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会長 今村 靜男 

 
 4月の声を聞き、雪が融け、小・中

学校の入学式があり、やっとゴルフ

の季節の到来となりました。今日は

たいへん暖かく、久し振りに清々し

い日を迎えました。 

 10日に千歳プロバスクラブの定例

会に出席して「3･11絆で結ぶ♥あった

か千歳」チャリティイベントへのご

協力を頂きましたことに、お礼と報

告をして参りました。その席上、当クラブの元会員で

会長経験者の山田睦雄さん、服部隆志さんが新たに入

会されたとことでお二方ともにお元気なお姿を見て、

最近、会員の中で入院したというお話を聞く中で、う

れしく感じてきました。 

 今日のお客様は、札幌RCの北海道空港㈱ 代表取締

役社長 山本邦彦様です。山本様には例会にお越しの

際に、空港ビルから新会員を是非推薦して欲しいとお

願いしております。また、今年Ｊ１昇格のコンサドー

レ札幌の育成部長の石井亮様にお越し頂いておりま

す。久し振りの部外講師例会ですので楽しみにしてお

ります。石井様は、当クラブの佐藤晴一会員とは先輩

後輩の仲です。コンサドーレやサッカーの裏話なども

お聞きすることができそうです。よろしくお願いしま

す。 

 会員の皆さんには「3･11あったか千歳」ではたいへ

んお世話になりました。皆さんからの善意の「避難者

支援金」を10日、千歳市の担当者と千歳・宮城、岩手

の両県人会の方々が、千歳の地に避難しております宮

城県からの9世帯、岩手県からの2世帯の各ご家庭を回

り、お渡ししたとの報告がありました。福島県から避

難されているご家庭が14世帯と多く、調整中とのこと

で、近々お渡しすることとなっています。 

 また、「避難者支援金」をお渡しする様子を千歳民

報さん、「ちゃんと」さんに取材をお願しているとお

聞きしています。 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

本日の例会 （4月19日 第42回） 夜間通常例会                  担当：親睦活動委員会 

                     ～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１2年4月19日 

第３9号 （通算20９8号） 

今村会長テーマ 

“人・地域に思いやる心” 

会 長 今村 靜男     副会長 藤本 敏廣    幹 事 酒井 宏 

会長エレクト 村田 研一  会 計 沼田 常好  

第2510地区ガバナー 熊澤 隆樹 第７グループ・ガバナー補佐 大坂 直人  

～ 4月はロータリー雑誌月間 ～ 

２０１1年～２０１2年度 

第41回（通算2213回）例会報告 

 
日時：２０１2年4月12日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         

担当：クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 

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

四つのテスト 

 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 

お客さま紹介 

会長挨拶 

健康委員会副委員長 中山 和朗 

北 海 道空 港㈱ 代表 取締 役 社長 

山本 邦彦 様 

（札幌ロータリークラブ所属） 

㈱ 北 海道 フッ トボ ール ク ラブ 

育成部部長 石井 亮 様 
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幹事 酒井 宏 
 

⑴ 長沼RC主催の「第20回長沼国際交

流フェステバル」が5月26日、長沼町

民会館で開催されます。青少年交換

留学生をはじめ米山奨学生などが大

勢集まる国際色豊かなイベントで

す。例年、当クラブからも参加して

いますが、興味のある方はお申し出ください。 

⑵ 次週の例会は計画通り「夜間通常例会」です。お

間違いのないようにお願いします。 

⑶ 出席があまりできない会員の書類を、本日ご出席

の会員の方々にお持ち頂きますよう、ご協力の程、

お願い致します。 

⑷ ローターアクトクラブ第2500地区大会が、5月25～

26日、釧路市・キャッスルホテルで開催されます。

開催地が遠方ですが出席希望者はお申し出下さい。 

⑸ 第22回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会の開

催案内が来ております。6月25日(月)、小樽カント

リークラブで開催、参加登録料15,000円、プレー代

15,000円位です。名門コースでのプレーを楽しみに

しております会員は、お申し出下さい。締切は5月15

日です。 

札幌ロータリークラブ所属 

北海道空港株式会社 

代表取締役社長 山本 邦彦 様 

 
 本来であればこの地元千歳のロー

ターリーに所属しなければならない立

場ですが、会社の活動拠点が札幌市内

ということもあり札幌ロータリークラブ所属となって

おります。本日は、今村会長率いる活発な活動をな

さっている千歳RCにメーキャップでお世話になりま

す。 

 また、3月11日には千歳空港で五十嵐桂一社会奉仕

委員長が行なっている“3･11東日本大震災募金“を実

行されたことに敬意を表します。そして、当空港ビル

商業施設は3月16日にグランドオープン致しました。

これからも、ご利用とご支援をよろしくお願い申し上

げます。 

ロータリー情報・定款細則副委員長 

佐々木 金治郎 

 

