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ます。 

 また、今村年度の各委員長にあっては、活動計画の

進捗状況を確認し、未実施のものについては残る2ヶ

月で完全に実施し、積み残しのないようにお願いしま

す。 

 今夜の例会担当は、親睦活動委員会になっておりま

す。「例会は楽しく」が大切です。何か妙案をもって

いるとのことで、楽しみにしております。齋藤博徳会

員は、頭を悩ましているご様子ですが、楽しくするの

もご出席しています会員皆さんのご協力が大切です。

よろしくお願い致します。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴ 事務局備品のプリンターが、一週

間前に故障して完全にダウンしまし

た。購入後9年、劣化が激しく、修

理より新規購入の方が安価であるこ

とで、FAX理事会で了承をいただ

き、購入しました。 

⑵ 4月26日の通常例会は、社会奉仕委員会担当で社会

参加型の「セーフティコール」を行います。クラブ

独自活動で2回目です。ロータリー帽子を着帽します

ので、忘れないようにお願いします。 

⑶ 5月10日、千歳RACは第11回定例会が開かれます。

指定委員会から必ず出席していただくようお願いし

ます。 

⑷ 第3回日台ロータリー親善会議が6月1日、京都市に

おいて開催されます。登録料15,000円。興味のある

方は、今月末までに幹事に申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

会長 今村 靜男 

 
 今夜は、月1回の夜間例会です。

「四つのテスト」を最年長の丹治秀

一ＰＣにお願いしました。ユニーク

で楽しく斉唱の発声をいただきあり

がとうございます。 

 本日は、本年度初の木曜会主催の

ゴルフコンペが開催されましたが、

雪が融け、久し振りのゴルフに満喫

されたものと思います。 

 4月もあと残すところ10日ほどです。この時期から

次の年度の村田年度に引き継ぎをする段階に入りまし

た。なかでもクラブ運営のための大切なことや、次年

度において実行するための問題等多くのことがありま

す。新旧の各委員会においても、いろいろな問題等に

ついて協議をいただいているものと思いますが、新旧

の各委員長にあってはお互いに協議を重ねて、次年度

の活動のしやすい環境を構築していただきたいと思い
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ロータリー情報・定款細則委員会 

