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本日の例会 （７月８日 第２回） 通常例会（年度計画発表）                担当：三役 

～ＡＮＡクラウンプラザホテル～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年７月８日 

第２号 （通算２０１４号） 

佐々木会長テーマ 

“心 ひとつに” 

会 長 佐々木 金治郎  副会長 大西 信也  幹 事 佐藤 晴一 

会長エレクト 今村 靜男   会 計 酒井 宏  

第2510地区ガバナー 佐々木 正丞 第７グループ・ガバナー補佐 古川 大之  

～ ７月はロータリー親睦活動月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第１回（通算２１２０回）例会報告 
 

日時：２０１０年７月１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：年度計画発表 

担当：三役 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員会委員長 村田 研一 

四つのテスト 

職業奉仕委員会委員長 

     村上 倫行 

千歳セントラルロータリークラブ 

会長 坂井 治 様 

幹事 佐々木 俊哉 様 

創立２０周年実行委員長 入口 博美 様  

本日のお客様 

ゲスト紹介 幹事 佐藤 晴一 

会長 佐々木 金治郎 
 

 本日、７月１日に本年度第一回目

の例会をスタートすることになりま

した。いよいよ船出でございます。

千歳ロータリークラブ５７名の乗組

員の舵取り役として、微力ではござ

いますが、一年間一生懸命頑張って

まいりたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 今年度ＲＩ会長のレイ・クリンギンスミスさんは、

テーマを「地域を育み、大陸をつなぐ」とし、職業奉

仕から発生する社会奉仕を含めて地域を作っていこう

ということです。彼は、ロータリー財団の国際親善奨

学生としてアフリカに渡り、それからアフリカにすご

く興味をもっており、ロータリーの力でそれぞれの大

陸をつないでいこう、そして国際的な奉仕を進めてい

こう、ということです。 

 このようなＲＩ会長のテーマの中で、千歳ロータ

リークラブは「心ひとつに」というテーマにさせてい

ただきました。どうか皆さん、今年一年「心ひとつ 

に」で、クラブ活動をよろしくお願いいたします。 

 

幹事 佐藤 晴一 
 

 まずは、千歳セントラルロータ

リークラブの皆様、ようこそいらっ

しゃいました。１年間よろしくお願

いします。当クラブには９０歳を超

える加藤武人会員がいらっしゃいま

す。そのような年齢になっても、こ

うやって元気に例会に出席されてい

るというのが、我々のクラブの一つの自慢でもありま

会長挨拶 

幹事報告 
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す。 

 今月の予定は非常に詰まっており、５回の例会があ

ります。８日は通常例会、１５日はキリンビールにて

アクトとの合同夜間例会となっております。それに先

立ちまして、昼にシャムロックカントリークラブで木

曜会の第１回目のゴルフを行います。奮ってご参加く

ださい。案内は本日中に皆様にいたします。また、２

２日はロータリー情報委員会で佐藤パストガバナーに

よるRI審議会報告ということで、貴重なお話をしてい

ただきます。そして、２９日の例会は職業奉仕委員会

村上委員長の息子さんに来ていただき、南極観測隊員

の極限の生活などをお話して頂くという、非常に楽し

みな例会も予定しております。また、先日行われまし

た恵庭ロータリークラブの４０周年記念について、恵

庭ロータリーからお礼のはがきが届いております。 

 １年間よろしくお願いいたします。 

 
紹介者 五十嵐 宏 クラブ奉仕委員長  

 

 村上光輝さんをご紹介します。半分以上の方はご存

じだと思いますが、村上光輝さんは昭和８年の２月生

まれ、今回７７才で再入会ということで我々にとって

は本当に有難い思いであります。会社の方は、株式会

社村上組、代表取締役社長には昭和４２年に就任して

おります。以前は、昭和５０年に入会されまして、 １

９８９－１９９０年度の２２代目の会長をされてお

り、パスト会長ということになります。奥様、子供様

が３人、お孫さんが４人ということで、趣味は旅行、 

ゴルフということです。委員会はSAA・プログラム委員

会です。  

 

入会の挨拶 

 

 ただいまご紹介を頂きました、村

上光輝でございます。１０年ほどぶ

りなのですが、全然そんな感じがし

ません。この席にきて、ロータリー

クラブはいいものだという感じがし

まして、１０年間のブランクがいっ

ぺんに消えた感じです。いずれにし

ても、７７歳を超え、国からも後期

高齢者といわれ、何となくいじめられている感じもし

ないわけでもないのですが、いたって健康でございま

す。残すこれからの人生はわずかでございますが、皆

さんとのロータリーの友情とお付き合いのほどをお願

いしまして、簡単ではございますが、再度の入会のご

挨拶といたします。 

 

