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例会出席状況（2022 年 7 月 12 日）
会員数
44 名

会長あいさつ

会長 大下和志
皆さんこんにちは、今年度
第 2 回目の例会です。
このお昼のお忙しい中、出
席して頂きありがとうござい
ます。本日は千歳ロータリ
ークラブより喜多会長にお
越し頂いております。
合同例会やロータリーサン
タちとせ事業等のたくさん
関わりがあると思いますの
で、一年間よろしくお願い
致します。前回の第一回目の例会から各委員長さん方
が活発に動いて頂き最高のスタートが切れたと思います。
色々改善出来ることがあると思います。皆さんの知恵と
自由な発想でこのセントラルロータリークラブを盛り上げて
頂ければ、より良いクラブになると思いますので皆様よろ
しくお願い致します。
また、先日は会計の本村さんが中心となり行われた同友
会の講演会にも我がクラブのメンバーが多数参加されて
おり、そのようにロータリー以外でも皆さんが仲良くされて
いる姿を見て大変うれしく思いました。人手不足によりほ
ぼ一人で運営されていた本村さん大変お疲れ様でした。
さて本日は、各担当委員長から委員会の活動方針を
発表して頂きます。お忙しい中、快く委員長を引き受け
て下さり誠にありがとうございます。また、兼任や担当委
員会が委員長一人というところもあります。人材が足りず
皆さんには無理をお願いしているところもありますが、各
委員を含め、会員全員で今年一年この千歳セントラル
ロータリークラブを盛り上げて頂きたいと思います。
皆様よろしくお願い致します。以上を持ちまして会長挨
拶とさせて頂きます、本日の例会よろしくお願い致します。

会員出席者数
欠席者数（内：無断欠席）
出席計算に用いた会員数
出席率

22 名
15（3）名
40 名
55.0 ％

ゲスト・ビジター出席者数
出席者数総計

1名
23 名

2

前回例会 確定出席率（2022 年 7 月 5 日）
確定出席率（MU 含む）
77.27 ％

ご挨拶
千歳ロータリークラブ 会長 喜多 康裕 様
この度、2022-2023 年度千歳ロータリークラブ会長を
仰せつかりました喜多康裕と申します。大下会長らしか
らぬ立派な挨拶でちょっと
びっくりして、明後日の自
分の例会でこんなに堂々
とできるかちょっとびっくりし
ています。千歳ロータリー
クラブと千歳セントラルロ
ータリークラブは親子とい
うか兄弟であります。我々ロータリーを離れても友人関係
を持っています。先ほどご紹介頂いたとおり、今年度は社
会奉仕委員会を中心になってロータリーサンタちとせや合
同例会、一緒にゴルフなどといった本当に仲間としての付
き合いをさせて頂きたいと思っております。IM も来年 6 月
に控えております。当クラブの五十嵐宏ガバナー補佐がま
とめて開催する際には、申し訳ないですけれども、千歳セ
ントラルロータリークラブさんに多大なるご支援を頂くことに
なると思いますので宜しくお願い致します。先に謝るべき
でしたが、今日は甲斐幹事が楽しみにしていたのですが、
コロナで来られなくなりました。仕事柄、皆さんとはいつで
もお会い出来ると思いますので、声を掛けて頂きたいと思
います。本当に一年間いろいろお世話になると思います
し、当クラブも千歳セントラルロータリークラブさんのために
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は何でも協力していく所存ですので、一年間どうぞ宜しく
お願い致します。

幹事報告 幹事 南雲勇次
 各団体新役員就任の挨拶状
○ 千歳中央ライオンズクラブ
○ 千歳ロータリークラブ
○ 北広島ロータリークラブ
○ 長沼ロータリークラブ
 千歳市民まつり実行委員会より「千歳市民花火大
会終了後の会場清掃協力」依頼
出欠表を回していますので、ご参加頂ける方はご記
入ください。
 国際ロータリー第 2510 地区 地区大会のご案内
出欠表を回しています。理事メンバーは個別に確認
させて頂きます。
出席される場合、登録料は自己負担となります。26
日例会で集金させて頂きたいと思います。
 千歳友好都市・国際交流協会より「国際交流バス
ツアー」のご案内
参加を希望される方は事務局にてご確認ください。
ニコニコボックス
ニコニコ箱委員会 委員長 岩室秀典
千歳ロータリークラブ会長 喜多康裕様よりニコニコを頂
戴しました。娘の趣味（登
山 ） を 初 めて 知 る、今 日は
75 才の誕生日、講演会開
催の御礼、前回入口会員
入会式欠席でした等、皆様
ご 協力 ありがとうござ いま し
た。
大下和志会員、松坂敏之会員、本村信人会員、臼
田暢会員

