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本日の例会 （７月１日 第１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１日 

第１号 （通算２０１３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 ～ 

２００９年～２０１０年度 

第５２回（通算２１１９回）例会報告 
 

日時：２０１０年６月２４日１８：３０～２０：３０ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：さよなら例会（RAC合同） 

担当：親睦活動委員会 

司会 ：ＳＡＡ委員会委員長 大西 信也 

四つのテスト 

プログラム委員会委員長 

    大沼 千枝子 

千歳プロバスクラブ  

会長 寺本 利明 様 

幹事長 小見山 貢 様  

本日のお客様 

ゲスト紹介 幹事 川端 清 

会長 岩崎 暉久 
 

 本日は、２００９～２０１０年度

の千歳ＲＡＣとの合同例会となるさ

よなら例会に、多くの会員の皆様の

出席を頂き開催できることをうれし

く思っています。会員相互の親睦と

交流の輪がますます広がることを願

います。 

 さて、サッカーのワールドカップ

南アフリカ大会で連日熱戦がくりひろげられ、日本も

オランダには善戦したものの０対１で惜敗し残念でし

たが、追いかけても届かなかった１点差を岡田監督は

「なかなか乗り越えられない壁」と表現しました。 

 冒頭に申し上げましたとおり、今夜は２クラブ合同

例会です。大いに飲み、大いに食べ、明日から飛躍す

ることを願い、大いに語りあい楽しい時間を過ご して

ください。 

 後に、本年度三役と理事にご支援を賜りましたこ

とを感謝いたしまして、挨拶といたします。 

 

幹事 川端 清 
 

 本日は、幹事報告はありません。  

 

 

幹事 川端 清 
 

 このたび、やむを得ない事情で退会される会員をご

紹介いたします。入江武人会員、２年半の在籍です。

大沼千枝子会員、５年間の在籍です。齊藤博徳会員、

６年間の在籍です。山田睦雄会員、２９年間の在籍で

会長挨拶 

幹事報告 

退会会員の紹介と挨拶 
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す。  

 

 
  

 わずかの間でしたが、本当にいろい

ろな経験をさせて頂きました。そし

て、いろいろな方と知り合えたのが、

私にとって 大の財産となりました。

これからも、千歳ロータリークラブの

ますますのご隆盛をお祈りしていま

す。本当にお世話になりました。  

 

 
 

 今、５年間の在籍と聞いてびっくり

しました。不良会員、幽霊会員と言わ

れながらも５年間も籍があったのかと

感無量です。プログラム委員会では、

皆さまにいろいろご指導いただきなが

ら、やっと皆さんのお考えが見えるよ

うになったと思ったのですが、皆さま

にはお返しをすることもできず、この

まま退会することになりまして、自分でも残念に思っ

ております。これから社業に専念いたしまして、また

皆さまのもとに戻ってこられるように頑張っていくと

いう覚悟ですので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。５年間、本当にありがとうございました。  

 

 

 例会などの点鐘に使う木槌＝撞木（しゅもく）を、

岩崎会長から佐々木会長エレクトに引き継ぎました。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 岩崎 暉久 
 

