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 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 

         本日の例会 （11月26日 第22回）    移 動 例 会           担当：環境保全委員会 

第20回（通算240１回）夜間通常例会  

日時：2015年11月19日（木）18：3０～19：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：夜間通常例会 

担当：親睦活動委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

四つのテスト：クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会 

                                             山中 正一  委員長 

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

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１５年11月26日 

第20号 （通算2271号） 

          ～1１月はロータリー財団月間～  

 １、本日、先の地区大会において「永年出席

100％会員表彰」を受賞されました佐藤秀雄

ＰＧはじめ、6名の会員の中から本日出席の方

にバッジの伝達を行います。 

２、地区事務局よりソウル国際大会の早期登録

割引の第1回目の締め切りの案内が来ておりま

す。12月15日までに諸費用の振り込み等申し

込みの期日となっておりますので、参加ご希望

 おばんでございます。 

 11月も中を過ぎましてだんだん寒く

なってきました。今日は千歳市について

お話したいと思います。 

 千歳市は今数少ない人口の伸びている

街です。皆さんご存知のように北海道の

空の玄関、新千歳空港があり、平成26年度で国内31の都

市を結び、海外においても11の国と街を結んでいます。ま

た、道南、道東、道北を結ぶ鉄道網と高速道路網、そし

て、国道網が有る交通の拠点都市であります。それに伴

い、大手企業が立地する街であります。 

 現在、千歳市の人口は約９万５千８百人に達していると

ころです。ここに居られる皆さんは千歳で仕事をして現在

千歳に住んでいる方がほとんどでありますが、自分で「千

歳に住んで良かった」と感じている人はどのぐらい居るで

しょうか。 

 千歳市の調査で、千歳市で働いている方々の居住地は千

歳市に住んでいる方が77.5％で恵庭が9.6％、札幌が

6.5％、苫小牧2.7％でその他近隣が2.4％だそうです。そ

の中で、いろいろな事情がありますが、「住みたくない、

住み続けたくない」17.3％。「どちらかと言えば住みたく

ない、住み続けたくない」が21.5％だそうです。それに対

して、「是非住みたい・住み続けたい」が24％「どちらか

と言えば住みたい・住み続けたい」が37.3％です。何かの

理由で、住みたくない方々を合わせて38.8％。住みたい、

住み続けたい方々は61.3％になります。 

 皆さんこの数値をどのように考えますか。この数値を喜

んでいいのか、ロータリアンとして考えてみるのもいいの

かも知れません。本日の例会よろしくお願いします。 

会長挨拶（沼田 常好 会長） 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

の方は、できれば今月中に私、藤川幹事か事務局へご連絡くださ

い。 

3、来週11月26日の移動例会は「ハスカップの木の植樹」です。

11時30分より道の駅サーモンパーク千歳内の「ベジタブルビュッ

フェ IRODORI CAFÉ」にてバイキング形式の食事をした後に例

会となります。時間厳守でお願いします。 

４、本日例会終了後11階の「アストラル」で、理事会を行います

ので理事の皆様、出席お願い致します。 

 永年出席100％会員表彰のバッジの伝達式 (沼田常好会長） 

沼田 常好 会長からバッジが授与されました。 

35年100％出席  五十嵐 宏 PC 

30年100％出席  平間 和弘  会員 

10年100％出席   瀧澤 順久 会員 

10年100％出席  佐藤 晴一 会員 

以上4名の方 おめでとうございます。（佐藤秀雄PG、齊

藤博徳会員は業務の関係で欠席） 

 

 

 

 

 

  五十嵐 宏 PC      平間 和弘  会員 

 

 

 

 

 

  瀧澤 順久 会員      佐藤 晴一 会員 

委員会報告 

職業奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

 明日11月20日17時30分より千歳商工セン

ターにおいて千歳商工会議所主催の永年勤続従

業員表彰が行われますが、千歳RCでは毎年、受

賞者の中から「千歳ロータリークラブ会長表

彰」を行っております。今年度はキリンビール

株式会社北海道千歳工場様より千歳工場創業当

時から４１年間勤続されている10名の方々へ敬

意を込めて表彰状及び記念品をお渡しすること

と致しましたのでご報告させていただきます。 

 

