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本日の例会 （１１月４日 第１９回） 夜間移動例会               担当：親睦活動委員会 

～丸駒温泉旅館～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年１１月４日 

第１６号 （通算２０２８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  

～ １１月はロータリー財団月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第１８回（通算２１３７回）例会報告 
 

日時：２０１０年１０月２８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：ゲスト卓話 

担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

ロータリー財団・ 

米山記念奨学副委員長  

     藤本 敏廣 
会長 佐々木 金治郎 

 

 また今回も久しぶりのＡＮＡクラウ

ンプラザホテルでの例会となりまし

た。１０月も終わりに近づきまして、

今日の挨拶の原稿は雪が降り始めまし

たとなっていたのですが、おとといの

夜半から支笏湖ではすごい雪が降りま

して、こんな簡卖なコメントでは駄目

だなと実感しております。支笏湖では

２０ｃｍくらい積もりました。オコタンペ湖の方では

５０ｃｍくらい降ったそうです。私は、６８歳になり

ますが、これまで支笏湖にいて１０月にこれだけの雪

が降ったというのは初めてですし、支笏湖周辺の山は

もう真冬の山となっています。高い山はもう根雪とな

るでしょう。 

 今月は、地区大会をはじめいろいろな行事がありま

した。１０月８日には、本日事務局長の木原さんがい

らっしゃっていますが、ピンクリボンチャリティーゴ

ルフコンペが行われました。たくさんの皆様に浄財を

いただきまして、新聞などにも取り上げられましたよ

うに、ピンクリボン運動 in Sapporo 実行委員会の皆

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 

恵庭ロータリークラブ 会長 斉藤 茂生 様（左） 

恵庭ロータリークラブ 留学生カウンセラー  

              前田 利和 様（右） 

米山奨学生 具 利敏（く・りみん） 様（中央） 

ピンクリボン in Sapporo 事務局長  

           木原 くみこ 様 



2 

 