例会 第 2 回 / 通算 第 1409 回

本日のニコニコ BOX 合計額

11,000 円

今年度 累計額

35,000 円

本日の例会プログラム
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 南雲勇次）
これより各担当委員長の活動方針の発表とさせて頂き
ます。近年、なかなか例
会に出られない方もおり
ます。各委員長の皆さ
んには、是非委員会を
別に開いて頂きたいと思
います。場所は事務局
をご利用ください。何と
か集まってこういう事をや
るというところを委員の皆さんに周知して頂ければと思い
ます。早速今夜、親睦活動委員会は委員会を行うとの
ことです。是非率先して皆さんも集まって頂ければ、今年
一年盛り上がるのではないかと思いますので宜しくお願い
致します。
活動方針
SAA 副委員長 笹谷俊尚
本日は高野委員長が公用で札幌に行かれていますので
代役を務めております。私
は昨年、一昨年と SAA
委員会を続けてとなってお
りますが、大下会長年度
の新しい取り組みとして、
配席など配慮されると聞い
ています。高野委員長を
盛り立て何とか一年間 SAA 委員会やっていきたいと思
っておりますので、皆様のご協力宜しくお願い致します。
出席・ニコニコ箱委員会 委員長 岩室秀典
2016-2017 年度に続き 2 度目の委員長をやるに至っ
て一年間宜しくお願い致します。
出席委員会としては、前年度の平均出席率がコロナの
影響により 60％となりましたが、今年度に於いてはコロナ
の影響もある程度は緩和される事を見込み、平均出席
率を目標 80％以上に定め、特に昼例会の出席率が上
がるようメイクアップ等を含
めて何らかのアプローチをし
ていきたいと思います。ま
た、無断欠席に於いて
は、前年延べ 117 名と多
数出ており、声掛け等を
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含め何らかの方法で減少するよう考えていきたいと思い
ます。
ニコニコボックスは、前年度 140 万と多額の金額が集ま
りましたけど、現実味を考えて目標額を 80 万に定め、委
員会のメンバーと共に目標額を達成出来るようにしてい
きたいと思います。
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会報・広報委員会 委員長 星 猛雪
今回初めての委員長なので分からない事がたくさんある
と思います。広報の仕事が資料に書いてあり、ロータリー
の事を市民の皆さんに広
げなさい、皆がやった事を
写真に撮ってアップするな
ど書いてあります。極力、
会のいろいろな所に参加
して写真をいっぱい撮って
広報や SNS にアップ出来
るように努力していきたいと思いますので、宜しくお願い致
します。

親睦活動委員会 委員長 関根 悟
近年は、コロナの影響により例会の中止や人が集めるこ
とへの規制などで例会の
参加率も低下しています。
今年度は、コロナの影響
も穏和傾向にありメンバー
の底上げも急務ととらえて
ICT 委員会 委員長 武田伸也
います。やはり、例会の参 （代読：幹事 南雲勇次）
加については、楽しいが一
会員への連絡網の整備について、メールと合わせ LINE
番と思いますので、今年度は楽しい親睦例会を村上副
の活用を進めています。昨年度末までには期待以上に
委員長と委員会メンバーで考えて作り上げていこうと思
LINE の登録者が増加し、伝統的に活動力･協調性に
います。
富む千歳セントラルロータリークラブらしさなのだと誇らしく
また昨年、会員増強委員長でしたが 5 名という目標を
思いました。今年度は、引き続き多くの会員の方々に登
立てていましたが、1 名の入会に終わり、宿題として出来
録して頂けるように案内を進めると共に、会員の皆様の
る限り今年度、出来なければ次年度以降も会員増強
知恵とアイデアをお借りしながら連絡網のより有効な活
を含めて楽しい親睦にしていきたいと思います。
用方法について思案したいと思います。
ホームページの迅速な更新作業も心掛けつつ、できるこ
クラブ研修、新会員研修、細則検討委員会 委員長 髙木昌人
とからコツコツと一年間取り組んで参ります。どうぞよろしく
クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会です。本年
お願い致します。
度は、昨年度委員長の岩下さんと高木の二名で担当さ
せて頂きます。
会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委員長 臼田 暢
大下会長より発表された「活動方針」の「強化目標」の
今年度、会員増強・維持委員長を務めさせて頂きます。
２番目に「会員の教育と研修」とあり、「活動に参加する
副委員長には、白木会
意義や入会した当初の気持ちを思い出して頂くために、
員、岩﨑会員は 3 年連続
新会員だけではなく全ての会員に対しての研修、教育を
です。
行い、活動に参加する意欲を取り戻して頂きたいと思い
岩下会員、齊藤会員の 5
ます。」とあります。
名体制で活動致します。
このご意向に添えるよう委
白木副委員長は、会 員
員会として今一度ロータリ
増強は大ベテランですので
ーを探求し、会長はじめ
色々とアドバイスを頂きながら活動して行きたいと思いま
理事会のご指導の下、ク
す。
ラブに反映できるよう活動
現在の会員数は 44 名ですが、クラブの運営上、会員
して参りたいと思います。
増強は不可欠です。今年度委員会を進行していくのに
また、国際ロータリーでの規定審議会の結果を注視し、
以下の要件を挙げて進行致します。
あるいは当クラブならではの諸事情にも対応し、状況に
① 毎月 1 回以上委員会を開催する。
応じてクラブの運営がスムーズに行えるように常にクラブ
② 入会候補者のリストアップ（連絡先等）
細則を検討してまいろうと思います。一年間宜しくお願い
③ 当クラブの毎月の活動内容を紙面作製し、候補者
します。
に毎月、面談を目的にお届けする。
理事会、会員皆さんで協力し、クラブの為に頑張って行
きますので宜しくお願い致します。
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社会奉仕委員会(A) 委員長 山下耕介
清掃奉仕活動とロータリーサンタちとせ事業の担当を拝
命しました山下です。宜しく
お願いします。ロータリーサン
タちとせに関しては、年に 1
回の行事となりますので、早
めに動きながら楽しくやって
いければと思います。一年
間宜しくお願いします。初め
ての委員長なのでいろいろと至らない事があると思います
が、皆さんのお知恵を借りながら 1 年間切り抜けていき
たいと思いますので宜しくお願い致します。

