
    ７７７７・・・・８８８８    月月月月            活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：    千歳千歳千歳千歳 RACRACRACRAC                    

主な活動 
7 月…定例会 1 回、合同移動例会 3 回 

8 月…定例会 2 回、千歳市民納涼盆踊り 

 

提出日：   
活動名 定例会定例会定例会定例会・・・・移動例会移動例会移動例会移動例会・・・・おおおお祭祭祭祭りりりり出店出店出店出店    

担当委員会： 

    

7777 月月月月 10101010 日日日日    第第第第 1111 回定例会回定例会回定例会回定例会        場所場所場所場所：：：：レストランインターレストランインターレストランインターレストランインター    「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり出店提案出店提案出店提案出店提案・・・・承認承認承認承認」」」」    

    今年度初の定例会だったので新役員の挨拶から始まり、8 月の千歳市民納涼盆踊り大会の出店の 

準備の役割分担や出店品について話し合いました。 

本日はオブザーバーも 4 名出席で、ビジターさんも多数出席頂き、計 35 名もの賑やかな例会に 

なりました。 

    

7777 月月月月 13131313 日日日日    おんこおんこおんこおんこ祭祭祭祭    場所場所場所場所：：：：サッポロビールサッポロビールサッポロビールサッポロビール庭園庭園庭園庭園（（（（恵庭恵庭恵庭恵庭））））    

    恵庭 RC が恵庭市のお祭り「おんこ祭」への出店のお手伝いへ、恵庭のメンバーを中心に 

お手伝いへ行きました。  

    

7777 月月月月 15151515 日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：ホテルホテルホテルホテル日航千歳日航千歳日航千歳日航千歳    「「「「千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊りりりり前売前売前売前売りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」    

    8 月の千歳市民納涼盆踊り大会出店の準備資金のための前売りチケットを販売するため、 

提唱 RC の例会へ出席させて頂きます。 

今年度より提唱クラブとなる、千歳セントラル RC へ出席させて頂きました。 

ホテルのテラスでの焼肉の形式で、私達アクターをとても暖かく迎えて下さり、チケットも多数 

購入頂き、色々なお話も聞かせて頂き、学生のみんなもとても勉強になったと喜んでいました。 

            
  

7777 月月月月 23232323 日日日日    合同移合同移合同移合同移動例会動例会動例会動例会    場所場所場所場所：：：：キャッスルキャッスルキャッスルキャッスル恵庭恵庭恵庭恵庭    「「「「千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊りりりり前売前売前売前売りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」    

    前売りチケット販売へ恵庭 RC の例会へ出席させて頂きました。 

楽しいクイズ大会や競馬ゲーム等にも参加させて頂き、景品も頂きました☆ 

交換留学生の子とも触れ合え、貴重な経験も出来ました。 

    

7777 月月月月 24242424 日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：キリンビールキリンビールキリンビールキリンビール園園園園    「「「「千歳市民納千歳市民納千歳市民納千歳市民納涼盆涼盆涼盆涼盆踊踊踊踊りりりり前売前売前売前売りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」    

    千歳 RC の移動例会はキリンビール園での焼肉でした。 

完売を目標にみんなで一テーブルずつ販売お願いへ周り、ほぼ皆様が購入してくれて☆ 

目標達成のチケット完売が出来ました☆ 

    

    

8888 月月月月 14141414 日日日日    第第第第 2222 回定例会回定例会回定例会回定例会    場所場所場所場所：：：：レストランインターレストランインターレストランインターレストランインター    「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり出店準備出店準備出店準備出店準備・・・・確認確認確認確認」」」」    

    盆踊り出店での、役割分担確認や備品準備、目標販売数などの最終確認をしました。 

去年とは少し違う役割分担や、今年初参加のメンバーも多かったので、スムーズに準備・販売が 

行えるように、みんなで確認をしました。 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

8888 月月月月 20202020 日日日日    千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊りりりり出店出店出店出店    場所場所場所場所：：：：千歳市千歳市千歳市千歳市グリーンベルトグリーンベルトグリーンベルトグリーンベルト    

    千歳市の大きなイベントの一つでもある、市民納涼盆踊りの出店をしました☆ 

販売品目は焼き鳥・フランクフルト・焼きマシュマロ・ビール・ジュースでした。 

買い出しから、炭おこし、セッティング、販売と、普段は経験出来ない事なのでとても貴重な 

体験だと思います。ピーク時には RC の方達も販売にお手伝い頂き、無事に完売する事が出来ました。 

千歳市民の方へ RAC を知って頂くチャンスでもあるので、嬉しいです。 

    

            
    

    

8888 月月月月 28282828 日日日日    第第第第 3333 回定例会回定例会回定例会回定例会    場所場所場所場所：：：：レレレレストランインターストランインターストランインターストランインター    「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり出店報告出店報告出店報告出店報告・・・・次年度提案次年度提案次年度提案次年度提案」」」」    