指名委員会 今野 良紀 副幹事 

 千歳ロータリークラブ指名委員会 内規 第

2条、第4条、第5条によりまして指名委員会の

委員を発表します。村田 研一 PC、五十嵐 

宏 PC、浅利 美恵子 会員、前田 浩志 会員、

山中 正一 会員、岡崎 進 会員の6名に、副幹

事の今野 良紀の7名で頑張って参りますので皆

様よろしくお願い致します。 
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出席率 

今回：59.6% (11月12日=34/57 実数)  

確定：73.7% (10月29日=42/57 ､うちMu0名） 

健康委員会 浅利 美恵子 委員長 

健康委員会よりご案内いたします。来月12月

3日、健康委員会で千歳市の出前講座「生き生

き100歳体操」ということで千歳市から3名

の方に来ていただき、ビデオを見ながら実際

に体を動かしていただく企画をしておりま

す。当日は無理のないように体を動かしてい

ただこうと考えておりますので多数の参加を

お待ちしております。 

 

環境保全委員会  稲川 和伸 委員長 

 

次週の例会は「ハスカップの木の植樹」という

ことで移動例会になっております。11時30分

から12時30分まで食事、12時30分から千歳

サケのふるさと館横の植栽の場所で集合となっ

ておりますので、皆様の参加よろしくお願い致

します。 

 第10回臨時理事会開催報告 

平成27年10月29日（木）18：30 ANAクラウンプラザホテル

千歳アストラルにおいて、第10回臨時理事会が開催され理事10

名が出席しました。以下、今回の審議事項と決まった事項です。 

① 千歳商工会議所主催の優良・永年勤続従業員への千歳ロータ

リークラブ会長特別表彰者の選考について 

キリンビール㈱北海道千歳工場の創業以来勤続されている10名の

表彰を行う。 

②  ロータリー財団寄付とポリオ寄付について 

会員に一人30ドルの寄付をお願いする。 

③ 新入会員の選挙について 

沼田 常好 会長、大西 信也 副会長推薦で、職業分類 不動

産賃貸の新入会員1名の選挙をfaxで行う。 

（記事：藤川 俊一 幹事） 

親睦委員会 腰越 くり子 委員長 

皆さんこんばんは。今日はボージョレ・ヌー

ボー解禁日ということで、沼田 常好 会長、斉

藤 えみこ 、稲川 和伸  両会員にご提供してい

ただいております。また、紺野 冨士夫 会員か

らは、ボージョレ・ヌーボーに“飽きた方はぜ

ひ！”と黒葡萄酒を用意していただきました。

そちらの方もよろしくお願いします。本日は当

委員会の小畑 副委員長と紺野 会員が司会を務めますが、初めての

ことですので温かく見守って下さい。よろしくお願い致します。 

 

