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千歳ロータリークラブ会報 

藤 本 会 長 方 針 

「学びと実践」 
会 長 藤本 敏廣    副会長 五十嵐 宏    幹 事 五十嵐 桂一 

会長エレクト 沼田 常好    会 計 藤川 俊一   

第2510地区ガバナー 羽部 大仁 第７グループ・ガバナー補佐 菊池 重敏 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

本日の例会（７月１７日 第３回）夜間移動例会（ハウベ：千歳ＲＡＣ合同）       担当：親睦活動委員会 

２０１４年７月１７日 

第３号 （通算２２０６号） 

第２回（通算２３３０回）例会報告  

日時：2014年７月１０日（木）1２：30～1３：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  

プログラム：通常例会（年度計画発表②）      

担当：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 佐々木 金治郎 委員 

四つのテスト：ロータリー情報・定款細則委員会 

                  福田 武男  委員   

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

会長挨拶（代理：五十嵐 宏 副会長） 

～７月はロータリー親睦推進月間～    

出席率 

今回：56.1％（  7月10日＝32／57、実数） 

確定：83.0％（  6月26日＝44／53､うちMu0名） 

 本日は、藤本会長が病院で定期検査

の為、代わりにご挨拶させて頂きま

す。まず、8日の火曜日に9月の地区

ロータリーデイの「収穫祭」の為の草

取り作業に10名のご参加を頂きまして

有り難うございます。これで立派な野

菜が多く収穫出来る事と思います。 

  

 本日の例会では前回の例会に引き続

き、今後の活動計画について各委員長

に発表して頂きます。本年度の藤本会長の基本方針は「学

びと実践」であります。これまで各委員長が委員会を開催

して、委員会メンバーに1年間やるべき事、基本方針や計

画について事前に説明しておられるかと思いますので、理

解して頂いていると思っております。 

  

 これから1年、皆さまに色々な形でご協力をよろしくお

願い申し上げ、ご挨拶と致します。 

お客様紹介（五十嵐 桂一 幹事） 

 

 

 

 

 

 

 
  

 本日のお客様は、ＲＩ第2510地区 第7グループガバ

ナー補佐の菊池 重敏 様（北広島ＲＣ）です。 

 ①先週の幹事報告において、今週の例

会は美容室前のいしかりの間で行う旨お

伝えしておりましたが、台風8号の影響

で、幾つもの例会場が使用出来る事にな

りましたので変更して開催しておりま

す。また台風関連でRI日本事務局から各

クラブの判断で今週の例会は休会にして

も構わない、との通知を受け取りました

が、千歳の場合は該当しないので予定通

りの開催です。 

②事務局では委員会活動費の精算業務を

開始しております。各委員長にはお知らせしておりますが、藤本年

度は委員会活動を重視する方針をとっておりますので、2回以上の

開催でも1委員の出席にあたり2,000円を上限にクラブから補助が

有ります。今後も活発な委員会活動をお願いします。 

③本日の例会で藤本年度の各委員会活動計画発表が終了する予定で

す。前年度の決算もまもなく終了すると聞いておりますので、予算

書と各委員会の活動報告（前年度分）活動計画（今年度分）をまと

めて印刷し、例年通り今月末もしくは来月初旬に皆さまにお渡し致

します。 

④17日の夜間移動例会は、キリンビアレストラン「ハウベ」で行

います。移動手段は今週月曜日にメールまたはFAXにて皆さまにお

知らせしましたが、再度報告します。会場に直接行かれる方は飲酒

運転にならないよう十分なご配慮をお願いします。タクシー移動は

当ホテルを18時15分に出発しますので、18時10分までにはロ

ビーへの集合をお願いします。時間厳守です。また、当日は千歳Ｒ

ＡＣのメンバーが盆踊りのチケット販売を行う予定です。積極的に

ご協力下さいますようお願いします。 

⑤8日に社会奉仕委員会がロータリーデイの準備作業として畑の草

取り作業を行いました。おそらく今後も何度か行うと思いますの

で、所属委員会にかかわらず、皆さまの積極的参加をお願いしま

す。 

いております。 

 私は3分、5分、10分間、45秒と

時間別のご挨拶を用意させて頂いて

おりますが、今日は藤本会長ご不在

との事ですし、年度活動計画発表と

の事でスケジュールが一杯でしょう

から、45秒の挨拶で失礼させて頂き

ます。 

  