 ただいま、丁重にバッジ交換がとりおこなわれまし

た。いつの時代もそうだと思いますが、バッジの交換

を行うときは気の引き締まる思いです。来年度も よろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

入江武人 会員 

大沼千枝子 会員 

撞木の儀・バッジ交換 

会長エレクト 佐々木 金治郎 
 

 今、撞木の引き継ぎとバッジの交換

を行いました。私は７月１日から船出

をすることになります。非常に身の引

き締まる思いでありますが、素晴らし

い会員の皆様が私たちを応援してくれ

ることを心強く思って７月１日の船出

をしたいと思っております。そして、

この撞木で毎週の例会で鐘を鳴らすこ

とになりますが、心をこめてしっかり

と鐘を鳴らしながら一週間、一週間を務めていきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

幹事 川端 清 
 

 一年間、本当にお世話になりまし

た。ありがとうございました。私も

やっと肩の荷が下りたような気がして

おります。何となくニコニコしたよう

なこの笑顔を見ていただければ分かる

と思います。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

次年度幹事 佐藤 晴一 
 

 次年度というよりも、もう来週か

ら幹事をやらせていただきます。今

日のこの場が個人的な意見を話せる

後のチャンスと思ってしゃべらせ

てもらいますが、今まで本当に次年

度の準備で大変で、どうやっていけ

ばいいのか本当に不安に過ごしてき

ましたが、先日のパスト会長会議

で、パスト会長の皆様からの思いで

すとか、長年にわたって継続してきた分収造林に対す

る思いというものを聞かせていただき、ロータリー活

動を一生懸命にやるということは大変なことですが、

本当に名誉なことだということを再認識しました。是

非、皆様のその思いを来年きちんとサポートさせてい

ただきたいと思います。来年度一年間よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

親睦活動委員会 副委員長 玉山 敬吏 

 

 

 

 

パストガバナー 佐藤 秀雄 

 

 ４名の方が退会されるということで、非常に残念な

ことであります。しかし、過去に退会された方が７月

懇親会 

進行 

乾杯の挨拶 
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１日から復帰されるということも聞

いておりますので、今回４名の方が

退会されましたが是非また戻ってい

ただきたいと思っています。それか

ら、岩崎丸、本当にご苦労様でし

た。次年度の佐々木丸が出港しま 

すが、是非皆さんのご協力をよろし

くお願いしたいと思います。 

 また、事務局の伊藤さんから規定

審議会の決定報告書が届きまして、

今いただきました。この０１から２１９の案件に関し

まして、採択・否決が全部書いているのですが、これ

に対して反対の意思表明は８月３１日までにRIの本部

に到着するようになっております。従いまして、７月

２２日に時間を頂きまして規定審議会の報告を行いま

すが、それまでに人頭分担金の凍結も通りませんでし

たので、これについて反対だということになるかもし

れませんが、世界に３３５００くらいのクラブがある

のですが、今までは１０％の反対で保留になったので

すが、今回の規定審議会でこれが５％になりました。

従いまして、１７５０くらいのクラブが反対を表明し

ますと凍結されるということですので、関心のある方

は是非早めに事務局にコピーを頼んで検討して頂きた

いと思います。 

 それでは乾杯をしたいと思います。ご唱和をお願い

いたします。乾杯！ 

 

 

 

 

千歳プロバスクラブ 

会長 寺本 利明様 

 

 本日はロータリークラブさんと

ローターアクトさんの合同例会にお

招きいただきありがとうございま

す。私は、６月８日の千歳プロバス

クラブの総会におきまして、２２年

度の会長をおおせつかりました。１

年間一生懸命やりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ここで、私ごとで恐縮ですが、私

の経歴をお話しますと、平成２年ま

で陸上自衛隊で３７年間勤務させていただきました。

そのあと約１７年間、株式会社クリーン開発で勤務さ

せていただきました。その間、本日ご出席の皆様には

いろいろな角度からご支援をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。 

 なお、プロバスクラブにつきましては新年度につき

ましても、例会、親睦行事において、私たちの世界を

明るく集まれる環境にしよう、そしてその中で楽しく

例会、親睦行事に参加しようという申し合わせをして

います。出来上がってやっと３年目に入るところで

す。本席の皆様にいろいろとご支援・ご指導をいただ

きながら、精一杯努めていきたいと思います。 

 

 

 

千歳ローターアクトクラブ 

吉岡 毅 会長 

 

 思い返せば、ローターアクトク

ラブに入会して１年もたたないう

ちに会長という役目を与えられ、

右も左も分からずいろいろな例会

に参加して、普通に暮らしていて

は経験できない貴重な経験をさせ

ていただきました。今年は、市役

所と共同で行った絵本の読み聞か

せが一番思い出に残っており、千

歳市民だよりにも取り上げられ、

千歳ローターアクトの活動が千歳

市民の皆さんにお伝えできたのではないかと思ってい

ます。今月で会長を終わることになりますが、まだ６

年間残っておりますので、引き続きよろしくお願いい

たします。また、再来月の８月２０日にまた盆踊りの

日がやってまいります。来月にまたチケットを販売い

たしますので、皆様のご協力を是非よろしくお願いい

たします。 

 また、私ごとになりますが、今月６月１５日に結婚

することになりました（一同拍手！）。まさかのでき

ちゃった結婚であり、来年の２月に子供が生まれる予

定であります。まだ、全然実感はないのですが、立派

な父親になれるように頑張りたいと思います。また、

会社を作ってからちょうど１年が立ち、今月が決算と

なっています。無事に今月は黒字決算で終えました

（一同拍手！）。これからも活躍できるよう、頑張っ

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

挨拶 

花束贈呈 

事務局の伊藤さんへ 退会する入江会員へ 

退会する大沼会員へ これからもお元気で！ 



4 

 

