は佐藤晴一次年度幹事の司会で進行し、佐々木

佐々木

金治郎

会員

次年度会長からの挨拶のあと、次年度の各委員

６月12日にテレビ朝日の番組、旅サラダに

長から次年度の活動方針などの発表がありまし

て、レイクサイドヴィラ翠明閣が全国ネットで

た。その後は、組織図の説明、年間プログラム

出ました。翠明閣をよろしくお願いします。

の確認などが行なわれ、残り10日ほどとなっ

村田

研一

番ホールでホールインワンを達成しました。

なわれました。

中山

佐々木次年度会長挨拶

和朗

議会ですが、７月１日からの
スタートの前の最後の協議会
ですので、皆さんのご協力を
お願いしたいと思います。過
日、６月18日にパスト会長会議を開催し、先
輩会長方のいろいろなご意見を聞き今日のクラ
ブ協議会を迎えております。いよいよ、私たち
は７月１日からスタートすることになります。
今日は皆さんからいろいろなご意見をいただ
き、７月１日に穏やかな船出をしたいと思って
おります。
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〜 ６月はロータリー親睦活動月間 〜

①妻と二人で、日本一の秘湯「丸駒温泉」チッ

本日は第２回目のクラブ協

千歳ロータリークラブ会報

Future of Rotary is in Your hands
ＲＩ会長
ジョン・ケニー

岩崎会長テーマ

やまびこ会ゴルフコンペにて、インター12

た新年度体制の発足へ向けて、最後の確認が行

プの囲炉裏焼きに名酒「初太郎」は最高のひと
時でした。丸駒のサンタさん、ありがとうござ
います。
②ロータリー財団への寄付、皆様のご厚情に感
謝申し上げます。公務にて欠席、おわびします。
榊原

潤

会員

６月５日ペウレの２階に千歳観光物産サテラ
イトがオープンしました。是非お立寄り下さい。
浅利

美恵子

会員

久々の出席、今年度出席委員で欠席が多いた
めか、次年度も風の便りで、またまた出席委員
とか。来年度は欠席しないようにしたいと思い
ます。
本日のニコニコ集計

ニコニコＢＯＸ
大沼

会員

2009-2010年度

千枝子

６人

７，０００円

ニコニコ紹介

会員

第50回例会でプログラム委員会の年次報告

四

親睦活動委員会
玉山

をさせて頂きました。１年間ありがとうござい

敬吏

各委員長、三役からの年次報告を行いました（６月17日の例会）

副委員長

1.

真実かどうか

〜思いと言行はこれに照らしてから〜 2. みんなに公平か

3.

好意と友情を深めるか

4.

みんなのためになるかどうか

ました。

本日の例会（６／24 第52回）：さよなら例会（千歳ＲＡＣ合同）担当：親睦活動委員会

編集後記

〜ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳〜

今年度の会報もこれが最後の発行となります。新年度は、クラブの喫緊の課題である費用削減のた
めに、自前の印刷による会報の簡素化を図るとともに、ホームページによる情報発信に力を入れるこ
とにしております。これまで永年の間、会報の編集・印刷をお願いしていた千歳印刷さんには、無理
な注文なども快く引き受けてくださり大変感謝しております。ありがとうございました。 （尾﨑）

千歳市北栄2丁目2番1号 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
月・水・木曜日 10:00〜14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
◎沼田 常好
○大澤 雅松

尾﨑伊智朗

斉藤

TEL.23-4470

公彦

村上

FAX.23-4600

倫行

（７月のプログラム）

（ローターアクト例会）

１日（木）年度計画発表
担当：三役
８日（木）年度計画発表
担当：三役
１５日（木）夜間移動例会（キリンビール）
担当：親睦活動委員会
２２日（木）通常例会
担当：ロータリー情報委員会
２９日（木）通常例会
担当：職業奉仕委員会

