11月29日（日）に千歳市民文化センター２

300円に。これにクラブからプラスして計５万

階調理室で手打ちそば講習会を開きました。千

円を千歳市奨学基金として21日に千歳市長に

年そばの会から講師３名を招いて指導を受け、会

手渡す予定です。

員14名と家族合わせて16名がそば打ちに挑み

なお、年明けの新年会は１月19日(火）に予

ました。持ち帰り分も含めて50食分を打ち、

定。地域還元活動として①書き損じはがき②古

最後は手打ちそばを試食して舌鼓を打ちました。

切手③空き缶のリングプルを集めることになっ
ています。

プロバスクラブ年末チャリティー例会

（齊藤武司幹事）

暉久

千歳ロータリークラブ会報

Future of Rotary is in Your hands
ＲＩ会長
ジョン・ケニー

2009年12月17日
第21号（通算1989号）

CHITOSE ROTARY CLUB
岩崎会長テーマ

会

〝浩然の気〟

長

岩崎

会長エレクト

−ロータリアンは茄子の花−

暉久

副会長

佐々木金治郎

第2510地区ガバナー 渡邉

加藤

事

川端

清

第７グループ・ガバナー補佐

加藤

寛治

会

恭久

武仁
計

佐藤

幹
晴一

〜１２月はロータリー家族月間〜

ニコニコＢＯＸ
岩崎

2009-2010年度

会長

本日も元気で例会出席でき、ありがとうござ
いました。
溝端 荘悟 様（ＲＩ第2640地区 橋本ＲＣ）
これからもよろしく、お願いします。
今野

良紀

会員

12月例会は８日（火）、リアンで年忘れチャ

ローターアクト北海道交流大会、盛大に終え

リティー忘年会を開き、会員20名に加えて千

ることができました。ありがとうございまし

歳ＲＣから岩崎会長、川端幹事、佐々木金治郎

た。

会長エレクト、山田プロバスクラブ委員長、中
村堅次同委員会委員の５名が出席しました。岩

ニコニコ紹介

崎ＲＣ会長のあいさつと発声で開宴、チャリ
ティービンゴゲームで会長賞、１・２・３等賞

親睦活動委員会
副委員長

玉山

敬吏

ほか持参景品を先着順で手渡しました。また、

年会費や入会金、組織改変などクラブ細則変更案をテーマにフォーラム（12月10日の例会で）

チャリティー100円玉じゃんけんゲームやのど
自慢カラオケなどを行い、益金は合計３万９千

四

編集後記

真実かどうか

〜思いと言行はこれに照らしてから〜 2. みんなに公平か

12月13日（日）に千歳市民文化センターで開かれた「クリスマスファミリーコンサート」にＡＮ
Ａクラウンプラザホテル千歳「スペシャルランチブッフェ」がセットになったチケットを購入し、妻
と息子と３人で食事と音楽に浸りました。食事制限のある妻にとって、バイキング料理は自分の食べ
られるものだけ選択できる外食という意味で好都合。夫婦限定となった今年のロータリーのクリスマ
ス家族会に障害のある息子を１人置いて出るわけにいかない分、ひと足早く勝手に家族とクリスマス
気分でした。単身赴任の会員を含めて多様な会員家族の在り方を、12月の「ロータリー家族月間」
に、ちょっと考えていただきたいなと感じた次第です。きょうの例会は会報の写真撮りなどクラブ奉
仕に徹し、終了後はさっさと帰宅して家族奉仕ということに…。
（大澤）

千歳市北栄2丁目2番1号 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
月・水・木曜日 10:00〜14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
◎沼田 常好
○大澤 雅松
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尾﨑伊智朗
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TEL.23-4470

公彦

村上

FAX.23-4600

倫行

本日の例会（12／17

第25回）：夜間例会

3.

好意と友情を深めるか

4.