武石 忠俊 パスト会長 
 

 私がロータリークラブに入会して

35年が経ちます。当時は千歳クラブ

10周年で、谷本会長のもと、お客様

の対忚に奔走した思い出がありま

す。現在は、年齢で私より高齢なの

は、丹治秀一会員と村上光輝会員の２名だけとなって

しまいました。当時の事を振り返りながらロータリー

の事を少しお話します。 

 ポールハリスの概念は、地域の人と連帯して生活を

していこうというもので、難しいものではありませ

ん。教団なんかは経典を創り、違反すると破門とか脱

退などがありますが、ロータリーにはありません。だ

からこそ、今現在でも長続きしている訳で素晴らしい

組織です。 

 しかし、ロータリーは当初、どのような会を創れば

長続きするかとの話し合いの中で「会員は善良な成人

男子」とし、女性を排除していた時期があります。米

国では1978年に3名の女性会員が入会後、ＲＩが除名

処分を行ったことで、当該クラブが裁判所に提訴しま

した。一審では「ＲＩの処分を支持」、1986年にクラ

ブが上告した結果、「女性会員入会拒否は違憲」との

判決が出されています。ＲＩは再び米国連邦最高裁判

所に不服申し立てを行いましたが、翌1987年5月に

「女性の入会拒否は違憲」とする判決が出されまし

た。女性がロータリーに入会を認められたのは、1989

年のシンガポールで開催された規定審議会において、

定款の会員資格を「善良な成人」と改正してからで

す。 

 また、1業種１会員の縛りがありましたが、時代の

流れから、この頃は同業種へ門戸がどんどん開放さ

れ、幅広い人材を吸収する傾向に変化しつつありま

す。 

 そもそもロータリーは、地域の人たちと連帯して活

動をしていくことが前提であり基本です。社会が変化

する中ではいろいろな考え方があり、クラブ自体で大

きなイベントを構築して、世に貢献するという考え方

もあります。しかし、本来は自分の職業を通じて社会

に貢献していくというのが基本理念であり、その集ま

りがロータリーだと思います。 

 我クラブを振り返ると、メンバーには、市長をはじ

め市議会議長、商工会議所会頭、副会頭、会社社長

等々、街の中で重要な役割を担って活躍をしている方

がたくさんいらっしゃいます。そういうメンバーがこ

の中にたくさん揃っているのですから、その方達の活

躍を大いに期待すると同時に、サポートすることも

我々の重要な役割です。そして、各々は仕事に努め、

連帯に努め、何かの時に役立つ大きなエネルギーを蓄

えて置くことがクラブの本質であり大切なことです。 

次年度幹事 沼田 常好 

 
 4月12日開催の次年度理事会、クラブ協議会での主

な審議事項を報告します。（次年度分） 

①夜間例会は月２回開催 

②昼食を従前方式へ戻す 

③ガバナー訪問の日程から、キリン

での移動例会を7月26日開催とする 

④10月14日地区大会：新ひだか町 

⑤市主催の春・秋の「セーフティ－

コール」は、例会日とする  

⑥RACのボウリング大会を夜間例会と

する 

⑦3月17日IM開催：委員長は今村靜男現会長 

⑧45周年（H25年）記念として、9月にグリーンベルト

に桜の木を植栽し、来年5月に花見を予定 

⑨会報はホームページを基本とし、会報誌はA4・2

ページで発行は限定枚数とする 

 

以上、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

木曜会会長 末廣孝 

 
 4月19日、木曜会第5回ゴルフコン

ペをちとせインターゴルフで開催し、

10名の会員が参加し無事終了しまし

た。結果は、以下の通りです。 

 優勝  五十嵐 宏 

 準優勝 瀧澤 順久 

 三位  福田 武男 

 

○木曜会ゴルフ優勝スピーチ 

国際奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 勝因は村田さんのアドバイスで、

スプーン（3番ウッド）から5番ウッ

ドへクラブを換えて2打目が上手く

いったことと、平間さん、单雲さん

というメンバーに恵まれたことで

す。ありがとうございました(^_^)v 

進行役 

親睦委員会 齊藤 博徳 会員 

 
 普段聞けない内容をお尋ねします

ので、ご自由にお話し下さい・・・ 

 

 

福田 武男 会員 

 
 昨日「やまびこ会」で瀧澤さんが

72（37・35）で廻ったとのこと。あの

年齢で！！ 

 

 

佐藤 晴一 会員 

 
 先週のコンサドーレ育成部長石井

亮様の卓話でもあったように支援宜

しくお願いします。 

委員会報告 

フリー・トーキング 

ロータリー情報 
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進行： 

次年度幹事 沼田 常好 

 

一．会長エレクト 

  村田 研一 挨拶  

 会長基本方針「向上心・相互扶助・親睦」の説明お

よび活動方針の説明 

 

二．審議・報告事項 

①組織図の説明と所属委員会の発表 

②各委員会の活動依頼 

③年間プログラム説明 

④各委員会の「予定」「活動計画書」提出日の確認 

⑤例会のあり方（食事について） 

⑥会報について 

⑦委員会開催時のクラブ助成金について 

⑧第2回クラブ協議会の開催日程について 

⑨その他 

 

主な内容として 

①夜間例会は月２回開催 

②昼食を従前方式へ戻す 

③ガバナー訪問の日程から、キリンでの移動例会を7

月26日開催とする 

④10月14日地区大会：新ひだか町 

⑤市主催の春・秋の「セーフティ－コール」は、例会

日とする 

⑥RACのボウリング大会を夜間例会とする 

⑦3月17日IM開催：委員長は今村靜男現会長 

⑧45周年（H25年）記念として、9月にグリーンベルト

に桜の木を植栽し、来年5月に花見を予定 

⑨会報はホームページを基本とし、会報誌はA4・2

ページで発行は限定枚数とする 

 

三．閉会挨拶 高橋 都 次年度副会長  

佐々木 昭 会員 

  
 先週、列車の旅で九州まで行って

きました。車中、お酒を楽しもうと

思っていましたが叶わず、不満が残

る旅となりました。 

 

村上 光輝 会員 

 
 「出戻り三兄弟」の長男です。次

男は五十嵐桂一会員。三男は齊藤博

徳会員(^^)。 

 

