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ついてアンケート結果を報告しましたが、本日開催の

理事会において審議しました結果、今年度はこれまで

通り「バイキング形式」を継続することになりまし

た。次年度、村田年度において今回のアンケートを踏

まえて再検討をすることになりましたので、ご理解を

頂くようお願い致します。 

 本日の年次総会で半年間の最終となります。この

間、私どもに寄せられましたご協力・ご支援に心から

感謝申し上げます。 

 

幹事 酒井 宏 
 

⑴ この度、ロータリー日本財団より

「寄付金に関する税法上の優遇措

置」に関する通知がありました。本

年4月以降の寄付金については、税

法上の優遇措置が適用されます。詳

細につきましては、例会時、回覧い

たします。 

 

⑵ 今村会長の挨拶にありましたとおり、例会時昼食

は「バイキング方式」を継続との報告がありました

が、バイキング以外に特別メニュー（5種類）をオー

ダーできるようにしております。是非、ご利用くだ

さい。なお、例会前に昼食ができない方は、例会後

でもレストラン「ハスカップ」をご利用できます。 

 

⑶ 本日の理事会において、身体が不自由等で入院や

一時的に介護施設の利用しており、例会に出席でき

ない会員の年会費等の減免措置について審議し、細

則5条第2節(d)を運用して処遇改善を図ることが決定

されました。当該会員やそのご家族からの申請によ

り、理事会において審議、承認された場合が該当し

ます。詳細は、別途、お知らせします。 

 

 

 

 

会長 今村 静男 

 
  早いもので今村年度も半年が過

ぎ、本日は年次総会という節目の例

会を迎えました。年末の忙しい中、

多くの会員の皆さんにご出席を頂

き、ありがとうございます。 

 この半年は私としては悲しい時で

もありました。10月には曙恒平会員を、11月には佐藤

彰二会員のお二人がご病気で亡くなり、悲しみの多い

時でもありました。しかし、会員増強委員会メンバー

を中心に会員増強を行って頂き、死亡退会者数を越え

る新入会員を確保して頂きました。 

 次は、「クラブの活性化」についてお話し致しま

す。先週の例会で「例会時昼食のバイキング方式」に
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⑷ 例会の変更をお知らせします。3月8日（木）夜間

通常例会（千歳プロバスクラブとの合同例会）を3月

11日（日）開催の「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥

あったか千歳』」（ANAホテル）に振り返ることとな

りました。 

社会奉仕委員長 五十嵐 桂一  

 

 次回の「第７回私達は忘れない東

日本大震災」街頭募金活動は新年交

礼会の前日１月１１日（水）に千歳

モールにて、１１時から１時間程度

を予定しておりますので皆様の御協

力をお願いいたします。 

 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

 来年１月１２日（木)１回目の例会

「新年交礼会」はベルクラシック・

リアンにて開催します。開場６時で

開始が６時３０分ですので、皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 

 

 

ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

1/ 5 正月休会 

 

1/12  新年交礼会（ベルクラシッ

ク・リアン）（担当：親睦活動、

SAA・プログラム、新世代・RA各委員

会）《アクト合同》 

 

1/19 通常例会「クラブフォーラ

ム」（担当：クラブ奉仕委員会） 

 

1/26 夜間通常例会（担当：出席・資料管理委員会）

《理事会》 

 

2/ 2  通常例会（担当：国際奉仕、新世代・RA委員

会）☜変更（職業奉仕委員会） 

 

2/ 9  通常例会「千歳市長出前講座」（Ｒ情報・定款

細則委員会）☜ 2/2 変更 

 

  当初の年間プログラムから若干の変更がありますの

でご注意願います。 

～次々年度会長＝会長ノミニー選考について～   

《千歳ロータリークラブ細則第４条第１節》 

〇議長＝会長 

《千歳ロータリークラブ細則第３条第１節》 

 

議長 今村 靜男  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長ノミニー選考委員会 佐々木 昭 委員長 
 

 細則第２条第１節に規定される７

名の指名委員、今回は沼田会員・村

上（光）会員・齊藤（博）会員・秡

川会員・菅原会員・宮本会員そして

私、佐々木です。その７名が正式な

委員会３回と数回の会合を持って、

幹事経験者でもあり一番適格な方と

いうことで川端清会員を選出し、

次々年度会長に指名させていただき

ます。 

 