みんなのためになるかどうか

クリスマス家族会
担当：親睦活動委員会
〜ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳〜

（12、１月のプログラム）

（ローターアクト例会）

１２月２４日（木）年次総会（３６分例会） 担当：会長
３１日（木）休
会（大晦日）
１月 ７日（木）夜間移動例会（新年交礼会）西洋軒
担当：親睦活動委員会
１４日（木）通常例会 担当：プロバスクラブ委員会
２１日（木）通常例会（市長卓話）
担当：プログラム委員会

１月

出

席

率

前
確

７日（木）

合同移動例会（西洋軒）

（プロバスクラブ例会）
１月１９日（火）午後６時半
ベルクラシック・リアン（千歳平安閣）

回：52.6％（１２月１０日＝３０／５７、実数）
定：78.9％（１１月２６日＝４５／５７、うちメーキャップ０名）

2009〜2010年度
第24回（通算2091回）例会報告
日時：2009年12月10日

12：30〜13：50

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
プログラム：通常例会

フォーラム

「細則の変更について」

す。新しい組織図を作って皆さんにお配りしま

れいなところですので、一度おいでください。

した。いろいろな形の中で来年度はスリム化を

ＲＩ第2640地区
本橋ロータリークラブ
会員増強委員長
溝端 荘悟

図らなければならず、理事は10名といたしま
した。パスト会長会議でもご了解を得たもので
すので、よろしくお願いします。

様

《お客様紹介》

幹事

川端

清

①75歳以上に適用されている年会費の減免
（２分の１）を、75歳未満であっても収入が
年金受給のみとなった場合にも適用する②現行
で７万円の入会金を３万円にする―などの負担
役から理事を現行の15名から10名とし、委員
会構成なども見直す変更案が示されました。

井上

例会の進行

本橋ＲＣ会員増強委員長

会長挨拶

溝端
会

長

岩崎

暉久

荘悟

様

（株式会社ミゾバタ代

閉鎖されることになりました。長期的なビール

表取締役会長・北海道

溝端様ようこそいらっ

市場の低迷と当社の生産能力の需給ギャップ解

溝端紙工印刷株式会社

しゃいました。12

消のためです。実は北陸工場は11工場の中で
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なくて、千歳工場は２番目に少ないのです。非
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ザインしたきらびやか
なツリーや雪だるま、