例会 第 2 回 / 通算 第 1409 回

入会員の村上英恵さんの４名で一年間活動をしてまい
ります。会長方針のように新しいメンバーのために噛み砕
いて共に職業奉仕を学んでいけるような一年にしようと
思います。新しいメンバーも皆さんに何かアクションを起こ
します。どうぞご協力を宜しくお願いします。

国際奉仕、空港募金箱委員会 委員長 尾本眞二
（発表：幹事 南雲勇次）
昨日お話する機会があり意気込み等を聞きましたが、空
港募金箱は何とか復活させたい。国際線が復活するよ
うであれば、しっかり責任を持ってやると申しておりました
ので、しっかり頑張って頂きたいとお話しております。

社会奉仕委員会(B) 委員長 菅原百合子
青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 山口康弘
ロータリー農園と愛キャップ回収を担当させて頂くことにな （代読：幹事 南雲勇次）
りました。農園は毎年父がやってしまいやる事がないので、 本年度、青少年奉仕委員会・ローターアクト委員会は
1 か月に 1 回ぐらいは雑草を取る
初めて配属となる委員会ではありますが、精一杯出来る
など考えたいと思います。期間が
事に汗を流していきたいと考えます。
短いので、なかなかみんなで会う
青少年奉仕については、今までの継続性のある事業の
ことがないのでそういった事を考え
他に、新たな取り組みが出来ないか模索をしていきたい
ていきたいと思います。愛キャップ
と考えます。また、ローターアクトクラブは本年度より組織
は持ってきている方と持ってきてい
の改変が進む時期でもあり、更なる支援が必要と考えま
ない方がいらっしゃいますが、1 個
す。どちらも例会の開催はないとお聞きしていますが、大
からでも持ってきて頂くという声掛
下会長の考えに沿い行動をしていきたいと考えます。
けをしていきたいと思います。そん
なに濃い内容ではないので出席・ニコニコ箱委員会も兼
ロータリー財団委員会 委員長 今野桂子
任しています。お手伝いしながら頑張りたいと思います。 （代読：幹事 南雲勇次）
一年間宜しくお願いします。
ロータリー財団委員長を任命され、はじめて国際ロータリ
ー第 2510 地区財団ハンドブックを開き、財団の使命や
職業奉仕委員会 委員長 坂井 治
基礎知識としての寄付等を少し知ることが出来ました。
６月 30 日に大下会長から電話を頂きました。
ポリオをはじめ寄付を皆様に呼びかけ、自分自身も財団
予定していた委員長さんが体調不良のため休会されると
について理解を深める 1 年としていきます。
のことで急遽委員長を拝命致しました。過去２年間委
財団の活動について、お話を聴ける卓話など機会があれ
員会を担当させて頂きま
ばお願いしていきたいです。
したが今年度は予定して
いませんでしたのでまったく
米山記念奨学委員会 委員長 林 和則
油断していました。
今年度の活動としましては、活動概要に会員の皆さん
しかしながら今年度会長
が理解できるように米山記念奨学事業を教えてあげてく
方針に「職業奉仕とは何
ださいとあります。私も 3 月
かを新しいメンバーにもわ
にセミナーを Zoom で受け
かるように噛み砕き指導して頂きたい」とあります。過去
資料もたくさん頂いて読ん
２年間は例会を使ってオンラインなども駆使してテーブル
でいるのですが、 中々事
ディスカッションなどを行いました。今年度は委員会として
業内容がわからない部分
例会を使うのではなく２か月に一度くらいのペースで委
が多々ありますので、皆さ
員会メンバーで何かを行いたいと思います。今年度委員
ん先輩方のご意見を頂き
会メンバーは副委員長として内藤芳雄さん、委員として
ながら私自身も成長していける 1 年にしたいと思います。
職業奉仕委員会のベテランの今野桂子さん、そして新
宜しくお願い致します。
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友好クラブ委員会 委員長 四方信次
友好クラブにあたります長泉ロータリークラブとの歴史と伝
統を更に継続、向上させるためにやっていかなければいけ
ないと思っています。先日 5 月 8～9 日、友好締結 25
周年記念例会が行われ、ここで更に絆を深められたと思
います。これを更に高めるようやっていきたいと思います。
今年は大きな事業はない
のですが、5 月 9 日に担
当例会が予定されていま
す。それまでに Zoom にお
いて、長泉ロータリークラブ
さんとミーテイングをしたい
と思っています。また、ベテランメンバーの長泉ロータリーク
ラブとの懐かしい交流という部分も持ちながら、新しいメン
バーが理解できるような例会にしていきたいと思っておりま
すので宜しくお願い致します。

