇親会費を 10月 10日（火）まで

に事務局まで納入いただきますようお願いします。ご

質問等があれば私が承りますので直接ご連絡ください。 

 事務局臨時休業のお知らせ 

9月 19日（火）～ 9月 29日（金） 

  長期の休業となりますが、緊急のご連絡は幹事まで

お願いします。その間の行事に関しては、今週末まと

めて案内を流させていただきます。長い文章のメール

になるかと思いますが、手帳と付け合わせてスケジュー

ルを確認していただければと思います。ご迷惑をお掛

けいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。 

 

 各委員会連絡・報告   

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

各テーブルに会員の活躍ぶりを配布しました。まずは、千

歳民報 8月 24日に千歳

商工会議所  副会頭 

佐々木俊英会員の写真

が掲載されています。また

第 5 回ちゃんとチャリティー

パークゴルフフェスティバルに

羽生有三会員が格好良く掲載されております。そして、

千歳神社役員で大下和志会員、入口博美会員、清

水清光会員 3 人が載っています。知らない方もいると思

いますが、大下さんは千歳の子供達に弓道の指導をし

ています。そして気がついた方もいると思いますが、先月、

今月の「ロータリーの友」表紙はかわいいアニメになってい

例会出席状況（2017 年 9 月 12 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 24名 

欠席者数（内：無断欠席）  18（0）名 

出席率 57.14 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  25名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 9 月 5 日） 

確定出席率（MU 含む） 69.05 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 四方信次 / 副会長 井上英幸 / 幹事 笹谷俊尚 / 会報委員会 委員長 福島 力 

〒066-8520 北海道千歳市本町 4丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2017年 9月 12日   例会 第 10回 / 通算 第 1256回 

- 2 - 

ます。クラブ創立から 25 年間で

こんなにかわいい表紙はほとんど

ありません。先月は特に、森の中

でタスキをかけたロータリアンが活

躍しています。堅苦しい表紙より

は手に取って見てくれるのでは、そ

ういう時代になってきたのではと考

えているのではないかと思いまし

た。以上です。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

本日の講師 西村英晃様よりニコニコ BOX を頂戴しま

した。千歳・恵庭市と災害協定を結んだ事業所の報告、

乃木坂 46 コンサート握手会のお話、ゴルフコンペ晴天

祈願、人生初のゴールド免許取得など皆様ニコニコ有

難うございました。 

井上英幸会員、野口三恵子会員、四方信次会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 ロータリー 青少年の必要性」 

講師：RI 第 2510 地区青少年交換委員会 

委員長 西村 英晃 様 

担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会 委員長 臼田 暢 

本日は西村委員長をお招きして青少年の必要性という

タイトルで卓話を頂戴します。私もまだ委員長を務めて

２ヶ月で、いろいろと勉強

したいので私も楽しみにし

ています。西村委員長、

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 卓 話  

講師 RI 第 2510 地区青少年交換委員会 委員長 

西村 英晃 様 （恵庭 RC） 

私は以前、2015 年まで千歳ローターアクトクラブにおり

まして、親クラブであります千歳セントラル RC さんにも大

変お世話になりました。久々の千歳セントラル RC さんの

例会という事で新鮮な思いであります。私は 2001-

2002年にロータリークラブの事業である青少年交換プロ

グラム事業で 1 年間、オーストラリアの第 9640 地区へ

派遣させていただきました。それがロータリークラブとの出

会いです。帰国後 ROTEX となり 2007 年に千歳ロー

ターアクトクラブに入会させていただきました。その後、30

歳の卒業まで在籍し、ローターアクトクラブ地区代表もさ

せていただきました。2015 年、現在所属しております恵

庭ロータリークラブで活動させていただいております。青少

年のプログラムは、ロータリークラブの中ではこの一年の留

学以外にもローターアクトクラブ、高校生のボランティアク

ラブのような形で設けられているインターアクトクラブ、

RYLA など様々な青少年向けのプログラムがあります。

今年度青少年交換委員会の委員長をさせていただきま

すので、青少年交換プログラムからお話させていただきま

す。 

 青少年交換プログラムについて 

 青少年交換プログラム参加状況 

 プログラム参加に係る費用 

 青少年交換委員会 活動内容 

 

 記念品贈呈  

本日の講師、西村様へ

記念品を贈呈いたしまし

た。誠に有難うございまし

た。 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 

11,000円 

今年度 累計額 

223,000円 
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 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

今後の予定をご案内します。 

次回例会は9月19日（火）、移動親睦夜間例会「親

睦の夕べ in レストランインター」です。担当は親睦活動

委員会。開会点鐘 18時 30分。会場はレストランイン

ター（千歳市真々地３丁目 1-1）です。同日、ゴルフ同好

会主催「親睦ゴルフコンペ」がございます。会場はちとせイ

ンターゴルフクラブです。 

7 月 25 日（月）は秋の交通安全運動「セーフティコー

ル」です。15時に北ガス文化ホール駐車場集合です。 

次々回例会（9月 26日）は、休会（定款第 8条第 1節）

です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

地区 120万本の植樹事業「ロータリーの森 植樹祭」 

9月9日（土）、当別町道民の森においてRI第2510

地区 120 万本の植樹事業「ロータリーの森植樹祭」が

行われました。四方会長ほか 8 名の会員が参加し、ヤ

チダモ・アカエゾマツなど 1,500本を植樹しました。 

 

 

 SCHEDULE  

 

 

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」 

19 日 

ゴルフ同好会「親睦ゴルフコンペ」 
場所：ちとせインターゴルフクラブ 12 時スタート 

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)] 

25 日 
秋の全国交通安全運動「セーフティコール」 
集合/15 時 集合場所/北ガス文化ホール駐車場 

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/防災講話事業の概
要」 [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「卓話 米山奨学生を迎えて 出席/RI 第
2510 地区米山記念奨学・学友委員会 委員長 
大石清司様」 
[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) 

ゴルフツアー 

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)] 

世界ポリオデー 

28 日 北海道ローターアクト交流会（千歳） 

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 

7 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会] 

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 THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

28 日 
通常例会「未定」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(委員長 岩下誠)] 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 

19 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


