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本日の例会 （９月３０日 第１４回） 通常例会              担当：ロータリー情報委員会 

～ANAクラウンプラザホテル千歳～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年９月３０日 

第１２号 （通算２０２４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１２回（通算２１３１回）例会報告 
 

日時：２０１０年９月１６日１８：３０～１７：３０ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：ガバナー公式訪問 

担当：SAA・プログラム委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

出席・資料管理副委員長  

    浅利 美恵子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介者 副会長 大西 信也 

会長 佐々木 金治郎 
  

 ようやく、北海道も涼しくなってま

いりました。久しぶりのＡＮＡホテル

での例会になります。本日はガバナー

公式訪問となっておりまして、佐々木

ガバナー、古川ガバナー補佐、お忙し

いところお越しいただき、まことにあ

りがとうございます。また、先ほどご

紹介がありましたが、今日は海外から

のロータリアンもお見えになっており

ます。香港から、お越しいただきましたチッピーさん

です。ようこそお越しくださいました。どうぞ交流を

深めていっていただきたいと思います。 

 さきほど、４時３０分から会長・幹事会議、５時３

０分からクラブ協議会を行いました。佐々木ガバ

ナー、古川ガバナー補佐とともに行い、大変有意義に

終了しております。佐々木ガバナー、本当にありがと

うございました。これよりは、佐々木ガバナー、古川

ガバナー補佐のご出席の下に、当クラブの会員の皆様

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様紹介 

国際ロータリー第2510地区 

ガバナー 佐々木 正丞 様 

国際ロータリー第2510地区 

ガバナー補佐 古川 大之 様 

香港ロータリークラブ 

シッピー(Sippy) 様 
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と例会を行ってまいりたいと思います。夜間例会とい

いますと、いつもアルコールが入るのですが、今日は

アルコールの入らない真面目な夜間例会でお願いしま

す。また、今日は大変うれしいことに新入会員の入会

式も行います。祓川会員、ようこそお越しくださいま

した。これから、私たちメンバーと仲良くお願いした

いと思います。今日は、ガバナーがお見えになってい

る中での入会式ということで、祓川会員においては心

に残る式になるのではないかと思っています。 

 事後報告ではありますが、９月１３日にリアンで行

われましたピンクリボンチャリティパーティーに出席

してきました。また、９月１５日には市民センターで

行われました市民敬老会、またその日の夜６時３０分

から日航ホテルで行われた中央ライオンズクラブの創

立２８周年記念例会に出席しました。 

 今日は、ガバナーをお迎えしての夜間例会です。み

なさん、よろしくお願いします。 

 

幹事 佐藤 晴一 
 

 先日のセントラルロータリークラ

ブ２０周年記念式典にご参加ありが

とうございました。また、その時に

セントラルロータリークラブから感

謝状をいただきましたことをご報告

いたします。また、私事ではありま

すが、９月４日のお祭り清掃早朝例

会には遅刻をしてしまい、大変申し

訳ありませんでした。お詫びいたし

ます。 

 １０月８日にピンクリボンのチャリティーコンペが

あり、今野委員長が出欠を取っていますので、是非多

くの方の参加をお願いいたします。また、９月２３日

は休会となっておりますので、お間違えのないように

お願いいたします。９月３０日はロータリー情報委員

会で卓話を予定しております。 

佐藤 秀雄 パストガバナー 

 香港ロータリークラブのシッピーさ

んです。職業は、洋服屋さんです。

シャツや婦人のスカーフなども作って

おられますし、背広を作りませんかと

いうことで、ガバナーのところなどに

も来ており、私も作りました。それで

は、チッピーさんをご紹介します。 

 

香港ロータリークラブ シッピー様 

 こんにちは。香港のシッピーです。

私はインド生まれで、現在香港在住で

す。香港ロータリークラブは約４０名

の会員で、毎週火曜日に例会を行って

います。どうもありがとうございま

す。 

バナー交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介 今野 良紀 会員（写真右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 祓川さんは柔道整復師で、北陽で整骨院を開業して

います。私が、追突されてむちうち症で悩んでいると

きに、良いところがあるよと紹介されて行ったのが出

会いでした。３ヶ月くらい通ううちに非常に親しくな

り、ロータリーに入っていただくことになりました。

これも、運命の出会いということで、僕たちと一緒に

社会奉仕をして頂きたいと思います。 

 

自己紹介 

 

