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本日の例会 （９月４日 第１０回） 早朝例会（千歳神社例大祭後の清掃）     担当：社会奉仕委員会 

～千歳神社境内～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年９月４日 

第９号 （通算２０２１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  

～ ９月は新世代のための月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第９回（通算２１２８回）例会報告 
 

日時：２０１０年８月２６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：会員増強フォーラム 

担当：会員増強委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

国際奉仕副委員長  

     菅原 正行 

りに出席してきました。初めてでありましたが、非常

に盛大な夏祭りでした。次の日の８月６日には、北海

少年院の盆踊りに出席してきました。少年院の皆さん

が、一生懸命に盆踊りをされている姿に心を打たれな

がら、参加してきました。８月８日は、千歳の大きな

イベントである、第２航空団の航空祭が開かれ、この

パーティーに出席してきました。８月１９日には、木

曜会のゴルフコンペが開かれ、私はプレーには参加し

ませんでしたが、懇親会へ出席してきました。同時に

行われました、今年度第１回目の交友会にも出席し、

皆さんのおかげで活発で有意義な交友会となりまし

た。次の日の２０日は市民納涼盆踊り会場での例会と

いうことで、ローターアクトの皆さんが一生懸命、出

店を出していた前で、おいしいビールを飲みながら例

会を行いまして、懇親を深めました。当日、お手伝い

をしていただきました、今野会員、菅原会員、ありが

とうございました。 

 また、先日オブザーバー出席していただきました祓川

さんですが、理事会の承認を得て、皆さんのご賛同を

得られれば、当クラブに入会したいということを伺っ

ております。どうか、理事会、そして選挙において、

皆さんに前向きな対応をしていただければ、新しい会

員が増えることになりますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 今日は、会員増強委員会担当の例会です。皆さんから

いろいろなご意見をいただき、如何にして会員を増強

していけるかということを議論していきたいと思いま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 先日の盆踊り例会では、踊った方も、焼き鳥などで

お手伝いいただいた方も、本当にご苦労様でした。あ

りがとうございました。 

 ９月のプログラムですが、変則的になっています。

まず、９月２日の例会は４日の清掃に変更になってお

会長挨拶 

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

会長 佐々木 金治郎 
 

 久しぶりのＡＮＡホテルでの例会に

なりました。今日は、外の天気も良い

ので、外に出て行って健康づくりに励

んでいる人も多いのかもしれません。

９月に入るというのに、北海道でもゲ

リラ豪雨というか集中豪雨が襲いまし

て、上川地方では非常な災害を被って

いるようです。天人峡ではホテルが孤

立して、３００人ほどのお客さんが動けなくなったと

いうニュースが報じられていました。私も同じ宿屋業

として、本当にかわいそうだな、そして利用者の皆さ

んも本当に大変だなと思っているところです。 

 今までの私の活動としては、８月５日に北部隊の夏祭

幹事報告 
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ります。早朝例会で５時半に社務所前

に集合となっています。ごみ袋や軍手

などをご持参していただければと思い

ます。９月１２日の日曜日は、千歳セ

ントラルＲＣの創立２０周年行事が実

施されます。これにつきましても、ご

案内差し上げたいと思います。１６日

の木曜日は、夜間例会となりまして、

ガバナー公式訪問となっています。詳細につきまして

は、１週間前にならないと分からないということなの

ですが、予定では４時半会長・幹事会、５時半クラブ

協議会、６時半例会ということになっています。例会

の曜日が変則的になっていますので、皆さんも気をつ

けていただきたいと思います。 

 先日、千歳市役所から、春日公園にある交通安全の

啓蒙看板の撤去を求められていた件ですが、三役とし

ては上井パスト会長に対応を一任して、調整をお願い

しておりました。その結果を上井パスト会長から、後

ほど報告していただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

上井 昭一 会員 
 

 今、幹事からお話がありましたが、

実はこの件は昨年から、役所からクラ

ブの方に話がありました。春日公園が

老朽化してきており、役所としては再

整備をしたいという中で、この看板が

目に付いたようです。この看板は、子

供たちが登ったり降りたりできる仕組

みになっており、また老朽化している

ということで、これを撤去していただきたいというこ

とで、申し出がありました。しかし、この看板は千歳

市交通安全協会が元々取り付けてあった看板に上塗り

をしたという経緯を説明いたしまして、撤去費用につ

いては全て市で負担していただくということで了承を

いただいたところです。 

 