 

 ～今村議長が賛成の可否を諮ったところ満場 

  一致で川端清会員を会長ノミニーに決定～ 

 
 

川端 清 会長ノミニー挨拶  

 

 次々年度の会長としてノミニーさ

れました川端でございます。次々年

度の副会長に齊藤博徳、幹事に大澤

雅松を交えて今後の運営方針等を３

人の協力の下、協議してまいります

ので、会員の皆様方のご支援、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

  

委員会報告 

年次総会の開催 

～１月及び2月前半のプログラムについての報告～ 

次々年度三役の面々 

会長：川端清 副会長：齊藤博徳 幹事：大澤雅松 
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を3月11日開催の「東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか

千歳』」を例会として振り返ることが承認されまし

た。（Ｓ） 

(撮影：酒井幹事) 

○身体不自由により例会出席除外者の会費等の

減免措置について 

 
【背 景】 

今日のロータリーを支え、隆盛を図って来たのは高

齢ロータリアンがロータリー哲学を熱愛し、会員相互

の絆を深め、地域社会はもとより国際的にも多くの貢

献を果たしてきた。  

また、会員の高齢化に伴い経済的、精神的、体力的

な問題から惜しまれて退会が余儀なくされているが、

反面、「心はロータリーへの奉仕」で「生涯ロータリ

アン」として終の時間（とき）まで名前だけは残し、

ロータリーとの関わりを続けたい強い意志を持ってい

る会員が多い。  

しかし、ロータリアン自身、高齢に伴い体力の減少

や健康上の問題から体躯が不自由となり、自らの力で

例会への出席ができないこと、また、一定の年齢に達

すると生計を支える金銭的収入が国及び企業等からの

社会保障が唯一となる。 

このことから、一定の条件にある会員の年会費等を

減免措置などの経済的負担軽減を図るとともにクラブ

との自由な交流と地域社会との絆を深め、クラブへの

帰属性を高め、退会防止を図るという効果があること

に着目して検討を重ねてきた。                 

 

【具体的ケース】 

近時、当クラブ会員がロータリークラブへの帰属意

識と「生涯ロータリアン」としてクラブへの継続的在

籍意志を明確にしているものの体躯等の重大な支障な

ど健康上の問題から入退院を重ね・介護施設などを利

用しているなど例会等に出席できない状況にある。 

このことから当該会員の「クラブへの継続的在籍」

の意志を尊重するとともに会員本人はもとより家族等

からの年会費軽減の要望について真摯に受け止め、処

遇改善を図る必要性を痛感し、会員及び会員家族の強

い要望を踏まえ、ロータリーの「正会員」として、RI

人頭分担金はじめ、地区への地区資金等、忚分の個人

～次年度理事発表～ 

 

会長エレクト 村田 研一 
 

  

 いよいよ半年後となりました、

2012年度～2013年度の千歳ロータ

リークラブの理事を発表いたしま

す。 
 

 

 

会長              村田 研一                                                                                       

副会長             下山 徹哉                                                       

幹事               沼田 常好 

直前会長            今村 靜男 

クラブ奉仕委員長    酒井 宏 

SAAプログラム委員長  宮本 伸司 

職業奉仕委員長    福田 武男 

社会奉仕委員長     五十嵐 桂一                    

国際奉仕委員長      五十嵐 宏                                       

会長エレクト      川端 清                                          

会計幹事       大澤 雅松 

大澤・五十嵐（宏）・五十嵐（桂）・福田・酒井・今

村・沼田・村田・下山・川端・宮本（敬称略）以上、

１１名を理事としてお願いしています。  

 12月29日、第14回理事会がANAクラウンプラザホテ

ル千歳例会場において理事等9名が出席して行われま

した。 

 

◇審議事項は、⑴ 「身体不自由により例会出席除外

者の会費等免除措置」については、細則第5条第2節

(d)を運用して本人及び家族の申請に基づき、理事会

で承認された場合に適用することに決定。⑵ 通常例

会時の昼食「バイキング方式」を今年度は継続するこ

とに決定。 

 