 ガバナー公式訪問に関してですが、千歳ＲＣの場合は9

月予定でございますので、まだ余裕があります。その間に

何度か訪問させて頂き、ガバナーを迎える為に皆さまと準

備をさせて頂きたいと思っております。今後共、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

ＲＩ第2510地区第7グループガバナー補佐挨拶（菊池 重敏 様） 

 こんにちは。千歳ロータリークラブの例会には川端年度

の6月19日の例会時にお邪魔しまして、今日が2回目で

す。親しみを感じながら訪問させて頂いております。ガバ

ナー補佐としての年度が始まりまして、例会出席も2回目

でありますが、補佐としてまだ日が浅く、こうした訪問は

慣れていないので、胸をドキドキさせながら訪問させて頂
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ニコニコＢＯＸ 

1．村上 倫行 会員 ①妻の誕生日にお花有り難うございます。し

かし横浜に行っており、不在でした。②新入会員の皆さま、入会

有り難うございます。③大西委員、会員増強セミナーよろしくお

願いします。2．榊原  潤 会員 妻へバースディフラワーバス

ケット届きました。有り難うございます。3．大澤 雅松 会員 先

日、千歳高校定時制で職業講話をして、千歳民報に載りました。

来週、土曜日は千歳民報市民納涼花火大会です。晴天になる予定

です。4．五十嵐 桂一 幹事 菊池ガバナー補佐ようこそ。仕事の

都合で途中退席します。5．菅原 正行 会員 1年間、国際奉仕委

員会をよろしくお願いします。6．腰越 くり子 会員 入会後、初

の奉仕活動に参加しました。農家の方々のご苦労や物を作る大変

さが分かりました。7．浅利 美恵子 委員 職業奉仕委員長、1年

間よろしくお願いします。8．中山 和朗 ＰＣ 健康委員会、よろ

しくお願いします。 

本日のニコニコ集計８名 合計１４,０00 円  

⑥本日、地区職業奉仕委員長の福田 武男 パスト会長が出席されてお

りますので、地区の委嘱状をお渡ししたいと思います。本日いらっ

しゃっております、菊池ガバナー補佐よりお渡しして頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※菊池ガバナー補佐より委嘱状が手渡されました。福田ＰＣ、1年

間頑張って下さい。 

委員会報告（大西 信也 委員長） 

社会奉仕委員会より 
 会長の伝言と幹事報告にもありました

が、先日8日火曜日に9月18日の「ロー

タリーデイ収穫祭」に向けた準備作業と

して、草取り作業を行いました。急なご

連絡にも関わらず、晴天の暑い中、10

名の会員に参加して頂きました。有り難

うございました。9月18日に収穫した野

菜の収益金は地区のポリオ撲滅運動に使

わせて頂く予定です。今後ともよろしく

お願いします。 

年度計画発表② 

 7月8日の火曜日に

9 月 18 日 の ロ ー タ

リーデイ「収穫祭」

に向けた準備作業と

して、草取り作業を

実施ました。晴天の

暑い中、10名の会員

に参加して頂きまし

た。 

 

※作業の様子です。大西委員長がにこやかに作業されていますね。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

（各委員長からの計画内容の詳細については、今年度発行の年度

計画書をご覧下さい。） 

 

健康委員会 中山 和朗 委員長 

会員増強委員会 村上 倫行 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 前田 浩志 委員長 

社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全委員会 村上 倫行 副委員長 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 藤川 俊一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ第２５１０地区 職業奉仕委員会 福田 武男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ロータリーデイ「収穫祭」に向けた草取り作業実施報告 
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