「ロータリーの友」でロータリーを知ろう！ 

 
 毎月、特別月間が定められています

が、4月は「ロータリーの雑誌月間」

です。 

 最初に、月間の起源ですが、チェス

リー・ペリーRI初代事務総長によって

創刉された『ザ・ナショナル・ロータ

リアン』が発刉された1911年1月25日を記念して、1月

25日を含む1週間を「雑誌週間」としたのが始まりで

す。 

 クラブ定款第13条に、ロータリーの雑誌について明

文化されており、「会員は、会員の身分を保有する限

り」、RIの機関雑誌をはじめ、日本で発行されている

「ロータリーの友」を購読義務があるとされていま

す。それに伴い、RIの公式機関誌に指定されています

「ロータリーの友」の活用促進に役立つプログラムを

実施する月間が4月ということです。 

 会員の皆さんには毎月「ロータリーの友」を購入い

ただいていますが、縦組み（右開き）は、日本国内の

ロータリーの活動など、横組み（左開き）の記事は、

ロータリーに関する歴史はじめ月間や国際支援活動な

どが掲載されています。 

 皆様は毎月、目を通していただいているものと思い

ますが、 

 ◆ロータリーの歴史を知ることができます。  

 ◆ロータリーのイロハを知ることができます。 

 ◆ロータリーの動きを知ることができます。 

 ◆クラブ活動のヒントが得ることができます。 

 ◆クラブ活性化のために大いに参考になります。 

  いわゆるクラブ運営やロータリアンにとって格好

の教科書と言ってよいと考えます。 

 「ロータリーの友」は、毎月最終例会日に配布され

ます。 

 ◇例会日に輪読会の開催 

 ◇関係委員会が活動事例を紹介 

 ◇情報発表の素材にする 

ことなどがよいと考えます。分からないことがあった

ら「ロータリーの友」を紐解いてください。答えを見

つけることができます。是非、「ロータリーの友」を

ご利用ください。 

 
◎「友」などへの千歳RC活動記事掲載状況については、割

愛しますので、ホームページを参照ください。 

幹事 酒井 宏 

 
 4月 9日（月）春の交通安全運動

「セーフティコール」は雨天により

「交通安全集会」に変更となりまし

た。14名のご参加を頂きました。 

4月11日（水）“私達は忘れない東

日本大震災”第11回街頭募金活動を

ちとせモールで行いました。４名の

ご参加で、浄財は5,995円でした。次

回5月11日（金）も、ちとせモールを予定しておりま

すので、ご協力よろしくお願いします。 

 

木曜・パークゴルフ会会長 末廣 孝  

 

 4月19日 今年度第１回目のゴルフ

会およびパークゴルフ会の開催です。

夜間例会の日は、日中はゴルフおよび

パークゴルフとしますので、奮ってご

参加ください。 

 

幹事報告 

ロータリー情報 

委員会報告 

札幌ロータリークラブ山本邦彦様ご挨拶 
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謝辞とお礼の贈呈 

 

