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暗いニュースが多い年でしたが、ご家族を含めて本当

に楽しいひと時でした。 

 今村年度も半年が過ぎようとしており、クラブ運営

に関する検証の一つとして、先般、例会時昼食のバイ

キング方式についてアンケートを実施致しましたが、

その結果についてご報告させていただきます。例会時

アンケート提出数28名、ＦＡＸでのアンケート回答数

6名、合計34名の回答では、「継続」が19名

（55.9％）「中止（従来通り例会場で）」が15名

（44.1％）と言うことで、若干、「継続」が「中止」

を上回っている結果となりました。今回のアンケート

では「継続」が多いからそのままバイキングを続ける

ということではなく、アンケート結果を踏まえて検討

し、ＡＮＡホテル様とも協議をして決定したいと考え

ています。もう少しお時間をいただきたいと思ってい

ます。 

 皆さんには既にお話をしておりますが、来年3月11

日に「東日本大震災『絆の結ぶ♥あったか千歳』」

チャリティイベントを千歳セントラルRCと共催で行う

ことにつきまして、実行委員会を作り、これまで3回

にわたり協議して参りました。東日本大震災の被災地

にはいろいろな形で支援活動がされていますが、被災

を受けた方、放射能汚染から逃れるために千歳に避難

してきた22世帯60名の方々に二つのロータリークラブ

がタッグを組み、避難者支援をしたいということで協

議を進めております。会員の皆さんには、改めて、具

体的な避難者支援活動へのご協力をお願い致しますの

で、よろしくお願いします。 

 今月20日、会員増強委員会（佐々木昭委員長）が西

洋軒で開催され、会員増強のためのグループ別特別委

員会による活動結果が報告されました。三上洋氏、斉

藤えみこ氏、南雲州冶氏の3名の入会が決定しまし

た。その他に入会したいという意思表示のある方がお

りますので、決まり次第、お知らせいたします。佐々

木委員長を中心に委員会メンバー、グループ別特別委

員会が積極的に活動していただいた結果で、死亡によ

る退会などを補填していただけるということです。感

謝申し上げます。本年実施しました会員増強のための

 

 

 

 

 

 

会長 今村 静男 
 

 先週の「クリスマス家族例会」で

は、奥様をはじめお子さんにお孫さ

んなど多くのご家族のご出席をいた

だき、久し振りに楽しい例会がで

き、「家族月間」にふさわしい例会

でした。また、会員皆さんのご協力

に感謝いたします。 

 「クリスマス家族会」では、千歳

市奨学基金への寄付やニコニコＢＯ

Ｘへのご協力をいただきましたことに心から感謝申し

上げます。詳細につきましては、後ほど親睦活動委員

会から委員会報告がありますので私からは割愛します

が、会員はじめご家族のご協力によるものと感謝の気

持ちでいっぱいです。今年も残すところ10日を切り、
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活動を継続的に行うことが大切であり、常にアンテナ

を張っていただきたいと思っています。 

 この半年を振り返ってみますと、本当に早いものだ

と感じています。何かバタバタしている感があります

が、輝かしい新年を迎えたいものと思っております。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴ 米山記念奨学会寄付金事業への

協力について 

 2510地区から米山記念奨学会寄付

金依頼が来ています。当クラブで

は、会員一人2,000円（上・下期各

1.000円）の普通寄付をしています

が、地区では会員一人平均16,000

円の寄付を期待しています。皆さんのご協力をお願

いします。 

 

⑵ 元会員への対応について 

 先般、当クラブの第25代会長 高慶繁博氏のご逝去

に当たり、クラブ会員への「元会員死亡通知」の回

付をしないことでいろいろご意見をいただきまし

た。幹事として配慮がなかったことを反省し、今

後、クラブにおいて長年在籍し、貢献度の高い元会

員の訃報に当たっては、弔意を表すための心配りを

行うこととすることとします。次年度以降、三役引

き継ぎ事項とします。会員皆さんからの元会員の動

静等についての情報をお願いします。 

 

⑶ 風邪で例会を欠席されている会員がおられます。

健康管理にご留意下さい。 

 

～今村会長から委嘱状を授与～   

                                                              

 2012-2013年度国際ロータリー第2510地区ガバ

ナー補佐（第7グループ担当）委嘱状 

 

 

佐々木 昭 パスト会長 
 

 2012年度から2013年度の2510地区

地区ガバナー補佐を拝命いたしまし

た。委嘱状自体は紙で軽いものです

が、たいへん重い任務をいただきま

した。３日に静内

に行きオリエン

テーションを受け、その重要性を

再認識して来ました。千歳RCから

推薦を受けて任務に当たるのです

から、名を汚さぬよう遂行してま

いりますので、よろしくお願い致

します。 

 

 

 瀧澤 順久 会員からロータリー財団へ寄付金10万

円及び米山記念奨学会へ特別寄付金として10万円の贈

呈がありました。 

お礼の挨拶 

ロータリー財団・米山記念奨学

副委員長  木村 照男 
   

 瀧澤会員から特別寄付金を頂戴い

たしました。財団へ委ねさせていた

だきます。ありがとうございます。

今後とも皆様方のご支援をお待ちし

ております。 

 

