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藤本会長方針

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

「学びと実践」
ロータリー創立日
千歳ＲＣ創立日

1905年2月23日
1967年4月26日

～6月はロータリー親睦活動月間～

本日の例会( ６月25日 第52回）

さよなら例会

担当：親睦活動、SAA・プログラム、出席・資料管理委員会

第51回（通算2379回）例会報告
日時：2015年6月18日（木）12：30～13：30
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル
プログラム：年次報告②
担当：三 役
司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 喜多 康裕 委員
四つのテスト：職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長

会長挨拶(藤本

敏廣

年次報告

藤本会長の司会・進行により、先週に引
き続き、各委員長から活動報告を発表し
て頂きました。

会長)

１.クラブ奉仕委員会

こんにちは。今日の挨拶は当初、考えてい
た事とは少し変更します。私は本日の例会場
に一番早く来たのですが、中村 堅次パスト会
長が5ヶ月振りに元気なお姿で入ってってきて
下さった事が最高に嬉しかったです。皆さん
も、これから健康には留意されてご出席をよ
ろしくお願い致します。
6月11日、千歳プロパスクラブの定期総会
及び懇親会が開催されましたが、私は出席出
来ず、五十嵐 宏 副会長に出席して頂きました。五十嵐 宏 副会長
有り難うございました。千歳プロパスクラブの新会長には、守田
勝栄 様が、幹事長には南雲 公夫 様が就任されました。千歳プロ
パスクラブの次年度会長、幹事長が本日、来訪されるというお話
だったのですが、来週のさよなら例会にご出席頂ける事になりま
した。
6月12日にはＲＩ第2510地区第7グループの新旧の会長・幹
事会そして次期ガバナー補佐の引き継ぎをして参りました。次年
度のガバナー補佐には千歳セントラルRCの坂井治さんが決定して
おります。
本日は先週に引き続き、各委員会の年次活動報告をして頂きま
す。委員長の皆さまよろしくお願いします。

幹事報告(五十嵐

桂一

藤井

雅一

委員長

２．クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会 前田

幹事)

１．羽部ガバナーの強い意向で作成された
地区誌を5冊クラブで購入しました。全て事
務局にて保管しますので、今後の活動など
にお役立て下さい。
２．来週はいよいよ藤本年度の最終例会で
す。事務局から出欠を問い合わせておりま
すが、未回答の会員はよろしくお願いしま
す。
３．先 月 の 恵 庭 RC の 創 立 45 周 年 記 念 式
典、今月の北広島RC主催のIMの記念品を預
かっております。全員登録ですので、当日行かれなかった会員も
お受け取り下さい。
４．本日、午後から皆さまに3名の新入会員の会員選挙のための
FAXを通知します。沼田年度のスタートに向けた準備ですが、
問題が無いようでしたら来週のさよなら例会にその3名をご招待
する予定です。
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３．職業奉仕委員会

浅利

美恵子

４．社会奉仕委員会

大西

信也

委員長

５．環境保全委員会

平間

和弘

委員長

浩志

委員長

http://www.chitose-rc.jp

委員長

６．青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多

康裕

委員長

次年度へ向けての激励の言葉がアクトメンバーに贈られました。
千歳ＲＡＣの皆さん、1年間お疲れ様でした。次年度も若さと行
動力を発揮し、地区アクト活動の原動力として明るく元気に活動を
頑張って下さい。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

2015～16年度「第２回委員長会議」開催報告
７．ロータリー財団・米山記念奨学委員会 藤川 俊一

委員長
平成27年6月19日(金) 18:30～20：30からANAクラウン
プラザホテル 11Fアストラルにおいて次年度三役をはじめ、各
委員長など12名の出席のもと、次年度「第2回委員長会議」が開
催されました。
進行 藤川 俊一 次年度幹事

８．副会長 五十嵐

宏

藤川幹事の司会進行のもと、「第2回委
員長会議」が進められました。

PC

沼田

９．会長 藤本

常好

会長エレクト

挨拶

次年度の会長方針は「利己と利他の調和
の元、共に楽しく歩む」です。この方針の
基、会員相互の交流を促進し、より楽しい
例会運営に取り組む為、各委員会委員長の
皆さまご協力をお願いしますと、ご挨拶頂

敏廣
※活動報告の最後に藤本会長より、年
次報告を頂きました。

きました。
本会議の審議事項として、①組織図の確認②年間プログラムに
ついて、藤川 次年度幹事より説明がありました。続いて、各委
員会の活動計画について各委員長より「基本方針」と「具体的活
動」についての報告がありました。