会長 今村 靜男 
   

 石井様から、お礼分を

コンサドーレの試合入場

券に換えて千歳RCへ贈呈

してくださるとのお申し

出があり、ありがたく頂戴することに致します。本当

にありがとうございます。 

〇新ひだか町で地区協議会開かれる 

 
 2012～13年度第2510地区・地区協議会が4月7日～8

日の2日間、新ひだか町公民館において開催されまし

た。７日は懇親会が開かれ、次年度第７グループガバ

ナー補佐 佐々木昭はじめ村田会長、髙橋都副会長、

福田職業奉仕委員長、オブザーバーとして南雲州冶会

員の4名が出席し、他クラブとの交流を図りました。 

 翌8日、五十嵐宏国際奉仕委員長、菅原新世代・RA

委員長、酒井クラブ奉仕委員長が合流し、8名が地区

協議会に出席しました。 

 本会議は、細川ガバナーエレクトの基調講演に引き

続き、丸山次期地区リーダーによる「効果的なＣＬＰ

について」、岩城次期ロータリー財団委員長の「未来

の夢計画について」の講演がありました。 

 午後からは、5つ

の分科会でそれぞ

れ に 協 議 が 行 わ

れ、そ の 後、各 分

科会から報告と熊

澤ガバナーからの

所感が述べられ、

最後に、細川ガバ

ナーエレクトから

謝辞があって二日

にわたる地区協議

会 が 終 了 し ま し

た。 

（記録・撮影：酒井） 

〇セーフティコール、雨で中止 

 急遽「市民交通安全集会」開催 
  

 4月9日（月）、16時から千歳市民文化センター駐車

場で、市内の交通安全支援団体16団体など約500名に

よる「交通安全集会」が行われ、当クラブからは14名

が参加しました。 

 当クラブ会員で千歳市交通安全運動推進委員会の沼

田会長は、「市民一人ひとりが交通事故撲滅に向けて

取り組む必要がある」と呼び掛け、続いて小南千歳警

察署長から「管内の交通事故が多発しており、本格的

な活動期に入り、事故の増加が心配。さらなる事故防

止のための協力を願いたい」とのお話がありました。 

 例年、式終了後、道々早来・千歳線中央通りにおい

次年度幹事 沼田 常好 
 

 4月12日、本日18時から第２回次年

度理事会、19時から第１回次年度クラ

ブ協議会を開催しますので、該当者の

方はお集まりください。 

紹介 クラブ会報・広報・雑誌・IC委員長 

   佐藤 晴一 
 

 石井さんは、コンサドーレ札幌の育

成部長です。札幌大学サッカー部出身

でヒットユニオンというスポーツ用品

メーカーに数年間勤務後、コンサドー

レ立ち上げに携わり、手腕を買われて

発足から現在に至っています。前役職

は運営部長で、現在は育成部長を務め

ています。本日は、コンサドーレがＪ１に昇格してか

らの現状や裏話、クラブ運営にかかわる会報の役割等

のお話をお願いしています。 

 

（株）北海道フットボールクラブ 

育成部部長 石井 亮 様 
   

 佐藤晴一さんは、私が札幌大学１年

の時の４年生で、学生選抜経験もある

サッカー部の大先輩です。体育会系で

先輩後輩の関係は、謂わば神様と奴隷

ほどの差があります（笑）。私自身は

３年生からマネージャーに転身し、大

学卒業後はサッカーつながりでヒット

ユニオン（商標：プーマ）に就職しました。そこで、

サッカー関係者、たとえば岡田監督・ゴン中山・中田

英俊等々の方々とも顔見知りになり、コンサドーレ立

ち上げや、その後のクラブ運営にも役に立っていま

す。本日のこのような場でお話が出来るのも佐藤晴一

さんというサッカーの先輩がいらっしゃったからで、

サッカーの絆には感謝しております。 

 ３年生からマネージャーをやっていたので、審判の

資格は取り、30年近く審判という立場でサッカーに携

わりながら育成もしています。現在、当チームには小

学３年生から中学、高校まで199名の選手がおり、各

学年に一人ずつぐらい千歳地区出身の子供さんがいる

ようです。コンサドーレには34名の選手がおり、うち

11名が道産子選手です。今年は5名の子たちが選手の

仲間入りをします。そのうちの2名は小学生から当

チームで育った選手であり、将来どのように成長して

いくかが楽しみです。 

 このように、コンサドーレでは道産子選手をたくさ

ん採用し、当面は全選手の半数位ま

で比率を高め、もっともっと道民の

皆様に信頼され支持を頂けるような

クラブ運営を目指して行きます。そ

うすれば、会員数・シーズンシー

ト・スポンサー企業も自ずと増えて

いくと思いますので、今後とも皆様

方のご支援をよろしくお願い致しま

す。 

ゲスト卓話 今村会長から謝辞とお礼の贈呈 

地区協議会開催：新ひだか町 

開会前、皆さんの笑顔が素敵です。 

佐々木昭次年度ガバナー補佐は 

「補佐席」に 

セーフティーコール 
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今 回：６５．５％（4月12日＝36／55、実数） 