 

会長ノミニー 村田 研一  

 
 8/11の早大グリークラブ公演：千

歳文化センターをよろしく！！因みに

グリークラブの部長は大澤さんの息子

さんです。 

 

 

酒井 宏 幹事 

 
 ハイブリッド車に乗り始めまし

た。エコカーで快適です(^^) 

 

 4月12日、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳におい

て、18時から理事10名の出席のもとに第2回次年度理

事会を開催しました。続いて19時から各委員長参加の

下、総勢18名で次年度第1回クラブ協議会を開催しま

した。審議・報告事項は、以下のとおりです。 

 

次年度「第2回理事会及び第1回クラブ協議

会」の開催 

クラブ協議会 

理事会での村田会長エレクト挨拶 

クラブ協議会で村田会長 

エレクト挨拶 
（撮影：大澤雅松会員） 
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今 回：５４．５％（4月19日＝30／55、実数） 

確 定：５６．４％（4月 5日＝31／55、 

うちメーキャップ4名） 

出席率 

  4月16日（月）、錦町「季の風」で千歳ＲＣ会員の

中で血液型「ＡＢ」の方が集まって、ロータリー活動

を含めていろいろ語り合う「ＡＢの会」に9名が出席

して行われました。 

 4月度は、五十嵐宏会員、大澤雅松会員の誕生月で

あり、お二人の誕生日を祝うとともに仕事のことはも

ちろん、ロータリー活動、健康問題、人生論など何を

話してもＯＫで、「話を酒の肴」に大いに盛り上がり

ました。 

 「ＡＢの会」は血液型ＡＢ型会員の誕生月に開催さ

れますが、オブザーバー参加を大いに歓迎していま

す。お待ちしています。（記事：大西信也会員） 

○木曜会第5回ゴルフコンペで五十嵐宏PC優勝 
 4月19日、木曜会（会長・末廣 孝）では第5回ゴル

フコンペをちとせインターゴルフで開催しました。 

 春の暖かさを感じるゴ

ルフ日和で10名の会員が

参加し、久し振りのゴル

フコンペに興奮気味？ 今

年初の「一球入魂」に全

神経を集中してスタート

しました。結果は、以下

の通りです。 

優勝  五十嵐 宏 

準優勝 瀧澤 順久 

三位  福田 武男  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 11名  合計 26,500円 

プレー前は硬い表情でした・・ 

優勝の五十嵐宏さん 

浅利会員から花束贈呈。愛情いっぱいの花束にご満悦な

お二人！ 

木曜会第5回ゴルフコンペ開催 

「ABの会」開催 

佐々木 金治郎 会員 

 支笏湖湖水開きが4月15日に行われました。これか

ら支笏湖の行楽シーズン本番です。是非、皆様も支笏

湖へお越しください。 

 

川端 清 会員 

 先日、齊藤博徳会員の会社㈱彩光（さいこう）さん

の喫茶アール・フロウにおいて読話中の写真が民報に

載りました。 

 

佐々木 昭 会員 

 もう１期（４年間）選管委員長を続けることとなり

ました。この間、違反者が出ない事を願っておりま

す。 

 

加藤 正浩 会員 

 千歳民報にカラスの巣に関する記事を掲載していた

だきました。皆さんも電柱にカラスの巣を見つけたら

速やかに連絡をお願いします。 

 

ニコニコ集計 4名  6,000円 

 

第5回木曜会ゴルフコンペ 

 五十嵐宏、加藤輝明、末廣孝、瀧澤順久、羽山昇

蔵、平間和弘、福田武男 会員（50音順） 

 

木曜会集計 7名 20,500円 

5月にお誕生日を迎える奥様 

７日  中村 堅次 会員の奥様 紀子様 

１０日  羽山 昇蔵 会員の奥様 喜美代様 

１１日  秡川 勝文 会員の奥様 美佐恵様 

１４日  岩崎 暉久 会員の奥様 康子様 

１４日  今野 良紀 会員の奥様 朝美様 

１９日  金沢 明法 会員の奥様 茂美様 

２７日  木村 照男 会員の奥様 邦子様 

おめでとうございます！ 