 北陽で整骨院を開いております、

祓川と申します。開院して１０年と

なりますが、今野さんとの出会いを

きっかけとして、人生がまた開ける

かなと思います。皆さんのお手伝い

を少しでもできたらと思い、今野さ

んの猛烈なプッシュにより決めさせ

て頂きました。今後とも、よろしく

お願いいたします。 

 

お客様紹介 

祓川勝文会員の入会式 

幹事報告 

ロータリーバッジおよびネームプレートの授与 
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 今野 良紀 委員長 

 

 ９月２１日に交通安全のための

セーフティーコールがあります。午

後４時までに市民文化センター駐車

場に集合となっております。啓発場

所は、ＡＮＡクラウンブラザホテル

周辺となります。ロータリークラブ

の帽子の着用をお願いします。メー

キャップ扱いとなりますので、皆さ

んどうぞご協力をお願いします。 

 また、１０月８日は社会奉仕員会担当で、ピンクリ

ボンチャリティーコンペを開催します。場所は、ちと

せインターゴルフクラブです。現在、中央ライオン

ズ、プロバスが全員出席できないとのことです。当ク

ラブからは、現在のところ１０名の出席となっており

ます。人数は少なくても、社会奉仕活動としてきっち

りと行っていきたいと思いますので、みなさんご協力

をお願いいたします。また、ご協賛も大変うれしいで

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

末廣 孝 会員 
 

 母の葬儀の際には、皆様に大変お

世話になりました。９６歳という高

齢でしたが、入院中はほぼ毎日、何

もすることはないのですが顔を見に

行っていました。最後の日は眠るよ

うな感じで本当に老衰というような

感じで亡くなりました。その時は、

悲しくは思ったのですが、今まで頑

張ってくれたなと思った次第です。

皆さんには本当にいろいろお世話になりました。四十

九日まではあまり目立つことはしないつもりではあり

ますが、出なくてはいけないところには出て参ります

ので、よろしくお願いいたします。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

国際ロータリー第２５１０地区ガバナー 

佐々木 正丞 様 
 

 私の年次の目標を申したいと思

います。一つ目はクラブ・リー

ダーシップ・プラン（ＣＬＰ）に

ついて、二つ目はその地域に一番

密着した最適な社会奉仕を行うこ

と、三つ目は財団、ポリオについ

てです。 

 最初のクラブ・リーダーシッ

プ・プランでありますが、当地区

は非常に遅れております。あなたのクラブはどのよう

なクラブを目指しますか、あなたの地域ではどのよう

なクラブであってほしいと思いますか、という問い掛

けがありまして、それに基づいて、あなたのクラブを

会長権限で、一番適したように作り直しなさい、とい

うのがＣＬＰの本当の意味です。ここで、クラブの大

改造をやってもらいたいと思います。 

 二つ目は、地域に密着した社会奉仕活動をやってほ

しいということです。我々ロータリアンが、面白いこ

とをやって、人を集める。ほとんどの社会は縦割りに

なっております。学校が同じだとか、趣味が同じだと

か、職業が同じだとかです。それに比べて、我々は社

会をスパッと横切りにしています。言いかえれば、全

ての職業を持っている、全ての知識を持っているわけ

です。これで、社会の役に立たないわけがありませ

ん。 

 三番目は、財団のことです。私がポリオを取り上げ

たのは、日本人が取り上げて、世界のロータリーに働

き掛けて取り上げられたからです。 

 今年度の地区大会については、ロータリーを論ずる

地区大会をやります。札幌でやる地区大会は駄目だと

いうお叱りも受けていますが、一生懸命やりますの

で、どうぞご参加をお願いしたいと思います。 

  

（佐々木ガバナーの挨拶の詳細、および古川ガバナー

補佐の挨拶については、千歳ロータリークラブホーム

ページに掲載しましたので、ご覧下さい。） 

 本年度３回目の木曜会ゴルフコ

ンペが、９月１６日にシャムロッ

クカントリー倶楽部にて開催され

ました。当日は９月半ばとしては

珍しい残暑の中、１０名の会員が

参加してプレーを楽しみました。

プレー終了後は、引き続き表彰式

が行われました。成績は以下のと

おりです。（かっこ内のスコア

は、グロス、ネットの順です） 

 

 