 

沼田 常好 委員長 
 

 今、皆様方からいただきました情

報を基に、会員名簿を作成していま

す。だいたい揃ってきております

が、前年度は生年月日が入っていな

かったのですが、今年度は大体の方

が生年月日についてＯＫといただい

ておりますので、生年月日を載せて

いきたいと思います。そして、何名

か不明の方がいますので、今日明日中に電話をかけて

確認を取っていきたいと思いますので、ご協力のほど

をお願いいたします 

 

会員増強委員長 佐々木 昭 

 

 今月は、会員増強月間になっていま

す。会員増強というのは、かなり前か

らいろいろな所で取り上げられており

ましすが、なかなか先に進まず、形が

見えてこないということが多く、非常

に苦慮をしている状況です。 

 先日、８月８日の日曜日に地区会員

増強セミナーに会長の代わりに出席い

たしました。その時に、当日の講演者が２５２０地区

のパストガバナーの桑原茂さんという方でした。現在

５７歳ですので、ガバナーの時はもっと若かったので

すが、今年釜石の商工会議所の会頭になったとのこと

です。非常に若い方でありました。講演ではいろいろ

な示唆を与えていただきました。講演の内容は、あち

こちで聞く内容とさほど変わらなかったのですが、最

後に私見ということでユニークなお話がありましたの

で、ご紹介させていただこうと思います。 

 会員増強の必要性は当然あるのですが、世界的には

会員が増えているのに、日本では会員がかなり減って

いる原因として、「背筋が曲がっている。是非まっす

ぐにしていただきたい」ということを言われていまし

た。本来の目的、本来しなくてはいけない原点を、ど

こかに置いてきているのではないかということです。

もっと、自分の足元を、わがクラブをしっかりと見据

えて、自分たちのクラブを力強くする、自分たちのク

ラブの力をつけるために何をすべきかを、違った感

覚、若い感覚で是非進めてもらいたいということでし

た。現在、ＲＩへの上納金などの問題はあるのです

が、自分たちの置かれている立場、状況を理解するべ

きということを申されておりました。 

 今日は、その時のヒントを元に、クラブフォーラム

を進めていくのですが、お手元に「クラブフォーラム

の進め方」というペーパーが１枚あると思います。そ

の他に、「会員増強委員会の任務のご理解を！」と

「会員増強・いわゆる『五人組活動』実施要領」と

「ロータリークラブにお入りになりませんか？」とい

うパンフレットが入っていたと思います。これらを参

考にしながら、これからの話を進めていくのですが、

討議する内容を絞った方が良いと思いまして、ここに

ありますように、「ロータリークラブに何を期待する

か」ということで、例として４つの事項を挙げていま

す。まず、社会的奉仕として、国際的に恵まれない地

域・人への援助活動、ポリオ、清潔な水の供給、環境

問題などを取り上げていくことを期待する。地元地域

社会へのアピールできる事業展開というのは、ここの

クラブというのは千歳市において、あるいは千歳市周

辺地域での事業展開。もう一つは、例会が楽しみで、

親睦活動を中心としたグループ作りを期待するといっ

た方々もおられるのではないかと思います。このよう

に、例を挙げておきましたが、これは実は先ほどの桑

原パストガバナーが言っていたことであった訳です。

期待することとしては、このようなものに区分けされ

て行くのでしょうが、千歳クラブとしてはどのような

ニーズを持っているのか探ってみてはどうかというこ

交通安全の啓蒙看板の経緯報告 

委員会報告 

出席・資料管理委員会 

会員増強フォーラム 
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とをパストガバナーはおっしゃっていました。是非こ