 

 

会長エレクト 佐々木 金治郎 

 

 先ほどカラオケでマイウェイを歌いましたが、自分

一人でわが道を行くというわけにはいきません。どう

か、ここにお集まりのロータリーの会員の皆様の力強

いご支援のもとにわが道を歩んでいこうと思っており

ます。岩崎会長、加藤副会長、川端幹事におかれまし

ては、大変ご苦労様でございました。そして、現理事

の皆さん、委員長の皆さん、１年間ご苦労様でした。

私たち佐々木丸は、次週７月１日から２０１１年度の

ロータリークラブの仕事を任されることになります。

実は、来年度は７月１日が木曜日、来年の６月３０日

がまた木曜日でありまして、３６５日、一歩一歩あゆ

んでいくということになりますので、どうか皆さま方

の温かいご支援、ご協力をこれからよろしくお願いい

たします。 

 みなさんもお気づきの通り、新年度の始まりにあた

り、会報のスタイルを大幅に更新いたしました。クラ

ブの喫緊の課題である費用削減を目的として、今まで

千歳印刷さんにお願いしていた編集・校正・印刷作業

を、会報委員がパソコンのソフトを利用して自ら行う

ことにしましたので、編集内容にも制約があります。

また、紙の質も従来のコート紙から、普通紙に変更し

た上、ページ数も４ページに固定としております。従

いまして、従来の会報と比較して読みづらい点もある

かもしれませんが、事情をご理解いただきたいと思い

ます。 

 同時に、クラブのホームページを一新して、内容を

大幅に充実させています。紙の会報に掲載されている

内容以上の詳細な記事、豊富な写真などを掲載してお

り、千歳ロータリークラブの例会内容、活動内容を内

外に広く分かりやすく伝えるものになっています。ま

た、過去の会報はもちろんのこと、周年記念誌やロー

タリー情報資料など、当クラブがこれまで作成した貴

重な資料を電子化して、広く公開しています。パソコ

ンやスマート・フォンなどのインターネットにアクセ

スできる環境をお持ちの方は、是非ご利用いただきた

いと思います。 

 なお、今回のホームページの更新にあたり、ホーム

ページのアドレスも以下のとおり変更していますの

で、お知らせいたします。ブックマークされている方

は変更をお勧めします。 

（会報・広報・雑誌・IC委員会委員長 尾﨑伊智朗） 

 

本日のニコニコ集計 ７人 ３８，０００円 

大沼 千枝子 会員 

 私こと、社業に専念せざるを得ない事情から、本日

を持って退会することになりました。みじかい期間で

したが勉強させていただき、たくさんの思い出を作ら

せて頂きました。いつか時期が廻って参りましたら、

また皆様と一緒に活動できますよう頑張っていきま

す。 後にわがままを申し上げ、四つのテストの唱和

も担当させていただきありがとうございました。 

 

入江 武人 会員 

 本日の会合出席が 終となりました。短期間ではあ

りましたが、大変お世話になりました。 

 

佐々木 金治郎 会長エレクト 

 次年度よろしくお願いします。 

 

佐藤 晴一 次年度幹事 

 佐々木丸がいよいよスタートします。よろしくお願

いします。 

 

宮本 伸司 会員 

 おかげをもちまして、泉沢団地の天然ガス切替が昨

日完了しました。今年一年お世話になりました。 

 

岩崎 暉久 会長 

川端 清 幹事 

 一年間、本当にありがとうございました。 

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） 

１日 （木） 通常例会（年度計画発表） 

担当：三役  

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：７０．７％（６月２４日＝４１／５８、実数） 

確定：７９．３％（６月１０日＝４６／５８、 

                うちメーキャップ４名）  

会報・広報・雑誌・IC委員会からのお知らせ 

千歳ロータリークラブ 新ホームページアドレス 

http://www.chitose-rc.jp 

締めの挨拶 


