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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1968年4月26日 

 本日の例会 （６月２２日 第３７回）さよなら例会〈ＲＡＣ合同〉  担当：親睦活動・ＳＡＡ・出席資料管理委員会 

第３６回（通算24６９回）例会報告 

日時：201７年６月１５日（木）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（年次報告） 

担当： 三役 

進行：SAA・プログラム委員会 佐々木 義朗 委員 

四つのテスト：職業奉仕委員会 櫻井 隆 委員 

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 

大 西 会 長 方 針 

「相手の気持ちになろう、ロータリーの気持ちになろう」 

会 長 大西 信也   副会長 齊藤 博徳    幹 事 今野 良紀 

会長エレクト 瀧澤 順久    会 計 喜多 康裕   

第2510地区ガバナー 武部 實 第７グループ・ガバナー補佐 高木 繁秀 

２０１７年６月２２日 

第３５号 （通算2３３３号） 

     ～６月はロータリー親睦活動月間～  

【会長挨拶】      

 

８日（木）の早朝例会は雨で残念で

した。また、私の会長挨拶を行うこ

とができなかったのも残念でした。 

 

小畑委員や（元会員の）安住さんの

事が書いてありますので、会報で会

長挨拶を読んで下さい。今は、会長

挨拶の場ではございますが、時間の都合上、ここで私の一年間の活

動報告をしたいと思います。 

 

【活動報告】 

 

◎私の年度の大きな改革は、「入会金の無料化」と「月３回の例

会」にする事でした。 

 

これは、佐藤秀雄パストガバナーと福田武男ガバナーノミニーのお

かげで、いち早く情報が私に入って来たため、地区からの情報が

入って来る前の段階で準備することができ、私の年度で実行が出来

ました。これはラッキーなことだと思っています。その情報とは、

私の年度前の２０１６年４月のＲＩ規定審議会で「クラブ運営に柔

軟性が認められた」ことです。 

大きな点は、入会金の無料化と例会は月２回以上というものでし

た。ＲＩとしても会員数の減少が問題となっており、クラブ運営の

柔軟性とは、会員の増強のための改定でした。「クラブ創立５０周

年」（以下、「５０周年」という。）に向けて、会員増強は急務で

ありました。しかし、今までなかなか会員６０名の大台は超えられ

ませんでした。そこで、入会金を無料にしようと思いました。入会

金を無料にした分、予算的に苦しくなるので、例会を月３回にする

ことにしました。 

昔と違い、現代は忙しい時代で、社長と言えども時間に余裕がある

人は少ないと思います。例会が少なくなると、例会出席の負担も少

なくなり、ひいては会員増強に繋がると思いました。どうか、次年

度以降も「月３回の例会」というのは、私の気持ちとしては守って

頂きたいと思います。年度初めに６名が入会して頂き、６４名とな

り５０周年に向けての弾みがついたと思います。（６月末時点で

は、６３名） 

 

◎クラブの事業としては、 

 

①千歳市が行う「千歳川桜プロジェクト」事業を支援しました。 

千歳セントラルロータリークラブの呼び掛けで、市内６つの奉仕 

             