様に寄贈させていただきました。１０月１２日には、

プロバスクラブ例会に出席してきました。また、１５

日は紫明女子学院の教育活動発表会に出席してきまし

た。そして１０月１６、１７日は地区大会でした。１

９日は、千歳商工会議所にて平成２２年度優良従業員

表彰審査会があり、職業奉仕委員会の村上委員長と２

人で出席してきました。そして、２１日は秋の分収造

林での早朝例会で、会報にも載っていましたように、

帽子いっぱいにたくさんの山の幸を頂いた方もいらっ

しゃって、楽しい早朝例会になったと思います。環境

保全委員会の平間委員長、分収造林組合の丹治組合長

をはじめ、皆様方には大変ご苦労様でした。 

 そして、本日の例会ですが、先ほど副会長から紹介

のあった通り、米山月間ということで卓話をいただく

ことになっています。米山奨学生の具利敏さん、よろ

しくお願いいたします。そして、恵庭ロータリークラ

ブの斉藤会長様、留学生カウンセラーの前田様、よう

こそいらっしゃいました。本当にありがとうございま

す。 

 また、我々にとって大変うれしいことがありまし

て、まだ内定ではありますが我々千歳ロータリークラ

ブの会員である瀧澤会員が、千歳商工会議所の次期会

頭に就任するということになりました。私どもロータ

リアンにとっては、非常に喜ばしいことです。本当に

おめでとうございます。 

恵庭ロータリークラブ会長 斉藤 茂生 様 
 

 今日は、佐々木会長様からご紹介が

あった通り、米山奨学生の卓話という

ことで、お伴として参りました。それ

から、私事ですが、私の娘がローター

アクトの会員であったときには、こち

らのクラブの皆様にも一方ならぬお世

話をいただきまして、ありがとうござ

いました。アクトは定年制があります

ので、私の娘も定年で退会しました

が、まだ一人者でございます。なんとか早く片付いて

もらいたいと思っておりますが、まだまだ甘えっ子で

かまっております。 

 本日は、米山奨学生の具利敏さんが、これから中国

の思い出などをスライドを交えながらお話をしてもら

うことになっています。先日の日本経済新聞の「文

化」という面の記事で、親日家を育てるという文章が

載っていました。これは、本当にタイムリーな文章だ

と思っています。現在、尖閣諸島問題などがあります

が、ここに書いているように、我々は両国の懸け橋と

なってくれる人を育てているのです。政治とはまた別

問題です。私ども恵庭ロータリークラブは、具さんで

４人目の米山奨学生をお預かりしています。本当は具

さんが６人目になるはずだったのですが、１人目の奨

学生に問題がありまして、学校も退学して途中で辞め

てしまったということがありました。その後、我々恵

庭クラブの会員も、これでは受けることはできないと

いうことで、大分間が空きました。その後、もう一度

チャレンジしてみようということで受けた奨学生が、

大変一生懸命にやってくれたので、次々に引き受けて

きました。我々の気持を奨学生が感じて、日経新聞に

書いているようにいろいろな意味で友好を結んでいけ

ば良いのではないかと思っています。我々は、交換留

学生も現在まで１８名を送っています。来年は２名が

地区のテストをパスしそうですので、２０名となる予

定です。交換留学ですから、我々が関わったのは合せ

て４０名ということになりますが、これも我々の気持

としては、その子たちが大きく成長して、日本で良い

思い出を作って、年とともに日本という国、そして

ロータリーというクラブを思い起こしてもらいたい、

という気持ちで一生懸命頑張っております。 

 この間の地区大会でも、地区の米山委員会の黒沢委

員長から、「来年も」ということで耳打ちされており

ます。まだ、正式なお話になっていませんでの、これ

以上は申し上げられませんが、うちのクラブの皆さん

と相談しながら決めていきたいと思います。 

 それでは、本日の具さんの卓話をよろしくお願いし

ます。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 会長挨拶の中にもありましたが、１

０月のプログラムもつつがなく終わる

ことができました。また、ご本人たち

の名誉のために補足いたしますが、先

日の分収造林の作業の中で、村上光輝

会員、五十嵐会員、藤本会員が天然シ

イタケをたくさん採っているのが会報

にもありましたが、それは全て作業終

了後に採ったものであることをご報告いたします。 

 また、１１月のプログラムですが、４日には丸駒温

泉での夜間例会があります。それに先立ちまして、５

ｋｍほどの歩こう会を実施いたします。参加の方は、

今から体調を整えておいてください。１１日は米山財

団委員会担当の通常例会です。１８日は当ホテルにて

夜間例会となっております。担当は会員増強委員会で

す。２６日はクラブ奉仕委員会担当でクラブフォーラ

ムの予定です。１１月１４日から１５日の間、当クラ

ブから１４名が友好クラブである神戸单ＲＣへ訪問い

たします。 

 平間 和弘 委員長 
 

 先週１０月２１日の早朝例会の千歳ロータリーの森

林分収造林の草刈り、雑木の除伐作業に多数の会員の

参加をいただき、誠にありがとうございました。な

お、川端会員、佐々木昭会員におかれましては、毎回

皆さんより早く来て、草刈り機やチェーンソーなどを

使って、用意していただいています。この場を借り

て、お礼申し上げます。また、缶コーヒーとお茶の差

し入れが、副委員長の村上倫行会員からあり、大変あ

りがとうございました。また、会長、幹事から報告が

委員会報告 

環境保全委員会 

幹事報告 

恵庭ロータリークラブ斉藤会長様ご挨拶 
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ありました通り、分収造林からの天然のプレゼントが

あり、キノコをたくさん採られた方、ご協力たくさん

お願いいたします。 

 

 今野 良紀 委員長 

 

 先日のピンクリボンチャリティーゴルフコンペのご

報告をいたします。当クラブからはゴルフをされた方

が７名、他からは２７名で、合計３４名の方がゴルフ

コンペに参加いたしました。懇親会のみに参加された

方は、当クラブからは５名、他から７名で合計１２名

となっております。また、千歳民報さんには素晴らし

い記事を掲載してもらいました。ありがとうございま

した。優勝は当クラブの福田武男会員でした。おめで

とうございました。 

 また、協賛をいただいた企業を報告いたします。株

式会社山三ふじや様、丸駒温泉様、株式会社マリアー

ジュインベルコ千歳支社様、千歳シティーホールベル

クラシックリアン平安閣様、千歳ライオンズクラブ

様、株式会社浅利商店様、ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル千歳様、株式会社駿河様、株式会社エレガンスあか