 
紹介者 岩崎 暉久 直前会長 

 

 五十嵐桂一さんをご紹介いたします。みなさんご存

じの通り、元は千歳クラブの会員でした。株式会社メ

ビウスの代表取締役です。家族は、奥さんとお子様二

村上光輝 会員 

五十嵐桂一 会員 

新入会員入会式 

人です。ご存じの通り、千歳市議会議員でもありま

す。趣味は、ゴルフ、旅行、など多数ということで

す。 

  

入会の挨拶 

 

 約束通り、２年間で戻ってきまし

た。いっぱいいろいろなことを言い

たいのですが、時間がないので２つ

だけお話します。岩崎さん、加藤さ

ん、川端さんには大変ご迷惑をおか

けしました。この場をお借りいたし

まして、お詫び申し上げます。そし

て、この２年間皆様にいろいろなと

ころで会うたびに、温かい言葉、励

ましの言葉をたくさん頂きました。この場を借りまし

て感謝したいと思います。ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。 

（報告内容の詳細は、後日まとまるクラブ計画書をご

覧ください） 

 

会長 佐々木 金治郎 

 

 千歳ロータリークラブ会員皆様の力強い

ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

 

 楽しい例会にしようと思いますので、

よろしくお願いします。また、今年は例

会時はロータリーバッジの着用を忘れず

にお願いします。 

 

 

ロータリー情報・定款・細則委員長 末廣 孝 

 

 みなさんのご協力をよろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

会員増強委員長 佐々木 昭 

 

 ５人組活動のプランを実行に移したいと

思います。 

 

 

 

 

 

年度計画発表 
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健康委員長 長澤 邦雄 

 

 健康作りのため、１１月の丸駒温泉で

の移動例会時に湖畔から丸駒まで歩いて

行くことを計画しています。 

 

 

 

 

職業奉仕委員長 村上 倫行 

 

 高い倫理基準の実現を推進していきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

新世代・ローターアクト委員長 小森 俊昭 

 

 ローターアクトメンバー全員が自主性

と責任感を持ってそれぞれの成長の場と

なるように、叱咤激励していきたいと思

います。 

 

 

 

社会奉仕委員長 今野 良紀 

 

 社会貢献になる活動をいろいろ模索し

ていきます。 

 

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学委員長 本宮 輝久 

 

 これまでと同様、みなさまのご協力を

お願いします。 

 

 

 

 

 

副会長 大西 信也 

 

 佐々木会長を盛りたてて、楽しい例会

にいたしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この４月に瑞宝双光章を受章した酒井宏会員の叙勲を

祝う会が、７月１日リアンにて開かれました。会に

は、４２名の会員が出席し、酒井会員の栄誉ある受章

をお祝いいたしました。会は、高橋会員の司会により

進行され、今回の祝賀会の発起人代表として五十嵐会

員より、酒井会員の経歴、功績などが紹介されまし 

た。続いて、酒井会員よりお礼の挨拶がありました。

その後は、佐々木会長からの挨拶の後、記念品の贈呈

が行われ、丹治会員の祝杯により宴がはじまりまし

た。 

 その後は、今野会員が各テーブルを回って会員から

のテーブルスピーチをいただきました。そして、当日

が７２歳の誕生日でもある酒井会員のために、バース

デーケーキのプレゼントがあり、酒井会員は勢いよく

ローソクを吹き消しました。最後は今村会長エレクト

による締めの挨拶により、会は終了いたしました。 

 

酒井会員の挨拶 

 

 私の人生でこういう日があるの

だろうかと、今思ってもうわつい

た気持ちでおります。この話が

あったときには固辞したのです

が、私の親分の一人である五十嵐

さんから縁を切ると言われ、縁を

切られると千歳に来る理由がなく

なってしまいますので、泣く泣く

ではなくて、大変喜んで今日のこ

の立派な会を催していただくことを承諾しました。皆

様方には、何かとご多用な中、このように大勢の方に

来ていただきました。私の人生の中で、これ以上のこ

とはないのではないかという風に思っております。そ

のような意味合いでは、感激、感激、ただ感激であり

ます。ありがとうございました。 

 正直申し上げまして、今回の受章は計算していたこ

とではありません。でも、年齢に達しますと、近いの

かなという気はしておりましたけれども、もらってみ

ますと、警察官を４１年間やって、本当に私がいただ

けるだけの功績を残したのかどうか、という風に疑問

でありました。しかしながら、４１年間警察官として

酒井宏会員の瑞宝双光章受章祝賀会の開催 
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愚直に勤め上げ、地域住民の安全と安寧のために働い