例会 第 2 回 / 通算 第 1409 回

SCHEDULE

7
月

8
月

次回例会案内
幹事 南雲勇次
次回例会（19 日）は、休会（定款第 7 条第 1 節：
同一週に国民の祝日）となります。
次々回例会は、7 月 26 日（火）千歳ローターアクトク
ラブとの合同例会となります。親睦夜間例会「ザ・テラス」。
千歳ローターアクトクラブからチケットの販売希望もきてお
りますので、少しご協力をお願いすることになろうかと思い
ます。ご参加の程、宜しくお願いします。
担当は親睦活動委員会。開会 18 時 30 分。会場は
ホテルグランテラス千歳。

9
月

10
月

11
月
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■会員増強セミナー ■ザ・テラス（千歳 RAC 合同例会・親
睦例会）
19 日 休会（定款第 7 条第 1 節：同一週に祝日）
23 日 千歳市花火大会
24 日 千歳市花火大会 会場清掃協力
親睦夜間例会「ザ・テラス」
26 日 ※千歳 RAC 合同例会
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟]
会員増強・新クラブ結成推進月間 ■千歳 RAC「市民盆踊り
出店事業」支援事業 ■納涼例会 ■ガバナー公式訪問
通常夜間例会「会員増強、今年度の活動計画①」
2日
[担当/会員増強・維持委員会 委員長 臼田暢]
会長･幹事･会長エレクト懇談会、理事懇談会
9 日 通常例会「ガバナー公式訪問」
[担当/SAA 委員長 高野悠]
16 日 19 日に例会日変更
移動夜間例会「納涼例会 in 千歳盆踊り」
※例会場/グリーンベルト盆踊り会場
※ポリオ募金活動を実施
19 日
※例会のみ飲食はありません
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟、ロータリー財団委員会
委員長 今野桂子]
23 日 休会（定款第 7 条第 1 節①）
30 日 通常例会「会員卓話①」 [担当/理事会]
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
6 日 休会（定款第 7 条第 1 節②）
13 日 通常例会「会員卓話②」 [担当/理事会]
20 日 休会（定款第 7 条第 1 節/同一週に祝日）
27 日 通常夜間例会「会員卓話③」 [担当/理事会]
経済と地域社会の発展月間 ■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
通常夜間例会「未定」
4日
[担当/理事会、青少年奉仕･ローターアクト委員会]
10 日 セブンイレブン財団千歳市支笏湖マラソン協力支援（予定）
11 日 休会（定款第 7 条第 1 節/同一週に祝日）
地区大会記念ゴルフ大会
14 日
地区大会 会長・幹事会
15 日 地区大会 本会議
親睦夜間例会「未定」
18 日
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟]
移動例会「秋の清掃奉仕活動」
25 日
[担当/社会奉仕委員会(A) 委員長 山下耕介]
ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間 ■創立記念
日 ■次年度理事指名委員会設置
通常夜間例会「ロータリーふれあい農園事業の報告」
1 日 [担当/社会奉仕委員会(B) 委員長 菅原百合子]
※次年度理事指名委員会の設置
8 日 通常例会「会員卓話④」 [担当/理事会]
移動親睦夜間例会「創立 32 周年記念」
15 日
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟]