親睦活動委員会  

小畑  彰 副委員長 、紺野 富士夫 委員 

本日は、私達二人が進行役となります。いつ

もですと“ミスター親睦”の佐藤  晴一 委員

が務めるところですが、ご本人から「何事も経験だ！」ということ

で進行を務めさせていただきます。何をするかと申しますと通常例

会でありますし、ボージョレ・ヌーボー解禁日でありますので、皆

さんからワインについての話や、例会前ですと企業PRもあります

が、近況報告などをしていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

◆藤川 俊一 幹事  「ワインについて」 

本日はボージョレ・ヌーボーの解禁日です。毎年11月の第3木曜

日はフランスのボージョレ地区の新酒発売を季節の楽しみとして、

フランス、日本などで発売されることで知られています。ボージョ

レ地区はコマネコンティで有名なブルゴーニュ地方南部に位置して

います。ブドウ種類はガメイ種を使用した軽快なワインです。その

味は、もぎたての果実のようにフレッシュでジューシーな味わいで

す。今日は沼田会長他3名の方から差し入れていただきました。皆

さん、美味しく飲みましょう。 

◆「ワインを試飲しての感想」  

ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

今日は、美味しいワイン有難うございます。先程、藤川幹事がお話

のようにフレッシュでジューシーな味わいで、今年初めて飲むボー

ジョレ・ヌーボーに感激しました。最近は、ビールの後はワインを

飲むようになっており、まだまだ味は分かりませんが今日のワイン

は本当に美味しくいただいております。 

※ ここで、千歳とワインについて千歳商工会議所会頭の瀧澤 順

久 会員からお話がありました。内容は興味深いものがありました

が専門的でとても文章では語りつくせませんので、瀧澤会員ご本人

から、お話をうかがうのがよろしいと思います。 

この後、ワインに関するクイズを紺野 冨士夫 委員から、ワインに

関する医学的アドバイスを小畑 彰 副委員長から頂き、最後はゴル

フ談義で締めくくりました。 

最後は閉会点鐘で閉会となり、その後20時30分まで美味しいワイ

ンをいただいておりました。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

ニコニコＢＯＸ 
1、腰越 くり子 会員 ①本日の例会は親睦活動委員会で担当させていただ

きます。②ボージョレ解禁日で沼田 常好 会長、斎藤えみこさん、紺野富士

夫さん、キリンビールの営業の方．稲川 和伸さん、ワインの提供ありがと

うございます。本日は、よろしくお願いします。2、須川 美和 会員 11

月2日に北海信金、小樽信金との合併の発表がありました。今後とも、変わ

らぬ御愛顧をよろしくお願いします。3、瀧澤 順久会員 今、孫に私のこと

を爺と呼ばせないで、先輩と呼ばせる訓練をしています。4、斉藤 えみこ 

会員 本日、出張で例会も理事会も出られません。代わりに大澤委員が出席

して私の代わりに飲むそうです。5、大澤 雅松 会員 先週13日の金曜日、

国際ソロプチミスト千歳のチャリティーディナーショーの後、 JR の駅のト

イレに忘れ物をしましたが、 JR から「安心してください。ありましたよ」

と電話があり、無事に戻ってきました。6、大西信也副会長 13日に東京・

ホテルグランドヒル市ヶ谷において防衛省航空幕僚長より感謝状をいただき

ました。31年間にわたり、千歳基地の警備犬の診察をしていた理由からで

す。7、今野 良紀 会員 指名委員会の委員が無事決まりました。ありが

とうございました。委員の皆様これからよろしくお願い致します。8、前田 

浩志 会員 千歳ロータリークラブ創立以来の例会回数が2400回、おめで

とうございます。9、佐藤 晴一 会員 本日、永年出席表彰10年記念バッチ

を戴きました。ありがとうございます。10、喜多 康裕会員 ① Yahoo!

ショッピングの北海道エリアスポーツカテゴリー賞いただきました。② 日

本ネット経済新聞の「海外EC賞」を受賞しました。軽い気持ちで東京ビッ

クサイトの表彰式に出席しましたが、メガネスーパーやショップジャパンと

いった他の受賞店に正直、ビビりました。11、山中 正一 会員 国際ソロプ

チミスト千歳のチャリティーディナーショーでヘアードライヤーが当たりま

した。12、中山和朗パスト会長 ① 千歳市の産業功労表彰をいただきま

した。もう少し頑張ります。お祝いいただき、ありがとうございます。辞退

してすいません。お心だけいただきます。②、長女に孫が誕生しました。妻

にお花ありがとうございます。 

本日のニコニコＢＯＸ  12名 25,000 円  

 例会の様子 （ 親睦活動委員会 ） 

 千歳セントラルRC創立25周年記念例会・懇親会参加報告 

 2015年11月15日（日）18：00からホテルグランテラス千歳 

に於いて千歳セントラルＲＣ創立25周年記念例会・懇親会が開催

されました。 

1990年11月15日、千歳ＲＣがスポンサークラブとして創立され

た千歳セントラルRCは、11月15日、ホテルグランテラス千歳に

おいて「創立25周年記念例会」を開催しました。千歳RCはスポン

サークラブとして全員登録をしてお祝いに駆けつけました。  

実行副委員長 武田 伸也 パスト会長の開会宣言で厳かに始まりま

した。ロータリーソング斉唱後、 尾本 眞二 会長の会長挨拶、  

山口 幸太郎千歳市長（千歳ＲＣ名誉会員）の祝辞がありました。

また、国際ロータリー第2510地区 ガバナーエレクト 武部 實 様

（札幌南）が祝いの言葉とロータリーのことを分かり易く、面白く

話していました。 

 

 

 

 

 

 

武田 伸也 様 尾本眞二会長 山口千歳市長  武部 實 様 

感謝状進呈では千歳ＲＣが感謝状を受けました。 

懇親会では、料理もお酒も美味しく、楽しく懇談しながら会員3名

で赤ワインを2本空けている所もありました。最後はロータリー定

番のみんなで「手に手つないで」の大合唱でお開きとなりました。

千歳セントラルＲＣの皆さま、また実行委員会の皆さま、有り難う

ございました。～詳しくはホームページをご覧ください～ 
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