れを題材としまして、討議していただければと思いま

す。 

 また、先ほどの五人組のペーパーがありますが、こ

の中に純増２名、これは佐々木金治郎会長の目標です

が、最終的には６０名にしたいとおっしゃっておりま

した。ですので、６０名という目標数は適当なのかと

いうことも、お話し合いしていただければと思いま

す。 

 この五人組活動を展開しようとするこの原案は、２

００９－２０１０年度の瀧澤委員長がクラブフォーラ

ムを開催したときに、提案された内容です。それ以

降、話が進んでいないものですから、今年度の会員増

強委員会もこれを取り上げて、一歩でも二歩でも前に

進めたいという意向で取り上げることにしました。こ

の中で、１から６まであるのですが、私としては１あ

るいは５を中心に、集中的に掘り起こしていきたいと

考えております。この是非も皆さん方に問いたいと思

い、３つ目のテーマにしております。 

 討議のグループ分けは、第１グループを入会５年未

満、第２グループを入会６年目から２０年未満、第３

グループを入会２０年以上として、３つのグループに

分けさせてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

第１グループ 

大澤 雅松 会員 

 

 ロータリーに期待するところにつ

いては、会員間の相互親睦・交流が

大事という意見と、その親睦・交流

をするに当たり、何か社会的な課

題、目標を掲げて、そこに向かって

積み重ねていくということがあって

の親睦ではないかという意見、ま

た、会員間そして会員外とのネット

ワーク作りといったものを大事にす

るということが大事、という意見がありました。ま

た、入会間もない会員からは、今勉強中なので何をし

たらよいのか分からないところではあるが、これから

自分で理解することが大切ではないかというお話があ

りました。 

 目標の６０名、そして五人組については残念ながら

時間切れになってしまったのですが、６０名の根拠が

よく分からないというところで、時間になってしまい

ました。ただ、活動するに当たり、参加する会員の考

え方が大事ではないか、やはり自分で何か得たいと

思って活動していかないとなかなか得るものが無く、

何も得られないままの退会になってしまう例もあるの

ではないかといったような意見がありました。 

 

 

 

 

第２グループ 

今村 靜男 会長エレクト 

 

 私たちのグループは、焦点を絞りま

して、２番目の会員数６０名が妥当か

どうか、ということから話し合いをし

ました。 

 ４３年の歴史の中で、１２０名を越

えるような実績があるのですが、どう

して６０名なのかということを、幹事

経験者のお二人に確認しましたとこ

ろ、やはり会の運営の財政的な面で６０名は必要だろ

うということでした。現在は５７名、一人増えて５８

名なのですが、これは何とか維持できるのではない

か、その中で財政面の負担で一番大きいのが事務局

費・例会費ということですので、もしできるのであれ

ば、他のクラブとの合同事務局のようなものを考えた

方が良いのではないかという意見も出ました。６０名

体制の中でも、実際に例会に出席するメンバーも５

５％、約半数ちょっとくらいという中で、失礼な言い

方ですが会費要員という方も必要な会員ではないかと

いう意見も出ていました。 

 五人組については、工業クラブについては、過去い

ろいろ当たってはきたのですが、やはりトップの方の

異動が激しく、当クラブに接する面が少なく難しい面

があるのではないかということでした。そして、若年

層の掘り起こしについては、青年会議所出身者がロー

タリーやライオンズに入っていますので、できれば息

子さんを勧誘してみてはどうかという意見がありまし

た。 

 

 

第３グループ 

佐々木 金治郎 会長 

 

 やはり、会員増強を考えるのであれ

ば、当クラブが地元地域社会にアピー

ルできる事業展開をしていくことが一

番大事という意見が強かったでした。

その一つの例としては、支笏湖街道の

清掃があり、そういうことをしながら

ＰＲ活動をし、皆様にロータリーを理

解してもらうということが大事ではな

いかということでした。 

 会員数６０名については、話し合う時間が無かった

のですが、私個人としては会を存続していくためには

これくらい必要ではないかと思います。中には、５、

６名で活動しているクラブもありますし、和気あいあ

いとやっていてそれはそれで良いのですが、やはり地

域活動をしていくのであれば、やはり６０名くらいの

人数が必要ではないかと考えています。 

 

