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 会長あいさつ   会長 四方 信次 

こんにちは。先日、10 日日曜日に北ガス文化ホール大

ホールで千歳商工会議所主催チャリティカラオケフェステ

ィバル2017が開催されました。当クラブからは高塚先輩

が寅さんスタイルで、入

口先輩は千歳市商店

街の理事長として、袴

を身に付け歌われまし

た。わたくし自身も千

歳市子ども会育成連

合会でステージに上が

り横幕を持ち応援していました。回りの方々から何で歌

わないのと指摘を受けました。来年は歌います。1 年掛

けて練習します。催しは、700 名の動員が有り大盛況

でした。次年度も開催されるようです。 

みなさんは季節柄宴会が多いと思います。十二分に体

調に気を付けて頂きたいですが、来週はクリスマス家族

会です。大いに飲んで食べて盛り上げて頂くことをお願い

します。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 千歳商工会議所より千歳年末カラオケフェスティバル

ご協力のお礼状をいただいております。 

 2017‐2018年度地区財団補助金がおりております。

決定金額は 10 万円で当クラブ口座に入金が確認

されました。これには以下の注意事項が書かれていま

す。実行の後はしっかりと報告をあげたいと考えていま

す。 

○ 3 年前の寄付金の 4 分の 1 が補助金の原資に

なります。 

○ 奉仕活動を計画し、申請してください。 

○ 地域に形が残るものをご提案ください。 

○ 奉仕活動の報告書は 2018 年 6 月末までに必

ず提出してください。 

○ 報告書の提出がないときは次年度の補助金の対

象外といたします。 

 12 月 7 日、第 7 グループ第 3 回会長・幹事会が

開催されました。私と菅原会長エレクトの2名が出席

しました。簡単に内容をご報告します。 

○ 千歳 RC創立 50周年記念式典 

日時：4月 21日（土）15時頃～（予定）  

式典、講演会、祝賀会 

場所：ANA クラウンプラザホテル千歳 

記念ゴルフ大会（予定）：4月 20日（金） 

○ 第 7 グループ IMの開催 

日時：6月 2日（土）午後 3時～ 

場所：ANA クラウンプラザホテル千歳 

登録料：5,000円 

ゴルフ 午前 7時 30分～ 場所：シャムロック 

○ 財界さっぽろへの掲載依頼 

第 7 グループでは、千歳セントラル RC、北広島

RC、由仁 RCが未掲載 

 

 次年度 SAAの発表   

会長エレクト 菅原 百合子 

クラブ細則第 3 条第 2 節に決定された理事エレクトは

1 週間以内にクラブ会員の中から会場監督（SAA）を

務める者を選任しなければ

ならないという項目がありま

して、決定させていただきま

した。次年度 SAA は石川

貴美子会員です。宜しくお

願いいたします。 

 

 

例会出席状況（2017 年 12 月 12 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（1）名 

出席率 61.90 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 12 月 5 日） 

確定出席率（MU 含む） 66.67 ％ 
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次年度 SAA 石川 貴美子 

次年度 SAA をやらせてい

ただきます石川貴美子です。

私なりに何をするか分かって

いないのですが、一生懸命

頑張りたいと思いますので、

宜しくお願いいたします。 

 

 各委員会連絡・報告   

会計 髙木 昌人 

皆様のお手元に「下半期

会費納入のお願い」という

資料が配られているかと思

います。先ほどのご挨拶にも

ありましたように先日の総会、

会長・幹事会が行われ IM

は全員登録、そして千歳 RC 創立 50 周年には我がク

ラブは全員登録という事が皆さんに承認されたものです

から、会費＋IM登録料＋50周年登録料という事で加

算されております。ご案内が例年より遅れて申し訳ありま

せんでしたが、締め切りは例年通り月末ですので、どうか

会のスムーズな運営にご理解ご協力をいただけるようご

納入を宜しくお願いします。 

 

親睦活動委員会 委員長 石川 貴美子 

来週のクリスマス家族会の景品を皆様からご提供いただ

きたいと思いますので、皆様宜しくお願いいたします。 

 