優勝  羽山 昇蔵 （７５、 ７１．４） 

準優勝 平間 和弘 （８８、 ７３．６） 

木曜会ゴルフコンペの開催 

優勝の羽山会員 

委員会報告 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員会今野委員長と握手 

（担当は社会奉仕委員会です） 

葬儀のお礼 

佐々木ガバナー挨拶 
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３位  村田 研一 （８１、 ７３．８） 

４位  佐藤 晴一 （８９、 ７４．６） 

５位  武石 忠俊 （８１、 ７５．０） 

６位  加藤 輝明 （８４、 ７５．６） 

７位  下山 徹哉 （９９、 ７６．２） 

８位  佐藤 秀雄 （８６、 ７６．４） 

ＢＢ  尾崎 伊智朗 （９７、 ７６．６） 

ＢＭ  村上 光輝 （１０３、 ７９．０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 祓川会員の入会を記念して、９月１６日の例会終了

後に歓迎会を開催いたしました。当日は、佐々木会長

から歓迎の挨拶、そして推薦者である今野会員の乾杯

により会が始まりました。最初は幾分緊張気味の祓川

会員でありましたが、杯を重ねるうちにロータリーの

仲間として懇親を深め、これからの活躍が期待される

ところです。なお、前日の９月１５日に誕生日を迎え

た宮本会員の誕生祝いも併せて行われました。  

 秋の交通安全運動（９月２１日～３０日）の一環と

して、９月２１日に中央大通りで行われたセーフ

ティーコールに、千歳ＲＣからは千歳市交通安全運動

推進委員会の委員長である沼田会員、千歳地区交通安

全協会の会長である上井会員をはじめ２２名の会員が

参加しました。当日は、千歳市民文化センター前に集

合した後、ＡＮＡクラウンプラザホテル前に並んで黄

色い旗を手に行き交う車両のドライバーにスピードダ

ウン、シートベルト着用を呼び掛けました。 

本日のニコニコ集計 １７名 ３７，０００円 

佐々木 正丞ガバナー 

古川 大之ガバナー補佐 

佐々木 金治郎 会長 

 佐々木ガバナー、古川ガバナー補佐ようこそいらっ

しゃいました。祓川会員、入会おめでとうございま

す。 

大西 信也 副会長 

 祓川さん、入会ありがとうございます。ロータリー

に入会したことが有意義になるよう、スポンサーとし

てサポートしていきますので、よろしくお願いします 

佐藤 晴一 幹事 

（１）９月４日の早朝例会に遅刻しました。すみませ

ん。 

（２）佐々木ガバナー、古川ガバナー補佐、よろしく

お願いします。 

佐藤 秀雄 会員 

 ガバナーを迎えて。 

浅利 美恵子 会員 

 佐々木ガバナー、古川ガバナー補佐、ようこそ当ク

ラブへおいで下さいました。また、古川ガバナー補佐

より、亡くなった父のお話をしていただき、うれし

かったです。ありがとうございました。 

末廣 孝 会員 

 母の葬儀御礼ありがとうございました。 

宮本 伸司 会員 

（１）私の会社の大先輩である佐々木ガバナーを千歳

に迎え、うれしく思います。本日はよろしくお願いい

たします。 

（２）９月１１～１２日開催の「北ガス安心快適フェ

ア」無事終了しました。ありがとうございました。 

高橋 都 会員 

 セントアンドリュースでゴルフを楽しんできました 

村田 研一 会員 

 愛する奥さんにお花をいただき、たいへんありがと

うございました。 

下山 徹哉 会員 

 木曜会ゴルフコンペでスコアは最悪でしたが、馬券

は一人勝ちでした。ごちそうさまでした。 

今野 良紀 会員 

 １４日にプロバスクラブにて卓話をしてきました。

ありがとうございました。 

今村 靜男 会員 

 三男、一誌保（かずやす、国士舘大学）が、９月１

２日日本武道館で行われた第５９回関東学生剣道大会

にて優勝し、１０月３０日に全国大会に出場します。 

大澤 雅松 会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

平間 和弘 会員 

 ９月１６日木曜会ゴルフコンペで準優勝させていた

だきました。 

佐々木 昭 会員 

 ８月２８日会員増強フォーラムを開催させていただ

き、会報に載っています。どうもありがとうございま

した。 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：８１．０％（９月１６日＝４７／５８、実数） 

確 定：７０．２％（９月 ４日＝４０／５７、 

               うちメーキャップ ０名） 

セーフティーコールに参加 

祓川会員の歓迎会の開催 