しあ様、株式会社高橋商店様、株式会社アミューズメ

ントパークガイア様、ちとせインターゴルフクラブ様

です。また、協賛をいただいた個人の方は、千歳ソロ

プチミスト伊藤会長様、当クラブの武石会員、佐々木

昭会員、大西会員、今村会員、榊原会員、長澤会員、

佐藤晴一会員、岩崎会員、今野会員、佐々木会長、福

田会員、酒井会員、祓川会員、瀧澤会員です。合計で

１７万８千円という高額な寄付が集まり、無事成功い

たしました。本当にありがとうございました。 

 そして、本日ピンクリボン運動の事務局長が、札幌

からお礼ということでわざわざお越しいただきまし

た。それでは、木原事務局長様よろしくお願いしま

す。 

ピンクリボン in Sapporo 事務局長 

木原 くみこ 様 
 

 今日は一言お礼を申し上げたくて、

参上いたしました。本当にどうもあり

がとうございました。私どものピンク

リボン in Sapporoの実行委員長であり

ます、札幌医科大学第一外科の医師の

大村東生よりメッセージがありますの

で、読ませていただきます。 

 「このたび、千歳ロータリークラブ

様のご支援をいただきましたことに、深く感謝申し上

げます。乳がんの早期発見の啓発活動を社会奉仕の一

環として今後も続けてまいります。どうぞよろしくお

願いいたします。貴クラブのご発展を祈念しておりま

す。今野様には、今回の企画をしていただきましたこ

とを大変感謝しております」 

 大村先生も当日ゴルフをいたしまして、楽しませて

いただきました。私も、とても素晴らしい皆さんと一

緒にとても楽しい時間を過ごしました。そして、たく

さんの浄財を頂き、本当にありがとうございます。こ

れを生かして、乳がんにかかる人が一人でも少なくな

る、検診に行く人が一人でも多くなるということを目

指しています。私も１０年前に乳がんになりました

が、自分はならないと思っていました。でも、今は女

性の１６人に１人が乳がんになるといわれています。

皆さんも、是非お帰りになって、奥さまやお嬢様など

の周りの女性の方に検診を勧めていただきたいと思い

ます。早く見つかれば、命も助かりますので、是非こ

ういう活動をこれからもよろしくお願いいたします。

本当にこのたびはありがとうございました。 

副幹事 酒井 宏 
 

 先日の早朝例会で佐々木会長から発表され、多数の

賛成の下に指名委員会により選考していただくという

ことになりました。千歳ロータリークラブ内規第4条に

選考の基準が示されており、それに則り慎重に選考さ

せていただきました。これにつきましては、既にＦＡ

Ｘ理事会にて承認されておりますので、発表いたしま

す。 

 内規第4条の経験豊富な会員ということで２名、上井

パスト会長、福田パスト会長のお２人です。中堅的な

立場の会員ということで、瀧澤会員、玉山会員のお２

人です。比較的経験の浅い会員ということで、浅利会

員、菅原会員のお２人、以上６名の方を選考いたしま

した。本日の例会後に委員会を発足したいと思いま

す。規定に則って、副幹事の私が幹事役ということに

なっておりますので、報告させていただきました。 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

委員長 本宮 輝久 
 

 １０月は米山月間となっておりまして、本日の卓話

の担当委員会です。米山奨学生の具利敏さんと、恵庭

ロータリークラブの斉藤会長様、留学生カウンセラー

の前田様、改めまして担当委員長としてお礼申し上げ

ます。ご紹介は、お願いから何から手配を全てしてい

ただきました国際奉仕委員会の大澤委員長からいただ

きたいと思います。 

 

国際奉仕員会 

委員長 大澤 雅松 
 

 今日の講師の具さんでございますが、中国遼寧省撫

順市出身、かつて新千歳空港との間に直行便がありま

した瀋陽の隣の街です。年齢は２７歳、留学生として

は２００９年４月から来ているのですが、米山奨学生

は今年の４月から来年3月までの修士課程在学というこ

とで、北海道文教大学の大学院グローバルコミュニ

ケーション研究科言語文化コミュニケーション専攻で

あります。今日のテーマは、「ふるさと中国」という

ことで、このパソコンを使って映像などの紹介になり

ます。 

ピンクリボンチャリティーゴルフコンペのお礼 

社会奉仕委員会 

会長ノミニー指名委員会委員の発表 

外部講師卓話「ふるさと中国」 
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米山奨学生 具 利敏 様 
 