確 定：５４．５％（3月29日＝30／55、 

うちメーキャップ3名） 

出席率 てセーフティコールを行われていましたが、当日、小

雨と寒さが厳しいとの理由で中止となりました。 

（記録・撮影：酒井） 

◇出席者（敬称略・五十音順） 

五十嵐桂一、加藤正浩、

金沢明法、上井昭一、川

端清、酒井宏、佐々木金

治郎、田中敬二、南雲州

治、沼 田 常 好、平 間 和

弘、村 上 光 輝、村 田 研

一、本宮輝久 以上14名 

〇千歳PBCに「あったか千歳」へのご協力に謝意 
  

 千歳プロバスクラブ（会長 奈良秋孝氏）では、4月

10日（火）、18時30分よりリアンにおいて第50回定例

会を開催いたしました。 

 当クラブの今村会長がゲストとして出席し、定例会

の席上で、東日本大震災発生後、1年目の3月11日に開

催した「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千

歳』」チャリティイベントに千歳プロバスクラブ会員

が大勢参加して頂き、チケット購入と寄付金が寄せら

れました善意とご協力に対しての謝意を申し上げまし

た。 

 あわせて、チャリティイベントで寄せられた102万

4,056円の善意を「避難者支援金」として千歳の地に

避難している25世帯71名（福島県14世帯、宮城県9世

帯、岩手県2世帯）に千歳にあります三県人会を通し

て贈呈することを報告しました。（記録：酒井） 

 4月11日11時から、大型商業施設ちとせモール（千

歳市勇舞）前において、第11回「私達は忘れない東日

本大震災」街頭啓発・募金活動を行いました。 

 雨が降り、風が少し吹いてる中、ちとせモール様の

ご厚意で雨風を凌げる同店入口前で、村上光輝PCはじ

め4名の会員が「東日本大震災が発生して1年1ヶ月が

経ちました。日頃の備えが大切です」と呼び掛けまし

た。 

 今回、北海道電力㈱千歳支社 加藤千歳支社長から

提供されたポケットティッシュ（150個）に「四つの

テスト」などを記載したカードを貼り付けて配布し、

あわせてロータリー活動をＰＲしました。募金は、参

加会員のポケットクリーニングを含めて5,995円が集

まりました。5月は、11日11時よりちとせモールにお

いて行います。（記録・撮影：酒井） 

 募金額 5,995円 

 参加者：五十嵐桂一、酒井宏、平間和弘、村上光輝 

     各会員（敬称略・五十音順） 4/26 (木) 通常例会 （社会参加・セーフティコ 

ール）（担当：社会奉仕委員会）《理事会》  

5/3 (木) 繁忙（GW）休会  

5/10   (木) 早朝例会（桜の下草刈）  

           （担当：環境保全委員会） 

《RAC第11回定例会》  

スケジュール 

 

 

 

 

 

山本 邦彦 様 
 メーキャップで久々にお世話になります。新千歳空港

ターミナルビルの商業施設が3月16日にグランドオープン致

しました。皆様のご利用をよろしくお願い申し上げます。 

藤井 雅一 会員 
 入会させていただきありがとうございました。 

金沢 明法 会員 
 4月7日より千歳に居を構えました。夜のお誘いの方もよ

ろしくお願い申し上げます。 

酒井 宏 会員 
 ダイナックスに49名の新卒者が入社し、4月10日に新入社

員教育の一環で交通安全旗の波運動を行いました。大澤代

表に取材をお願いし、昨日無事に掲載されました。ありが

とうございました。 

福田 武男 会員 
 4月7、8日両日、静内での地区協議会に出席し、職業奉仕

委員会の発表をさせていただきました。 

齊藤 博徳 会員 
 千歳民報に、新設オープンしましたCａｆｅ・雑貨アール

フローが掲載されました。是非一度お立ち寄りください。 

五十嵐 桂一 会員 
 昨日の募金に参加して下さいましてありがとうございま

した。申し訳ありませんが、もう退席しています。 

沼田 常好 会員 
 ①９日に行われました春の全国交通安全運動に参加あり

がとうございました。②静内地区協議会では髙橋都次年度

副会長に代理出席してもらい感謝！！ 

村田 研一 会員 
 7日、8日の静内での地区協議会に会長エレクトとして出

席して来ました。出席者は8名です。お疲れ様でした。 

中山 和朗 会員 
 私70歳、創業60年、結婚40年、入会18年を記念して新婚

旅行！？・・・（と同じ場所♥）へ行って来ました。 

浅利 恵美子 会員 
 母の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。 

村上 光輝 会員 

 家内の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。 

平間 和弘 会員 
 妻の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。 

佐藤 晴一 会員 
 本日の担当例会、よろしくお願い致します。 

榊原 潤 会員 
 15日は支笏湖湖水開きです。快晴を祈っています。 

 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 15名  合計 26,000円 

千歳プロバスクラブ第50回定例会 

第11回「私達は忘れない東日本大震災」 

街頭募金活動実施 