2014-15年度の会長方針を「学びと
実践」と掲げて活動を展開して参りまし
た。そ の 中 で も「例 会 の 出 席 率 の 向
上」､「会員の退会防止」を常に考えな
がら、委員会活動がより活発化するよう力を注いできました。そ
して会員各位がその趣旨を十分にご理解頂いた事で、クラブ会員
が一丸となり、諸事業に邁進し、満足の出来る成果を上げる事が
出来たと感じています。また、若い世代の新会員8名を迎え、クラ
ブ活動がより活性化された事も大変嬉しく思っております。これ
からもロータリアンひとり一人が、個人として、また事業及び社
会生活を通じて、日々奉仕の理念を学び、育むと同時に行動に移
して頂きたいと思っております。
最後になりますが、一年間全ての諸事業に、きめ細かく運営を
して頂いた五十嵐宏副会長、五十桂一幹事には大変お世話になり
ました。また、理事、委員長、会員の皆さまに対しましては、一
年間様々な場面で盛り上げて頂き心より感謝申し上げます。千歳
ロータリークラブの更なる発展と、今後も皆さまにとりまして意
義ある、実り多きクラブ活動になる事を心より祈念し、報告とさ
せて頂きます。ありがとうございました。

～詳しくはホームページをご覧下さい～

ニコニコBOX
１．千歳ライオンズクラブ 中田 敬一 会員 千歳RC会員の方々より、
沢山仕事を頂きありがとうございます。２．大西 信也 会員 無事一年
間、社会奉仕委員長の役を終える事が出来ました。次年度は副会長です。
３．浅利 恵美子 会員 本日、職業奉仕委員会の報告をさせて頂きます。
一年間ありがとうございました。４．前田 浩志 会員 本日、委員会報告
させて頂きます、一年間ありがとうございました。５．須川 美和 会員
クラブ会報のホームページ担当も残すところ2回となりました。クラブ会報
委員会の皆様ありがとうございました。(６．五十嵐 桂一 幹事 PC中村
堅次先生、お帰りなさい。７．福田 武男 PC サンパウロ世界大会に
行ってきました。地区職業奉仕の活動が無事終了しそうです。８．稲川 和
伸 会員 資産管理法人を設立しました。川端PC、アドバイスありがとう
ございました。９．腰越 くり子 会員 先月、マッコリソムリエを取得し
ました。しかも本場ソウルでMARSは大丈夫です。１０．藤本 敏廣 会長
PC中村堅次先生、本日の例会出席有り難うございます。一年間ありがとう
ございました。１１．阿部 正信 会員 息子が婚約いたしまして結婚が決
まりました。１２．斉藤 えみ子 会員 親睦活動委員長として最後のニコ
ニコBOXです。ありがとうございました。１３．山中 正一 会員 クラブ
会報前田委員長、一年間ありがとうございました。１４．藤井 雅一会員
一年間、ありがとうございました。１５．伊藤 一三 会員 出席・資料管
理委員会委員長として一年間やってきましたが会員の皆様・委員会の皆様の
協力で無事終了出来そうです。ありがとうございます。１６．武石 忠俊
PC ローターアクトの委員として、協力が足りず申し訳なく思っていま
す。 １７．五十嵐 宏 副会長 一年間、藤本会長に対し、ご協力頂きまし
て、ありがとうございました。１８．藤川 俊一 会員 ロータリー財団・
米山記念奨学委員会委員長として、一年間お世話になりました。 １９．中
村 堅次 PC 女房の誕生日のお花有り難う。入院時には、お見舞いありが
とう。大分、回復してきたのでもう少しロータリー活動したいと思いますの
でよろしくお願いします。２０．長澤 邦雄 PC 千歳駒そば愛好会の会長
を体力・知力・気力減退で末廣PCに代わって頂きました。第26回駒そば愛
好会が6月17.18日両日盛大に開催されました。

千歳ＲＡＣ第17回定例会参加報告
6月18日（木）19時より、ANAクラウンプラザホテル千歳に
て今年度最終となる千歳ＲＡＣ第17回定例会が開催されました。
今回は、共同提唱三クラブの千歳ＲＣより4名、千歳セントラルＲ
Ｃより6名、恵庭ＲＣより6名の会員と、千歳ＲＡＣからはメン
バー8名が出席されました。
◇2014-15年度活動報告（北村 秀美 会長より）
本日の今年度最終の定例会では北村会
長より2014-15年度の活動報告として
1年間の活動をパワーポイント形式で紹
介して頂きました。年度の前半は何もか
も自分で抱えていて大変だったそうです
が、年度終盤になってメンバーに色々な
事をお願いして、やって頂く形が取れる
ようになり、スムーズな活動が出来るよ
うになったとの報告がありました。
◇共同提唱三クラブ代表より激励の言葉
定例会の終わりには、千歳ＲＣの喜多 康裕 委員長、恵庭ＲＣの
敦澤 君治 会長エレクト、千歳セントラルＲＣの岩下 誠 委員長、
そして最後に地区ローターアクト委員長の坂井 治 様より今年
度の千歳ＲＡＣの活動に対する講評がなされ、労いの言葉と共に

本日のニコニコ集計 ２０名

７４，０００円

出席率
今回：69.6％（6月18日＝39／56 実数）
確定：91.2％（6月 4日＝52／57 うちMu０名）
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