    盆踊り出店を終えての収支報告や、来年へ向けて、今回の反省や感じた事、来年に活かせる事などを 

みんなで意見を出し合いました。盆踊り出店での収入は奉仕活動時等に使用するための収入なので 

より効率が良く、多くの活動が出来るよう、収支のバランスも話し合いました。 

販売品目についても色々な提案や意見が聞けて、とてもよかったです☆ 

    

    

    

 

 

参加者数 ＲＡＣ：   名  ＲＣ：   名  その他：   名 

参加者からの 

感想他 

「盆踊り出店」と言う一つの目標に向かって、みんなで考えたり、実行したり、 

同時に RC の例会へもみんなで出席させて頂き、大人の方達と交流も出来、 

勉強になる事も多く、活動を通してアクターやロータリアンの方々との親睦を 

深める事が出来るのはとてもいい経験だと思います。 

会員増減 先月 男性 5 名、女性 9 名 今月 男性 6 名、女性 12 名 

新会員 

吉岡 毅さん 

斎藤 華月さん 

東谷 真希子さん 

喜田 真優子さん 

 

他クラブへの募集、

宣伝等 

 

 

報告者名 

連絡先 

福田 美里 

TEL0123-26-1163 FAX0123-26-1165 

chitose@bellclassic.co.jp （会社） 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    齋藤齋藤齋藤齋藤    麻紀麻紀麻紀麻紀    

FAXFAXFAXFAX    ０１２３０１２３０１２３０１２３－－－－２３２３２３２３－－－－２１１２２１１２２１１２２１１２    

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    iwasaki@e-fujiya.com 

 

 

 



    9999・・・・１０１０１０１０月月月月            活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：    千歳千歳千歳千歳 RACRACRACRAC                        

主な活動 
9 月…定例会 1 回、移動例会 1 回、合同移動例会 1 回 

10 月…定例会 1 回、理事会 1 回、RAC 協議会、RC 地区大会、学園祭お手伝い 

 

提出日：   
活動名     

担当委員会： 

    

9999 月月月月 4444 日日日日    移動例会移動例会移動例会移動例会        場所場所場所場所：：：：千歳神社千歳神社千歳神社千歳神社    「「「「千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃」」」」    

    9 月 1 日～3 日までの千歳神社祭後の清掃を RAC「社会奉仕委員会」中心に毎年行います。 

朝 5：30 に集合し、千歳神社周辺をみんなで手分けして 1 時間程集めると、結構な量になります。 

雨上がり後で気温も低く、寒い中でのゴミ拾いでしたが、千歳市地域の色々な方々も活動していて、 

きれいになった神社周辺は気持ちよかったです☆ 

千歳 RC の方々も多数お手伝い頂き、終了後には千歳 RC 会長さんよりおにぎりとお茶を全員分 

頂きました。出来たてのおにぎりとても嬉しかったです。 

    

9999 月月月月 7777 日日日日    RCRCRCRC 行事行事行事行事「「「「小学生写生大会小学生写生大会小学生写生大会小学生写生大会」」」」おおおお手伝手伝手伝手伝いいいい    場所場所場所場所：：：：千歳千歳千歳千歳サーモンパークサーモンパークサーモンパークサーモンパーク    

    千歳 RC の企画行事。千歳市内の全小学校から集まった小学生の子達が千歳川付近のサーモンパーク

敷地内にて写生をし、後日、千歳のポスフールへ展示されます。写生日集まった小学生の子達へ 

名前の受付けをしたり、画用紙を配ったりのお手伝いをします。 

    

9999 月月月月 11111111 日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：ANAANAANAANA クラウンプラザホテルクラウンプラザホテルクラウンプラザホテルクラウンプラザホテル    

    「「「「千歳千歳千歳千歳 RCRCRCRC・・・・千歳千歳千歳千歳セントラルセントラルセントラルセントラル RCRCRCRC・・・・千歳千歳千歳千歳 RACRACRACRAC のののの親睦会親睦会親睦会親睦会」」」」    

                
3 クラブの親睦を深めるため企画された会へみんなで出席させて頂きました。 

各クラブ会長挨拶ではこれからの親睦についてや、目標等を発表し、アクターが一人ずつ抱負等を含め

た自己紹介をしたり、ジャンケンゲームをしたりと、とても楽しい会でした。 

普段、交流する事が出来ない方々との交流や、ボランティア活動のご紹介や協力をして下さる方も多

く、とても貴重な経験でした。 

            

9999 月月月月 25252525 日日日日    第第第第 4444 回定例会回定例会回定例会回定例会        場所場所場所場所：：：：レストランインターレストランインターレストランインターレストランインター    「「「「年間行事予定年間行事予定年間行事予定年間行事予定・・・・予算案改定提案予算案改定提案予算案改定提案予算案改定提案」」」」    

    今年から提唱頂くクラブが増え、出席させて頂く合同例会が増えるため、貴重な経験も増えますが、

再度、今年度の活動経費や予算について話し合いをし、みんなに承認を頂きました。 

出席率を上げるためにも、みんながより出席しやすい時間の定例会設定や、回数等も話し合いました。 

    