RI第 2510地区国際奉仕・VTT 委員会 田口 廣 

当クラブは地区国際奉仕

事業に 2006-07 年度か

ら人道支援に参加いただ

きまして有難うございます。

今年度の事業も既に年度

終わり、7‐8 月ぐらいから

始まっておりまして、当クラブは水事業の中のリペア事業

が始まります。第 2510地区 69 クラブの内 25 クラブに

参加していただき26の事業が展開されています。その事

業の検証という事で、1月 21日から 5日間行く予定に

なっております。出来れば皆さんにも参加していただきた

いのですが、既に 25 名という枠が決まっておりまして、私

も行くことになっておりますが、事情があるという事でもう決

まっています。ホテル・飛行機の枠が取れないという事情

です。今回は更にノンカイのラオス国境沿い方面の地図

に無いような所に行きます。事前に調べましたが、どうして

も地図が出てきませんでした。皆様の貴重な浄財が大い

に人助けになっているという事を検証して来たいと思いま

す。 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 月俣 美子 

カラオケフェスティバルのお礼などご協力有難うございまし

た。 

入口博美会員、四方信次会員、月俣美子会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「ロータリー・災害の救援～DVD鑑賞～」 

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 

只今ご案内いただきましたように、今日はクラブ研修とい

う事で DVD を鑑賞していただきたいと思います。内容に

ついては、見ていただくとわかりますが、東京ロータリークラ

ブ設立の僅か 2年後に関東大震災が発生したわけです。

その時にすかさず国際ロータリー（RI）から世界各国の

ロータリアンに話がいき、すぐさま支援の手を差し伸べてい

ただきました。それから 70 年後、北海道南西沖地震が

発生し、その時の RI、RI 第 2510 地区の救援活動と

いったものが今日のメインです。災害は忘れた頃にやって

くるという言葉があるように、今日は救援作業の映像を

見ていただいてロータリーの心を皆さんに感じ取ってもらう

例会となりますのでどうぞ宜しくお願いします。 

── DVD鑑賞 ── 

 

── 佐々木委員長 北海道南西沖地震の 2、3 年

後に阪神大震災、そして記憶に新しいところでは東日本

本日のニコニコ BOX 合計額 10,000円 

今年度 累計額 439,000円 
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大震災が発生しました。自然災害に対するロータリーと

いう組織の活動は感じるものがありました。ロータリーの組

織の一員としてまんざらではないなと感じました。 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回例会は 12 月 19日（火）、親睦夜間例会「クリス

マス家族会」です。担当は親睦活動委員会。開会点鐘

18時 30分。定例会場です。 

 

 空港募金箱  

例会終了後、新千歳空港募金箱の浄財を選別しまし

た。ご協力いただきました会員の皆様有難うございました。 

 SCHEDULE  

 

 

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  

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） 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会  ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC 新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC 新年交礼会  

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委
員会(委員長 石川貴美子)] 

16 日 
通常例会「卓話 (仮題)私達の身近な地域について」 
[担当/雑誌委員会(委員長 白木松敏)] 

23 日 
通常夜間例会「卓話 (仮題)新千歳空港の今後」  
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾本眞二)]  

30 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2 
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日・世
界理解と平和の日  ■雪見酒例会  

6 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/防災講話事業について」  
[担当/理事会(進行担当/髙木昌人実行委員長)] 

13 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

20 日 
移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり]  
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

27 日 
通常例会「卓話 (仮題)青少年の育成についての現状」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

3 
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日  ■会長エレクト研修
セミナー(地区) ■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区)  

6 日 
通常夜間例会「卓話 (仮題)アンチエイジングとは？」  
[担当/職業奉仕委員会(委員長 大久保尚)] 

13 日 
通常例会「(仮題)新入会員増強について」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 山口康弘)] 

19 日 
親睦夜間例会 「(仮題)歓迎 岩沼ロータリークラブ] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  

20 日 例会日を 19 日に変更 

27 日 
通常例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会(理事会)] 

4 
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会(地区)  ■清掃奉仕
活動 ■観桜例会  

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/次年度方針」  
[担当/会長エレクト 菅原百合子)] 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

17 日 例会日を 21 日に変更 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 創立 50 周年記念
式典] [担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美
子)] 会場：ANA クラウンプラザホテル千歳 

24 日 
通常例会「(仮題)防災講話事業の検証」 
[担当/理事会] 