団体（千歳ロータリークラブ、千歳セントラルロータリークラブ、

千歳ラインズクラブ、千歳中央ライオンズクラブ、千歳青年会議

所、千歳ソロプチミスト）が力を合わせて支援することは、地球に

やさしく、地域に根ざした社会奉仕活動だと思います。 

国道３６号線から日の出橋までの約１．６キロの千歳川沿いに２０

１６年から６年間をかけて直径約２０センチのエゾヤマザクラ約８

０本を植樹するプロジェクトです。私たちが支援するのは２０１６

年のみです。                        

２０１６年４月２３日に第１回の参加団体での会議が行われ、６ク

ラブの支援団体の総称を「千歳川に桜並木をつくる市民サポートの

会」として、事務局を千歳セントラルロータリークラブに置き、千

歳ロータリークラブの私が代表になりました。会議は第２回会議

（５月２３日）、第３回会議（７月２０日）、第４回会議（９月５

日）と行いました。                     

そして、千歳市に１００万円の支援を行いました。また、２０１６

年８月２２日（月）に、イオン千歳店と千歳モールに６クラブでチ

ラシを配り街頭啓発と募金活動を社会奉仕委員会の協力のもと行い

ました。募金総額は６１，８９７円になりました。       

また、関連行事として、１０月１４日（金）千歳青年会議所の主催

で６団体合同ゴルフ大会、また同じ日の夜に千歳ロータリークラブ

主催の６団体合同懇親会を山口市長ほか市の幹部の方々をお招きし

て開催しました。６団体が懇親を深め大いに意義のある懇親会だっ

たと思います。６団体が協力して一つの事をするというのは、なか

なか他の市町村ではないことです。              

②私が、以前から考えていました千歳セントラルロータリークラブ

との合同例会を復活させました。１月１７日（木）千歳ロータリー

クラブでの合同例会（ＡＮＡ）、４月１８日（火）千歳セントラル

ロータリークラブでの合同例会（リアン）です。お互いのクラブの

良い所が出ていた夜間例会だったと思います。           

③２０１６年８月１９日（金）夜間盆踊り例会の時、千歳セントラ

ルロータリークラブとの合同でポリオ撲滅の街頭募金を行いまし

た。２０，１０８円が集まりました。これを２クラブで分けまし

た。                            

④２０１６年１１月１日（火）千歳ロータリークラブ、神戸南ロー

タリークラブ友好クラブ締結１０周年記念として神戸空港（開港１

０周年）に掛け時計寄贈式典を行いました。          

⑤第７グループ合同支援事業として、タイのアカ族に古着をＲＩ第

３３６０地区チェンライロータリークラブに贈る事業を行いまし

た。                            

⑥「財界さっぽろ６月号」に千歳ロータリークラブの取材記事が掲

載されました。 

◎『相手の気持ちになろう、ロータリーの気持になろう』を会長方

針として１年間活動して来ました。               

大西年度の準備段階では、大きな事業もなく、粛々と目立たずに

やっていけば良いなぁ～と、楽な気持でいましたが、フタを開けて

見ましたら「入会金の無料化」「月３回の例会」「千歳川桜プロ

ジェクト」など、前段で列記した色々な活動があり、目まぐるしく

日々が過ぎて行き、私としては充実した一年間であったと自画自賛

しております。これもひとえに会員の皆様、事務局の伊藤美紀様の

ご協力の賜物と感謝申し上げます。 

一年間、ご支援ありがとうございました。次年度、５０周年を心一

つにしてがんばりましょう。 

会長挨拶・活動報告（大西 信也 会長) 
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出席率 

今回：71.4％（6月15日＝45／63  実数） 

確定：84.1％（5月25日＝53／63  うちMu0名） 

2016-2017年度の1年を振り返

り、幹事として、大西会長の方針で

あります「相手の気持ちになろう、

ロータリーの気持ちになろう」を基

に邁進してまいりました。                 

 

今年度はRIの規定審議会での決定事

項を参考に、月3回の例会を実施し

ましたが、正直、例会の回数が減っ

たことでクラブの財布は潤いましたが、その他のメリットが発現す

るまでには至りませんでした。大いに反省すべきことと思っており

ます。やはり毎週会員同士が顔を合わせ、例会に出てきて一緒に食

事をし、学びの場で友に共通の時間を歩むことが、基本中の基本で

あると痛感しました。上司部下・夫婦・恋人も同様に、相互の関係

を上手に築き、また良い関係を継続するためには、やはりコミュニ

ケーションが必要不可欠ではないでしょうか。顔を合わす・話す・

食べる・飲む・歌う、共に同じ時間を共有することで、そこには

「親睦の原点」、「奉仕の原点」があるのでないかと、この一年、

幹事を務めたことで学びました。 

 

ロータリーも正に様々な会員の集まりです。会員同士のコミュニ

ケーションが希薄では、組織の成長も絆も深まりません。次年度は

例会数が増えると聞いております。有難いことです。ロータリーを

楽しみ、学び、仲間と共に成長し、「奉仕の心」を養いたいもので

す。 

 

この1年間、大西会長から叱咤激励を沢山頂き、感謝申し上げま

す。また、理事の皆様、委員長の皆様、会員の皆様におかれまして

は、「大西丸」を支え、共に航海していただきましたこと、厚く御

礼を申し上げます。 

 

最後に、幹事として不行き届きな点が沢山ありましたことを、この

場をお借りしお詫び申し上げます。今後とも千歳RCが生き生きと

したクラブであり続けるよう、私自ら積極性を忘れず「何のため

に・・・?」をしっかりと考え続け、勇猛邁進いたします。皆様、

本当にこの1年間、ありがとうございました。 

本日の委員会報告はありません。 

◇進行：大西 信也 会長 

 

 

 

 

 

 

 

１．クラブ奉仕委員会 五十嵐 宏 委員長 

２．ＳＡＡ・プログラム委員会 菅原 正行 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

３．出席・資料管理委員会 岡崎 進 委員長 

４．ロータリー情報・定款細則委員会 藤本 敏廣 委員長 

５．健康委員会 藤川 俊一 委員長（代理報告 大西 信也 会  

長） 

６．親睦活動委員会 小畑 彰 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．ＲＧ会 沼田 常好 会長（代理報告 大西 信也 会長） 

８．会員増強委員会 村田 研一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

９．クラブ会報・公共イメージ・雑誌・ＩＣ委員会 高橋 憲司 

委員長 

10．職業奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

11．社会奉仕委員会 牟田 裕一 委員長 

12．千歳分収造林組合 丹治 秀一 組合長 （代理報告 大西 

信也 会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．環境保全委員会 平間 和弘 委員長 

14．青少年奉仕・ロータアクト委員会 前田 浩志 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．国際奉仕委員会 村上 倫行 委員長 

16．ロータリー財団・米山記念奨学委員会 福田 武男 委員長

（代理報告 大西 信也 会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は、後日発行される「クラブ計画と報告書」をご覧下さい。 

    ～ 詳しくはホームページをご覧下さい ～ 

 

     

 

委員会報告 

年次報告 

  本日のニコニコＢＯＸ    24名 57,000円  

幹事報告（今野 良紀 幹事） 
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