８日（木）定例会
１５日（木）合同夜間移動例会（キリンビール）

出

席

率

（プロバスクラブ例会）
１３日（火）例会（午前10時〜佐々木農園）

前
回：55.2％（６月１７日＝３２／５８、実数）
確定出席率：100.0％（６月３日＝５８／５８、うちメーキャップ２０名）

2009〜2010年度
第51回（通算2118回）例会報告

場は大いににぎわいました。

意識が改革されすごく嬉しかったです。

ロータリーの友で読んだのですが、石川県の
小松シティＲＣでは「青少年育成事業」を創立

日時：2010年６月17日

12：30〜13：30

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

画に賛同し支援を行なうとのことです。

担当：三役

少傾向や会員企業の厳しさの中で、次年度会長

本日はご案内のとおり、臨時総会ならびに委

テーマ「心ひとつに」を掲げて出航したいとあ

米山記念奨学委員会

宣言に掲げています。その一環として、子供の
読書活動のために小松市が主導する読書推進計

プログラム：年次報告

した。佐々木金治郎会長エレクトが、会員数減

委員

宮本

いさつし、パスト会長が一人ずつ次年度への期

伸司

会員の皆様のご支援により、

待や意見を述べました。

目標を達成することができまし

この中で、ロータリークラブの規模が小さく

た。心よりお礼申し上げます。

なっているため、かつての標準クラブ細則に掲

員会活動報告です。よろしくお願いします。

例会の進行

げられていたような組織を維持しようとする
と、会員全員が委員長にならざるを得ないケー

職業奉仕委員会

ＳＡＡ

宮本

幹

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

スも出てくることから、組織や運営を各クラブ

１年間どうもありがとうござ

が自主的に考えるクラブ・リーダーシップ・プ

川端

事

清

榊原

いました。

ラン（ＣＬＰ）の考え方が出てきたことなどが
話題になりました。佐々木会長エレクトは「次

24日の例会は、18時30分か

年度をＣＬＰ元年にしたい」と答え、会員数が

ら当ホテルにてさよなら例会を
清

60名割れとなっている現実と向き合ってクラ

１年間皆様からご支援を頂

ブ運営に当たる決意を示しました。次年度役員

幹事

行ないます。皆様の出席をよろ

四つのテスト

しくお願いします。
発

潤

委員長

幹事報告

伸司

川端

き、ありがとうございました。

声

また、国際ロータリー（ＲＩ）の問題点など

環境保全委員会
副委員長

村上

倫行

クラブ細則の改正

も話題になり、佐藤パストガバナーからは、４
〜５月に米国イリノイ州シカゴで開かれたＲＩ

次年度でのCLP運用を目指すためクラブ細
会長

則第15条「改正」により、細則改正が審議さ
れ、提案の通り了解となりました。

友情の握手タイム

会長挨拶
会

年
長

岩崎

も一人ずつ抱負を述べていました。

暉久

６月11日に千
歳セントラルＲＣ
の担当による５ク
ラブ合同の親睦ゴ
ルフ大会があり、
千歳クラブからも

次

報

告

岩崎

暉久

会員各位にご協力頂き、１年

規定審議会に出席した時の様子などが説明され
ました。

間無事に推移しました。皆様か

※なお佐藤パストガバナーのＲＩ規定審議会出

ら寄せられたご厚情に深く感謝

席については、次年度となる７月22日の例

します。

会卓話で全会員に話される予定です。

（報告内容の詳細は、後日まとまる報告書をご

パスト会長会議を開催

覧ください）
国際奉仕委員長

第２回次年度クラブ協議会の開催

尾﨑伊智朗

ユネスコの世界寺子屋運動で
の書き損じハガキの収集にご協
力いただきまして、ありがとう
ございました。

多くの方の参加を
頂きありがとうご
ざいました。好天

新世代・ローターアクト委員長
今野

良紀

に恵まれ盛大に開かれ、友情と親睦の輪が広が

ローターアクトの皆さんが、

６月18日に西洋軒で開かれました。佐藤秀

2010〜2011年度の第２回目のクラブ協議

り、有意義なイベントでした。懇親会では、プ

自主的に企画・立案したり、責

雄パストガバナーはじめパスト会長の皆さんと

会が、６月21日にＡＮＡクラウンプラザホテ

ロの方の皿回しやバナナの叩き売りなどで、会

任を持って自ら行動するなど、

岩崎暉久会長、次年度三役と理事が出席しま

ル11階の小会議室で開催されました。協議会
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TEL.23-4470

公彦

村上

FAX.23-4600

倫行

（７月のプログラム）

（ローターアクト例会）

１日（木）年度計画発表
担当：三役
８日（木）年度計画発表
担当：三役
１５日（木）夜間移動例会（キリンビール）
担当：親睦活動委員会
２２日（木）通常例会
担当：ロータリー情報委員会
２９日（木）通常例会
担当：職業奉仕委員会

８日（木）定例会
１５日（木）合同夜間移動例会（キリンビール）

出

席

率

（プロバスクラブ例会）
１３日（火）例会（午前10時〜佐々木農園）

前
回：55.2％（６月１７日＝３２／５８、実数）
確定出席率：100.0％（６月３日＝５８／５８、うちメーキャップ２０名）