ロータリーソング

人形などの飾り付けでクリスマスムードを盛り

「我等の生業」

上げているとのこと。
話は変わりますが、少子化の進む中で、千歳

四つのテスト

市の住民基本台帳に基づく11月末の人口が前
年に比べ433人増の９万３千521人になったと
発

声

のこと。転入もあるし出産もあるのでしょう
が、将来に向け喜ばしいことです。本日はご案

プログラム委員会
副委員長

村田

研一

に中期計画が発表され、

加藤ガバナー補佐、

歳空港駅にも職員がデ

信也

ことを少々。今年10月
当社の国内11工場のうち栃木と北陸の工場が

ションやツリー、新千
大西

勝訓会員

急に３分間スピーチに

お客様あいさつ

月、街中にイルミネー

ＳＡＡ委員長

３分間スピーチ

指名されまして、会社の

軽減策について論議しました。また、次年度三

内の通り、定款・細則委員会担当のフォーラム
です。実りあることを期待します。

例会に出席するのは初めてですが、毎月こち

北海道に立地していて、本州から運び込む輸送

らに来ておりまして、ここ（ＡＮＡクラウンプ

コストを考えると操業続行ということになりま

ラザホテル千歳）に泊まることが多いものです

した。ただ、我々は強い危機意識を持っていま

から。北海道では札幌、遠軽と千歳の臨空工業

す。北海道でのキリンビールの需要が増えて工

団地の３カ所に事務所や工場を持っています。

場の生産効率が上がることが望ましいわけで

地元の印刷需要を荒らすつもりはありませんの

す。キリンビールは北海道では３位のメーカー

でご安心を。ホテルや旅館、レストランなどで

です。皆さんもぜひキリンビールを地元で作っ

使われる特殊な紙製品を作っている会社ですの

ていることを話していただければと幸いです。

で、よろしくお願いします。私がいる2640地

また、全国的には首位争いが熾烈です。キリン

区というのは、大阪の堺市から南、和歌山県か

ビールのご愛飲を年末最後までお願いします。

ら大阪府の一部で構成している地区です。会員
数は3000名を切っていると思います。入会か
ら27年を経てガバナー補佐も終わらせてもら

友情の握手タイム

幹事報告
客

坂がございます。田舎ですが空気と水と心がき

（キリンビール千歳工場長）

担当：定款・細則委員会

お

このテーブルに次年度の三役が座っておりま

プロバスクラブが手打ちそば講習会

い、隠居の身です。橋本というのは、昔から水

様

泳が盛んな場所で女子の前畑さん、男子の古川
幹

事

川端

清

さんというどちらも平泳ぎで活躍された選手が

次回12月17日はクリスマス

います。橋本市と高野、九度山、かつらぎの

家族会です。楽しいひと時を過

３町によるトータルで10万人のエリアです。

ＲＩ第2510地区

ごすためにご協力をお願いし

クラブ会員数は80名以上でしたが、子クラブ

第７グループガバナー補佐

ます。12月24日は36分例会で

を作りましたので、今は53名です。弘法大師

す。出席をよろしくお願いしま

が開かれた高野山があるのでお坊さんもいらっ

す。

しゃいました。胸突き八丁の語源となった八丁

加藤

寛治

様

手打ちそば講習会

費減額の対象について明確にすべきだとの意見

もう一つ、ロータリー財団から礼状が来てお

が出ていました。数ではなく質を問うべきでは

ります。2008〜2009年度に1000ドル以上の

ないかとの意見がありました。

寄付をされたクラブへのポリオ寄付感謝状とい

パストガバナー（定款・細則委員会）
佐藤

秀雄

委員長から話しました通り、

うことでございます。

12月３日に委員会を開催し①
年会費の減額②入会金の減額③
出席免除規定の該当者の年会費―の３点につい
て議論しました。議論の内容は、皆さんのお手

佐藤

晴一会員

元に配布した資料の通りです。全国の各クラブ

ここのテーブルは次年度の三

が会員減少に悩んでおり、当地区でも4300名

役が入っていましたが、１番目はいいと思いま

の在籍だった会員が2600名と減少し、高齢化

すが、将来的に現状の事業内容をスリム化しな
五十嵐

宏会員

１番の問題で75歳以上は届

け出なしで免除されるのであれば、これでいい
と思います。２番目の入会金３万円もいいと思
います。３番目は出席免除の条項に年会費のこ

が進んでいます。新しい人たちが入会してくれ

ければならないと思います。２番目の入会金は

ない、年金受給者が増加してロータリーの年会

他クラブや皆さんの意向で決めなければならな

費負担が大きいということから議論しました。

いと思います。３番目はこれでいいのかと思い

各テーブルで討論し、その内容を代表の方が

ガバナー補佐あいさつ

ます。

発表してください。
加藤

とを書いてあるので、ちょっとおかしいのでは

寛治様

最初の８月27日、地区大会

ないか。

各テーブルから意見

後のガバナー公式訪問（10月
８日）同行に続く３回目の千
歳ＲＣ訪問です。地区大会に
は多数の登録ありがとうございます。前回はガ
バナーの方針等を説明しました。３月に次の訪
フォーラムを進行

問をさせていただき、６月には新旧のガバナー
補佐、会長、幹事の懇談をしたいと思っていま

会費や入会金の改定案

す。その前に５月29日にＩＭがございます。

分かりづらく聞こえるが、理

は次年度予算や事業を決めていく上で大きな

午前中は６クラブ合同のゴルフ大会、午後４時

事会承認でサインだけすればいいようにすれば

要素になりますので、次年度幹事の要請で１

ぐらいから各クラブからＣＬＰについての報告

いいのではないかと。

月30日までに報告することになっています。

をいただき討論会としたいと思います。ガバ

きょうは、大変参考になりました。ありがとう

ナー補佐、大変ですが非常に参考になり勉強に

ございました。

なります。よろしくお願いします。

佐藤パストガバナー
上井

昭一会員

佐々木会長エレクトから組織改正案の説明

尾﨑

伊智朗会員 こちらのテーブルは、基本

的に改定案に賛成です。ただ、75歳以上でも
減額せずに払いたいという方がいた場合の対応
が必要かと思います。また、こうした改定案が
出てくることに危機感を持って会員増強を進め
るべきだとの意見が出ていました。

フォーラム
定款・細則委員長

木村

照男

本日は１回目ということで皆
さんのご意見をいただき、１月
川端

清幹事

私たちは12月３日の会合に出

ているので、了承しているつもりです。

中に最終的な発表をしたいと考
えています。ご協力お願いしま
す。
村田

研一会員 会員増強が一番であり、年会
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《お客様紹介》

幹事

川端

清

①75歳以上に適用されている年会費の減免
（２分の１）を、75歳未満であっても収入が
年金受給のみとなった場合にも適用する②現行
で７万円の入会金を３万円にする―などの負担
役から理事を現行の15名から10名とし、委員
会構成なども見直す変更案が示されました。