10101010 月月月月 5555 日日日日    千歳千歳千歳千歳いずみいずみいずみいずみ学園祭出店学園祭出店学園祭出店学園祭出店おおおお手伝手伝手伝手伝いいいい    場所場所場所場所：：：：千歳千歳千歳千歳いずみいずみいずみいずみ学園学園学園学園    

    

            
千歳市障害者雇用施設「千歳いずみ学園」祭のお手伝いは毎年恒例ですが、今年は去年と形式が変

わり、学園施設内のお庭で、特設ステージや出店が並び、色々なプログラムでした。 

私達はフランクフルト販売を担当し、完売出来ました☆ 生徒さん達のヨサコイや車イス体験・妊婦

体験と、色々な企画があり、生徒さん達もご家族の方もみんなとても楽しそうでした☆ 

天気も晴天で楽しい一日でした☆ 



    

10101010 月月月月 7777 日日日日    第第第第 1111 回回回回    理事会役員会理事会役員会理事会役員会理事会役員会    場所場所場所場所：：：：千歳平安閣千歳平安閣千歳平安閣千歳平安閣    

    RAC の活動の充実化やスムーズな進行が出来るよう、月 1 回会長・副会長・幹事・会計・クラブ奉

仕委員会・社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・専門知識開発委員会の各委員長・提唱 RC クラブ RAC

委員長が集まり、より深い話し合いを進めたいと思い、第 1 回目は、各委員会の今年度の活動内容や活

動目標、必要経費等についてや、前回の定例会で話し合った内容の確認、早めの次年度役員候補の話し

合い等をしました。 

    

10101010 月月月月 11111111 日日日日    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2510251025102510 地区地区地区地区 RACRACRACRAC「「「「第第第第 36363636 回地区協議会回地区協議会回地区協議会回地区協議会」」」」    場所場所場所場所：：：：函館函館函館函館    五島軒本店五島軒本店五島軒本店五島軒本店    

            
函館クラブさんがホストでした。3 名で協議会の内容や準備を進められ、すごいなと思いました。 

第 2510 地区のクラブが集まり、各クラブの例会についてや、RC との交流について、活動内容や 

提唱クラブに望む事の項目に基づき、各クラブ発表し合いました。 

活動内容も各クラブ様々で、とても興味深かったです。発表方法もみんな工夫を凝らしていて、写真

など見ながら活動内容の説明をしていたクラブはとても分かりやすく、発表方法の参考にさせて頂こう

と思いました。  

協議会後の懇親会や二次会では、各クラブの方々との親睦や交流が出来、楽しかったです☆ 

    

10101010 月月月月 23232323 日日日日    第第第第 5555 回定例会回定例会回定例会回定例会    場所場所場所場所：：：：レストランインターレストランインターレストランインターレストランインター    「「「「ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト勉強会勉強会勉強会勉強会」」」」    

    新会員や必携に基づいた活動についての見直しのため、千歳 RAC の、会員増強活動にとても一生懸

命取り組まれていた RC の方に、講師として例会にお越し頂き、RAC の歴史や主な奉仕活動などに 

ついての卓話をして頂きました。 

初めて知る事も多く、とても興味深かったです。 

その後、「飛んでけ車イスの会」の方に主な活動についての DVD を見せて頂きました。 

千歳 RAC でも何か協力出来る活動があるか、みんなで検討する事にしました。 

        

10101010 月月月月 26262626 日日日日    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2510251025102510 地区地区地区地区 RCRCRCRC「「「「地区大会地区大会地区大会地区大会」」」」    場所場所場所場所：：：：ロイトンロイトンロイトンロイトン札幌札幌札幌札幌    

         
会長・幹事補佐で RC 地区大会へ参加させてもらいました。展示物の紹介等のお手伝いをしました☆ 

バーンサバイへ寄付をしました☆    

  

参加者からの 

感想他 

人数の増加は活動の幅の拡大にも繋がるので、とても嬉しい事ですが、みんなの

意見をまとめ、色々な事にチャレンジする際には、定例会の限られた時間だけで

は、まとまりきらなくなる事もあると思い、月 1 回の RAC 理事会を開く事を 

提案しました。 より充実した活動や親睦が出来るよう、みんなで色々な事に 

チャレンジして行きたいと思ってます。 

会員増減 先月 男性 6 名、女性 12 名 今月 男性 6 名、女性 12 名 

新会員 近藤 亜紀さん退会 丹野 夏海さん新入会 

報告者名  

連絡先 

福田 美里 

TEL0123-26-1163 FAX0123-26-1165 

chitose@bellclassic.co.jp （会社） 

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    齋藤齋藤齋藤齋藤    麻紀麻紀麻紀麻紀    FAXFAXFAXFAX０１２３０１２３０１２３０１２３－－－－２３２３２３２３－－－－２１１２２１１２２１１２２１１２    EEEE----MAILMAILMAILMAIL    iwasaki@e-fujiya.com 