 最近、テレビなどで

悪いニュースばかり流

れていまして、ついつ

い政治ばかりに目を向

けがちになってしまい

ますが、今回は自分が

住んでいた街と、中国

のきれいな観光地など

についてご紹介をした

いと思います。私は、

日本に来てたくさんの

良い方に恵まれており

まして、今のロータ

リークラブでも、とても良い皆さんに出会えておりま

して、自分はとても恵まれていることに、日々感謝し

てます。日本に来て、さらに日本が大好きになりまし

た。中国も日本も同じなのですが、テレビで流れてい

る情報ばかりに頼ると、偏った国のイメージになりま

すので、本当にその国に行かないとその国が分かった

とは言えないと思います。私は、日本に来てとても良

い方に恵まれておりまして、将来中国に帰っても、日

本の皆さんはとても良い方たちで、日本はとても素晴

らしい国だということを紹介させていただきたいと思

います。 

 （以降、国としての中国の紹介、３６ある民族のう

ち为な民族の紹介がありあました。また、具さんの出

身地である撫順市についても、綺麗な写真とともに紹

介されました。その後は、中国の１０大名所の紹介、

さらには１０大名所以外で具さんのお勧めのスポット

の紹介がありました。） 

 以上、簡卖ですが紹介を終わりたいと思います。今

回の紹介を通して、少しでも中国について理解を深め

ていただければ幸いに思います。中国は土地が広い

分、きれいな景色がたくさんあります。本日紹介いた

しましたスポット以外にも、美景、絶景がありますの

で、機会がありましたら是非遊びに来ていただければ

と思います。将来、中国に帰ったら、北海道および日

本のきれいな景色などを紹介したいと思います。本日

は、どうもありがとうございました。 

 

（具さんの卓話の全文を千歳ロータリークラブホーム

ページに掲載しておりますので、ぜひご覧くださ

い。） 

 

本日のニコニコ集計 １２名 ３８，０００円 

佐々木 金治郎 会長 

 このたび、北海道産業貢献賞を１１月９日に受賞す

ることになりました。関係機関の皆様、またロータ

リーの皆様ほか、皆様に支えられての受賞でございま

す。ありがとうございました。 

藤本 敏廣 会員 

 平成２２年度千歳市技能功労表彰を受賞することに

なりました。 

平間 和弘 会員 

 １０月１２日の早朝例会、千歳ロータリーの森林分

収造林の草刈りおよび除伐作業に多数の参加協力あり

がとうございました。 

末廣 孝 会員 

 １０月２３、２４日、自衛隊記念日に防衛省にて防

衛大臣賞を受けてまいりました。 

村上 倫行 会員 

（１）１０月７日職業奉仕月間で、支笏湖自然保護官

の柳谷牧子氏の卓話を実施いたしました。 

（２）１０月２１日環境保全委員会の分収造林の草刈

り、天候も回復し実施できました。 

菅原 正行 会員 

 １０月２３日、父菅原文雄の一周忌が終わりまし

た。身内だけで行い、皆様にご連絡もせずすみません

でした。本当にお世話になりました。 

本宮 輝久 会員 

 久しぶりの出席です。 

五十嵐 宏 会員 

 分収造林例会で、自然の恵み「シイタケ」を大量に

収穫することができました。病院に行った話がありま

せんので、本物の「シイタケ」でした。 

佐々木 昭 会員 

 １０月２４日、衆議院補欠選挙、開票後夜１０時２

８分をもって無事終了しました。投票ありがとうござ

いました。 

今野 良紀 会員 

 ピンクリボンチャリティーゴルフコンペ大成功しま

した。ありがとうございました。 

大澤 雅松 会員 

（１）１０月７日の例会終了後、講師の柳谷さんと村

上職業奉仕委員長の車で東千歳バーベキューへ行きご

ちそうになりました。 

（２）恵庭ロータリークラブから、斉藤会長、前田カ

ウンセラー、そして卓話講師の具さん、ようこそい

らっしゃいました。 

藤川 俊一 会員 

（１）お礼が遅くなりましたが、妻の誕生日にお花を

いただきありがとうございました。 

（２）１０月２６日夜半より支笏湖方面が大雪にな

り、当社の機械が緊急出動し無事作業を終えました。

ありがとうございました。 

 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：７５．８％（１０月２８日＝４４／５８、実数） 

確 定：６５．５％（１０月１７日＝３８／５８、 

               うちメーキャップ ０名） 

1１月にお誕生日を迎える奥様 

８日  川端 清会員の奥様 樹美枝様 

１５日  中山 和朗会員の奥様 博子様 

２５日  梶原 勝会員の奥様 弘美様 

おめでとうございます！ 