井上

例会の進行

本橋ＲＣ会員増強委員長

会長挨拶

溝端
会

長

岩崎

暉久

荘悟

様

（株式会社ミゾバタ代

閉鎖されることになりました。長期的なビール

表取締役会長・北海道

溝端様ようこそいらっ

市場の低迷と当社の生産能力の需給ギャップ解

溝端紙工印刷株式会社

しゃいました。12

消のためです。実は北陸工場は11工場の中で

代表取締役社長）

最も生産能力が少なく、栃木工場は３番目に少
なくて、千歳工場は２番目に少ないのです。非
常に危ない位置にいるのですが、幸いなことに

ザインしたきらびやか
なツリーや雪だるま、

ロータリーソング

人形などの飾り付けでクリスマスムードを盛り

「我等の生業」

上げているとのこと。
話は変わりますが、少子化の進む中で、千歳

四つのテスト

市の住民基本台帳に基づく11月末の人口が前
年に比べ433人増の９万３千521人になったと
発

声

のこと。転入もあるし出産もあるのでしょう
が、将来に向け喜ばしいことです。本日はご案

プログラム委員会
副委員長

村田

研一

に中期計画が発表され、

加藤ガバナー補佐、

歳空港駅にも職員がデ

信也

ことを少々。今年10月
当社の国内11工場のうち栃木と北陸の工場が

ションやツリー、新千
大西

勝訓会員

急に３分間スピーチに

お客様あいさつ

月、街中にイルミネー

ＳＡＡ委員長

３分間スピーチ

指名されまして、会社の

軽減策について論議しました。また、次年度三

内の通り、定款・細則委員会担当のフォーラム
です。実りあることを期待します。

例会に出席するのは初めてですが、毎月こち

北海道に立地していて、本州から運び込む輸送

らに来ておりまして、ここ（ＡＮＡクラウンプ

コストを考えると操業続行ということになりま

ラザホテル千歳）に泊まることが多いものです

した。ただ、我々は強い危機意識を持っていま

から。北海道では札幌、遠軽と千歳の臨空工業

す。北海道でのキリンビールの需要が増えて工

団地の３カ所に事務所や工場を持っています。

場の生産効率が上がることが望ましいわけで

地元の印刷需要を荒らすつもりはありませんの

す。キリンビールは北海道では３位のメーカー

でご安心を。ホテルや旅館、レストランなどで

です。皆さんもぜひキリンビールを地元で作っ

使われる特殊な紙製品を作っている会社ですの

ていることを話していただければと幸いです。

で、よろしくお願いします。私がいる2640地

また、全国的には首位争いが熾烈です。キリン

区というのは、大阪の堺市から南、和歌山県か

ビールのご愛飲を年末最後までお願いします。

ら大阪府の一部で構成している地区です。会員
数は3000名を切っていると思います。入会か
ら27年を経てガバナー補佐も終わらせてもら

友情の握手タイム

幹事報告
客

坂がございます。田舎ですが空気と水と心がき

（キリンビール千歳工場長）

担当：定款・細則委員会

お

このテーブルに次年度の三役が座っておりま

プロバスクラブが手打ちそば講習会

い、隠居の身です。橋本というのは、昔から水

様

泳が盛んな場所で女子の前畑さん、男子の古川
幹

事

川端

清

さんというどちらも平泳ぎで活躍された選手が

次回12月17日はクリスマス

います。橋本市と高野、九度山、かつらぎの

家族会です。楽しいひと時を過

３町によるトータルで10万人のエリアです。

ＲＩ第2510地区

ごすためにご協力をお願いし

クラブ会員数は80名以上でしたが、子クラブ

第７グループガバナー補佐

ます。12月24日は36分例会で

を作りましたので、今は53名です。弘法大師

す。出席をよろしくお願いしま

が開かれた高野山があるのでお坊さんもいらっ

す。

しゃいました。胸突き八丁の語源となった八丁

加藤

寛治

様

手打ちそば講習会

11月29日（日）に千歳市民文化センター２

300円に。これにクラブからプラスして計５万

階調理室で手打ちそば講習会を開きました。千

円を千歳市奨学基金として21日に千歳市長に

年そばの会から講師３名を招いて指導を受け、会

手渡す予定です。

員14名と家族合わせて16名がそば打ちに挑み

なお、年明けの新年会は１月19日(火）に予

ました。持ち帰り分も含めて50食分を打ち、