◇報告事項、⑴ 新年交礼会開催については親睦活動

委員会提案を実施。⑵ 来年3月11日開催の「東日本大

震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」の進捗状況を報

告。⑶ 会員の動向（入・退会情報）報告が確認され

ました。緊急動議として、3月のプログラム、3月8日

の夜間通常例会（千歳プロバスクラブとの合同例会）

第14回理事会の開催 

提 言 
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負担をすることを前提に千歳ロータリークラブ細則第

5条第2節会費（d）（特別な事情のある会員は、年間

会費を減額することができる）の条項を運用して、当

クラブ会員の要望を満たし、退会防止を図るものであ

る。 

 

【条 件】 

 細則を運用するに当たって、当該クラブ会員として

は、「ロータリー歴25年以上、年齢が75歳以上の会

員」であって、 

⑴ 退会の意志がなく、継続的な在籍意志が明確に認

識している。 

⑵ 例会等に出席意志があるが、体躯が不自由で自ら

行動が出来ない。 

⑶ 年会費等の減免を受けた場合、クラブが指定する

RI人頭分担金はじめ、地区の地区資金、その他必要

経費を納入することを同意している。 

⑷ 本人または家族から期日まで提出された書面を理

事会において審議し、承認されたとき。 

の条件を満たした場合、年会費等を減免する。 

 

【運用のための協議】 

 12月12日、西洋軒において、ロータリー情報・定款

細則委員会メンバーはじめ、現三役、次年度三役など

8名が出席して、当該会員に対する処遇改善の一環と

して、年会費等の減免措置の必要性について協議し

た。 

 佐藤秀雄PGはじめ、出席者が激論、長考の結果、当

クラブが2013年度規定審議会に「終身会員」を新設す

る立法案を提案していることを考慮し、以下の2点が

提案された。 

⑴ 千歳ロータリークラブ細則第5条 第2節（d）に基

づき、「特別な事情のある会員は、その年会費を減

免することができる」を運用し、細則の改定をしな

い。 

⑵ 当該会員およびその家族から「年会費減免申請

書」の提出を受け、理事会において細則第5条第2節

(d)を適用の是非を決定する。 

⑶ 理事会におい上記の条件を満たした会員は当分の

間、年４万円とする。 

 

 12月29日開催の第14回理事会において審議事項「身

体不自由により例会出席除外者の会費等の減免措置に

ついて」が提案され、出席理事全員の賛成で承認さ

れ、同日開催の例会（年次総会）において幹事から報

告された。 

（酒井幹事）  

 

1/19 (木) 通常例会「クラブフォーラム」 

（担当：クラブ奉仕委員会） 

1/26 (木) 夜間通常例会 

(担当：出席・資料管理委員会) 

2/2 (木) 通常例会 

（担当：職業奉仕委員会） 

   

スケジュール 

村田 研一 会長ノミニー 

 2012年度～2013年度の当クラブの理事が決定いたし

ました。理事の皆様、宜しくお願いいたします。 

 

五十嵐 桂一 会員 

 社会奉仕委員会での募金に皆様にご協力を頂きあり

がとうございます。残り半年間もよろしくお願いしま

す。 

 

福田 武男 会員 

①なかなか出席できず申し訳ありません 

②我が社のスタッフの葬儀に供花を頂き、誠に申し訳

なく、ありがとうございました。 

 

中山 和朗 会員 

 都さんに、久し振りにご挨拶されました。 

 

藤川 俊一 会員 

 今週初めの降雪で、除雪全車が出動いたしました。

来年３月までよろしくお願いいたします。 

 
五十嵐 宏 会員 

 うちの奥さんの誕生日に、お花をありがとうござい

ました。また、孫の“あいちゃん”が藤女子大のお姉

さん達と舞台で存分に踊って大変喜んでいました。 

 

宮本 伸司 会員 

 今年一年、ニコニコBOXへのご協力、ありがとうご

ざいました。  

 

下山 徹哉 会員 

 １月１日付で総支配人を拝命いたしました。 

 

新年度理事 １１名                  29,000円 

 

今 回：６４．２％（12月29日＝34／53、実数） 

確 定：８４．９％（12月15日＝45／53、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

 ニコニコ集計 ８名  合計  17,000円 

 本日のニコニコ集計  合計 46,000円 

ニコニコＢＯＸ 

難しい問題で頭を抱えています  