た結果かなと思っております。これは、私一人でなせ

る業ではありません。先ほど、五十嵐さんからお話が

ありましたように、家内、家族の支えがあったからこ

そではありますが、それ以上に本日ここにお集まりの

皆様はじめ、多くの方々に支えられての今という風に

思っております。なかなか、陛下の御前にいくという

ことはできないのかもしれませんが、それもいい経験

をさせてもらいました。そういうことを踏まえ、これ

から何をもってお返しするかということを日々考えて

おりました。本日は４２名の皆様の熱い視線を受けつ

つ、今後どうしていくかということになりますと、今

まさにロータリーをエンジョイさせて頂いております

ので、これからはロータリーに力点をもう少しかけよ

うかなと思っておりますし、もう一つは地域活動にお

いて、少しでも恩返しできればよろしいかなと思って

おります。今日は、組織図に入らない委員が二つ増え

ましたが、何かありましたらそういう形でお返しした

いと考えておりますので、私に鞭を打っていただけれ

ばと思っております。皆様方にこのような席を設けて

いただきましたことを、人生の糧としながら残せる時

間をどうするかと思っております。本日佐々木丸が出

港しましたが、 私が今日が誕生日、７２歳でありま

す。干支も７回目に入りました。このような中で、こ

れからどれほど頑張れるかということになりますと、

先ほど頂いた ウォーキングシューズがありますので、

それを履いて頑張りたいと思っております。本日はこ

のような席を設けていただいた皆様に、ご参加頂きま

した皆様に、 今後のますますのご繁栄をお祈りしまし

て、つたない言葉ではありましたが、私からの挨拶と

させていただきたいと思います。本当に今日はありが

とうございま した。 

本日のニコニコ集計 ３１人 ９２，０００円 

佐々木 金治郎 会長 

いよいよ２０１０～２０１１年度、１年間よろしくお

願いします。 

 

大西 信也 副会長 

今年度副会長です。よろしくお願いします。 

 

佐藤 晴一 幹事 

本年度よろしくお願いします。 

 

沼田 常好 会員 

出席・資料管理委員会委員長になりました。よろしく

お願いします。 

 

大澤 雅松 会員 

１）国際奉仕委員会１年間よろしくお願いします。 

２）８月７日、千歳に来る欽ちゃん球団入場券をロー

タリー会員価格にします。社員の福利厚生、お孫さん

孝行にお使い下さい。 

 

下山 徹哉 会員 

１年間親睦活動委員会頑張ってまいりますので、皆様

のご支援よろしくお願いいたします。 

 

本宮 輝久 会員 

妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。 

 

宮本 伸司 会員 

新たな営業サービス拠点、北ガスフレアスト千歳が本

日から営業を開始しました。３、４日の２日間、清水

町の北ガスでオープニングフェアを行ないます。是

非、お立寄り下さい。 

 

村上 光輝 会員 

入会を記念して 

 

前年度三役・理事一同 

今年度三役・理事・委員長一同 

ニコニコＢＯＸ 

（７月のプログラム） 

（ローターアクト例会） 

（プロバスクラブ例会） 

８日 （木） 通常例会（年度計画発表）  

担当：三役  

１５日 （木） 夜間移動例会（キリンビール） 

担当：親睦活動委員会  

２２日 （木） 通常例会  

担当：ロータリー情報委員会  

２９日 （木） 通常例会  担当：職業奉仕委員会  

１３日 （火） 例会 １０：００～ 

ささき農園 

スケジュール 

出席率 

８日 （木） 定例会（レストランインター） 

１５日 （木） 合同夜間移動例会（キリンビール） 

今回：７７．２％（７月 １日＝４４／５７、実数） 

確定：７５．９％（６月１７日＝４４／５８、 

                うちメーキャップ３名）  

木曜会ゴルフコンペスケジュール 

日付 開催場所 懇親会 

７月１５日 シャムロック 夜間例会 

８月１９日 ちとせインター レストランインター 

９月１６日 シャムロック 夜間例会 

１０月１４日 ちとせインター レストランインター 

４月２１日 シャムロック 夜間例会 

１１月２０日～２２日 神戸南RCへ（予定） 

５月１２日 ちとせインター レストランインター 

６月３０日 シャムロック さよなら夜間例会 