幹事報告 

『２５１０地区ガバナー補佐』委嘱状授与 

「ロータリー財団寄付」及び「米山記念奨学

会特別寄付」の贈呈 

瀧澤会員から今村会長へ手渡し 

木村副委員長へ手渡し 
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2.01％の微増に転じています。本年9月末現在89,110

名で、15年前の1996年がピークで会員数は13万人でし

た。 

 2650地区（京都）にeクラブが誕生しています。41

名が会員になっており、そのうち60～70歳台19名が所

属しています。世界では5,450のeクラブが設立され活

躍しています。eクラブは、「例会場に集まって例会

をするのではなく、毎週木曜日なら木曜日の11時に原

則一時間、自宅あるいは職場のPC前に集まって、会長

から与えられた議題に対して自分の意見をメールで送

信する方法で行う」ことを言います。その日に都合の

悪い方は、その週のうちに返信しても良いことになっ

ています。 

 eクラブの課題はたくさんあります。地域社会の奉

仕活動は一堂に会して行うことが原則です。ガバナー

の公式訪問はどうするのか、地区大会、ガバナーエレ

クトが主宰する地区協議会、会長・幹事研修会、ガバ

ナー補佐会議等々はどうするのか、問題は山積されて

いると思われますが、世界では現実に5,450のeクラブ

が活動していますので、何らかの方法でクリアしてい

ると思われます。従いまして、これからのクラブの奉

仕活動は大きく変化せざるを得ないものと思っていま

す。クラブの仕組みも変化せざるを得ないのです。 

 北海道でもeクラブを誕生させるべきだという推進

派がいますが、現在行われているような、きめ細かな

例会は極めて難しいものと思っています。国際ロータ

リーの定款細則では、地区に２つまではeクラブを認

める決議が2010年度の規定審議会で通りましたので、

これからどんどん増えていくものと思われます。 

 福島グローバルRCは財団学友が中心となって11名で

設立され、30名を目標としています。郡山市に本部を

置き、年会費は年6万円、例会は夜間として19時から

20時まで、会場は神社をお借りして例会場としていま

す。今年度で3年目に入り、広範囲にメンバーがいま

すが、非常に出席率が高い。何故か、理由を調査した

結果は、「メンバーに会えるから」が一番多かったそ

うです。2時間も掛けて例会場に駆けつける会員もい

るとのこと。頭が下がる思いです。 

 さて、会員増強は人間の体で言えば血液です。この

血液が枯渇すれば人間として生きていけません。クラ

ブも同じで、組織を形成する個々の会員が減少すれば

組織として活動し運営することができません。クラブ

を解散するか、あるいは他のクラブと合併するしかな

いのです。当地区においても昨年度末には40数年継続

した羽幌RCがRIに解散・終結届けを出し、その活動は

終了しました。当クラブにとっても会員増強は喫緊の

課題であります。会員の高齢化が進んでおり、若い血

液を注入するしかありません。今、まさに会員増強委

員会を中心にしてチームを編成し、増強に力を注いで

いるところです。 

 世界恐慌とまでは行かないまでも、「市場」という

魔物に取り憑かれた世界経済は、一国の力によって健

全な経済運営が出来ない時代を迎えています。欧州に

おける国債の格下げ、アメリカの不況、日本の円高

等々、世界経済は「市場」によって左右され、大変な

不況下にあります。そういう中にあって、日本のロー

タリアンも会員の減少をみているわけですが、おそら

く日本においてもeクラブが頭角を現し、将来、大部

親睦活動副委員長 髙橋 都 
 

 15日のクリスマス家族会は皆様の

御協力により無事終わらせることが

できました。ありがとうございまし

た。景品73点と金券分6万1千円も協

賛していただき、参加はご家族も含

めて100名にも上りました。 

 ビンゴゲームの売上・232枚（@500円）116,000円は

千歳市奨学基金へ寄付しますが、来年1月12日の新年

交礼会に於いて山口市長へ贈呈の予定です。 

 また、ニコニコBOXへも42,000円のご協力をいただ

きました。ありがとうございました。最後にANAクラ

ウンプラザホテル千歳様の御協力にお礼申し上げま

す。 

佐藤 秀雄 パストガバナー 
 

〇第４０回 国際ロータリーゾーン１，２，３

研究会報告 

 
 11月23日（水）から26日（土）に

大阪国際会議場・リーガロイヤルホ

テルで開催されたロータリー研究会

についてお話しします。 

 11月23日（水）は財団セミナーで

全国の地区ガバナー、ガバナーエレ

クト、ガバナーノミニー、地区財団

委員長並びに財団学友コーディネー

ター等約200名が参加し、財団の現

状並びに未来の夢計画等の研修を行いました。 

 25日（金）・26日（土）は、9時から17時までロー

タリー研究会の本会議を約500名が参加して開催され

ました。最初に、カルヤン・バネルジーRI会長から