定。地域還元活動として①書き損じはがき②古

最後は手打ちそばを試食して舌鼓を打ちました。

切手③空き缶のリングプルを集めることになっ
ています。

プロバスクラブ年末チャリティー例会

（齊藤武司幹事）

暉久

千歳ロータリークラブ会報

Future of Rotary is in Your hands
ＲＩ会長
ジョン・ケニー

2009年12月17日
第21号（通算1989号）

CHITOSE ROTARY CLUB
岩崎会長テーマ

会

〝浩然の気〟

長

岩崎

会長エレクト

−ロータリアンは茄子の花−

暉久

副会長

佐々木金治郎

第2510地区ガバナー 渡邉

加藤

事

川端

清

第７グループ・ガバナー補佐

加藤

寛治

会

恭久

武仁
計

佐藤

幹
晴一

〜１２月はロータリー家族月間〜

ニコニコＢＯＸ
岩崎

2009-2010年度

会長

本日も元気で例会出席でき、ありがとうござ
いました。
溝端 荘悟 様（ＲＩ第2640地区 橋本ＲＣ）
これからもよろしく、お願いします。
今野

良紀

会員

12月例会は８日（火）、リアンで年忘れチャ

ローターアクト北海道交流大会、盛大に終え

リティー忘年会を開き、会員20名に加えて千

ることができました。ありがとうございまし

歳ＲＣから岩崎会長、川端幹事、佐々木金治郎

た。

会長エレクト、山田プロバスクラブ委員長、中
村堅次同委員会委員の５名が出席しました。岩

ニコニコ紹介

崎ＲＣ会長のあいさつと発声で開宴、チャリ
ティービンゴゲームで会長賞、１・２・３等賞

親睦活動委員会
副委員長

玉山

敬吏

ほか持参景品を先着順で手渡しました。また、

年会費や入会金、組織改変などクラブ細則変更案をテーマにフォーラム（12月10日の例会で）

チャリティー100円玉じゃんけんゲームやのど
自慢カラオケなどを行い、益金は合計３万９千

四

編集後記

真実かどうか

〜思いと言行はこれに照らしてから〜 2. みんなに公平か

12月13日（日）に千歳市民文化センターで開かれた「クリスマスファミリーコンサート」にＡＮ
Ａクラウンプラザホテル千歳「スペシャルランチブッフェ」がセットになったチケットを購入し、妻
と息子と３人で食事と音楽に浸りました。食事制限のある妻にとって、バイキング料理は自分の食べ
られるものだけ選択できる外食という意味で好都合。夫婦限定となった今年のロータリーのクリスマ
ス家族会に障害のある息子を１人置いて出るわけにいかない分、ひと足早く勝手に家族とクリスマス
気分でした。単身赴任の会員を含めて多様な会員家族の在り方を、12月の「ロータリー家族月間」
に、ちょっと考えていただきたいなと感じた次第です。きょうの例会は会報の写真撮りなどクラブ奉
仕に徹し、終了後はさっさと帰宅して家族奉仕ということに…。
（大澤）

千歳市北栄2丁目2番1号 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
月・水・木曜日 10:00〜14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
◎沼田 常好
○大澤 雅松

1.

尾﨑伊智朗

斉藤

TEL.23-4470

公彦

村上

FAX.23-4600

倫行

本日の例会（12／17

第25回）：夜間例会

3.

好意と友情を深めるか

4.

みんなのためになるかどうか

クリスマス家族会
担当：親睦活動委員会
〜ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳〜

（12、１月のプログラム）

（ローターアクト例会）

１２月２４日（木）年次総会（３６分例会） 担当：会長
３１日（木）休
会（大晦日）
１月 ７日（木）夜間移動例会（新年交礼会）西洋軒
担当：親睦活動委員会
１４日（木）通常例会 担当：プロバスクラブ委員会
２１日（木）通常例会（市長卓話）
担当：プログラム委員会

１月

出

席

率

前
確

７日（木）

合同移動例会（西洋軒）

（プロバスクラブ例会）
１月１９日（火）午後６時半
ベルクラシック・リアン（千歳平安閣）

回：52.6％（１２月１０日＝３０／５７、実数）
定：78.9％（１１月２６日＝４５／５７、うちメーキャップ０名）