会員増強委員長 佐々木 昭 

 

 今日は時間もなく、また出席者もあまり多くない中

で、意のままにはいかなかったかもしれませんが、た

だいまの発表を聞きまして、得るものがあったのでは

ないかと思います。 

討議結果発表 
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 先日１９日の交友会でもいろいろなご意見をいただ

きました。その交友会の意見も非常に参考になります

し、１７日に会員増強委員会を開催した時にも、かな

りつっこんだ話をしております。それらを総合して、

今日のご意見をまとめて、千歳クラブとしての方向付

けをしたいと思います。２００９－２０１０年度の委

員会が発案した点を踏襲して、本年度も続けてやって

いくことについては、皆さんのご了解を得ながら進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

佐々木 金治郎 会長 

 

 やはり、地域活動に密着した活動を続けていくこと

が会員増強につながるというように思います。地域が

無ければ地区は無いですし、地区が無ければＲＩもあ

りません。やはり、一番下の根っこが大事なのではな

いか、というご意見でなかったかと思います。そうい

う意味では、分収造林の活動は大変素晴らしい事業だ

と思います。どうか、これからもこのような議論の場

を設けていただいて、地域に密着した千歳ロータリー

を作り上げていきたいと思います。 

 

本日のニコニコ集計 ９人 ２１，０００円 

加藤 輝明 会員 

 還暦ゴルフコンペを実施し、多くの参加を頂きあり

がとうございました。瀧澤さんをドラコンで抜くこと

ができました。 

 

武石 忠俊 会員 

 中２の孫がバドミントンで全国大会へ出場すること

になりました。 

 

佐々木 昭 会員 

 妻の誕生日にお花を頂き、ありがとうございまし

た。 

 

大澤 雅松 会員 

 千歳民報「ありがとうキャンペーン」ご紹介よろし

くお願いいたします。 

 

下山 徹哉 会員 

 先週、ファミリー杯チャリティーゴルフコンペで初

めて女子プロとプレーさせていただきました。賞品も

たくさんいただき、福田先生ありがとうございまし

た。 

 

今村 靜男 会員 

（１）８月７日、道花連千歳支部にて親子アレンジ教

室を開催しました。民報さんにも報道していただきま

した。 

（２）三男が国士舘大学剣道部レギュラーとして、９

月１２日優勝目指して関東大会に出場します。 

 

平間 和弘 会員 

（１）木曜会ゴルフコンペＢクラスで優勝させていた

だきました。 

（２）第２５回ファミリー杯ゴルフ大会で準優勝させ

ていただきました。 

 

尾崎 伊智朗 会員 

（１）木曜会ゴルフコンペでＢクラスブービーメー

カー賞とニアピン賞をいただきました。 

（２）ファミリー杯ゴルフコンペで女子プロとプレー

させていただきました。次はブービーメーカー脱出を

目指します。 

 

上井 昭一 会員 

 春日公園に設置されていた交通安全看板が老朽化と

公園整備のため、撤去することとなりました。長い間

お世話になりました。 

 

ニコニコＢＯＸ 

スケジュール 

（９月のプログラム） 

 ４日 （土） 早朝例会 千歳神社例大祭後の清掃 

（２日振替） 担当：社会奉仕委員会 

１２日 （日） 千歳セントラルＲＣ創立２０周年 

（９日振替）     担当：三役 

１６日 （木） 夜間通常例会  ガバナー公式訪問 
   担当：ＳＡＡ・プログラム委員会   

２３日 （木） 休会 

３０日 （木） 通常例会  

   担当：ロータリー情報委員会 

《理事会》 

（ローターアクト例会） 

 ４日 （土） 早朝例会 千歳神社例大祭後の清掃 

２３日 （木） 定例会 

（プロバスクラブ例会） 

１４日 （火） 例会 １８：３０～ リアン 

出席率 

今 回：６３．１％（８月２６日＝３６／５７、実数） 

確 定：５９．６％（８月 ５日＝３４／５７、 

               うちメーキャップ ０名） 

会長講評 