「一人一人が唯一無二の存在であるロータリアンは、

それぞれ語るべきストーリーをもっています。この研

究会では、仲間の声に耳を傾け、ご自分について、ま

た家族について語り合っていただけることを願ってい

ます。ロータリー活動の原点は家族にあります。マハ

トマ・ガンジーは、かつて次のように語りました。

『世界を変えたいと思うなら、まず自分自身を変えな

ければならない』と。喜びに満ち溢れた世界を願いつ

つ、今日、この研究会から、微笑みと思いやりの気持

ちをもって、変化を実行しようではありませんか。こ

れから共に活動される皆様には、新しい機会に心を開

いて臨んでくださるようお願いします」との挨拶があ

りました。 

 25日9時の第1セッション「RI戦略計画―活動の実践

化」から始まり、第6セッション「綱領翻訳問題・検

討委員会特別セッション報告は翌26日16時半に終了し

ています。これから、その中の第3セッション「会員

増強」について報告します。 

 日本のロータリー会員は、2009～10年が、2.8％と

いう最大の減少を記録しました。2010～2011年度は

卓話 

委員会報告 
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分のクラブはeクラブとして存続し、その組織体系が

大きく変化を遂げていくのではないか、と想像されま

す。 

〇第4回会員増強委員会開かれる 
 ～ 引き続き新会員発掘に努力を！ 

 

 会員増強委員会（委員長 佐々木昭PC）では、12月

20日、西洋軒において委員会メンバーなど7名が出席

して第4回会員増強委員会を開催しました。会員増強

委員会では、会員の退会防止と増強を喫緊の課題とし

て、クラブ会員をグループ別に編成して、8月以降、

精力的に新会員獲得のための活動を展開してきた活動

進捗状況と新会員獲得・今後の入会予定者について報

告がありました。 

 今年度上半期に実施した「グループ別特別委員会に

よる会員増強活動」が予想以上の成果があったことか

ら、下半期においても継続的な活動を実施することが

決定しました。各グループの把握した情報を検証し、

新会員発掘に一層の活動を期待しています。（Ｓ） 

 

出席者：今村靜男、大西信也、上井昭一、酒井宏、

佐々木昭、佐藤秀雄、村田研一 以上７名（敬称略・

五十音順） 

千歳印刷㈱ 

 

 当社社員 塩田啓子が、平成23年度千歳商工会議所

主催の優良・永年勤続表彰式で千歳RC会長賞を頂きま

した。この事を写真入りでクラブ会報に掲載していた

だき、お礼を申し上げます。 

 

今村 靜男 会長 

 

瀧澤会員からロータリー財団・米山記念奨学会へ多

額の寄付を頂き、ありがとうございます。 

 

 

1/5 (木) 繁忙休会（正月） 

1/12 (木) 新年交礼会（リアン） 

[担当：親睦活動、ＳＡＡ・プログラ

ム、新世代・ＲＡ委員会] <アクト合同

例会> 

スケジュール 

瀧澤 順久 会員 

 

 久し振りの出席です。 

 

丹治 秀一 会員 

 

①例会の欠席が多かったです。 

②女房の誕生日にお花を頂きました。 

 

 

宮本 伸司 会員 

 

クリスマス家族会では皆様から景品提供等の御協

力をいただき、ありがとうございます。また、余興

では娘のダンスチームに温かいご声援をいただき、

感謝申し上げます。 

 

髙橋 都 会員 

 

クリスマス家族会では、たくさんの出席、お心遣

い、ありがとうございます。 

 

佐々木 昭 会員 

 

①12月15日のクリスマス家族会が盛大に終了し、ご

苦労様でした。我が家族にたくさんの景品を頂

き、ありがとうございました。 

②次年度の執行体制がほぼ決まりました。ありがと

うございました。 

 

沼田 常好 会員 

 

12月14日に一泊で胃腸・大腸、上から下からカメ

ラで検査して異常なしでした。 

 

大西 信也 会員 

 

初めて（3.11）街頭募金活動をしました。会報に

川端さんと一緒に載りました。 

 

田中 敬二 会員 

 

お陰様で12月2日に札幌信用金庫は創立90周年を迎

えることができました。ありがとうございました。 

 

榊原 潤 会員 

 

 休みが多くて申し訳ありません。 

今 回：５７．４％（12月22日＝31／54、実数） 

確 定：７０．４％（12月 8日＝38／54、 

うちメーキャップ1名） 

出席率 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 12名  合計 26,000円 

会員増強委員会の開催 

1月にお誕生日を迎える奥様・ご主人 

１日  佐々木金治郎 会員の奥様 モト子様 

２日  長澤  邦雄 会員の奥様 多佳子様 

４日  髙橋    都 会員のご主人 徳夫様 

１１日  大西  信也 会員の奥様 道子様 

１８日  田中  敬二 会員の奥様 雅子様 

２８日  小原  徹夫 会員の奥様 淳子様 

おめでとうございます！ 


