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本日の例会 （１月１３日 第２９回） 通常例会（会員卓話）           担当：職業奉仕委員会 

～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 
２０１１年１月１３日 

第２５号 （通算２０３７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  

～ １月はロータリー理解推進月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第２８回（通算２１４７回）例会報告 
 

日時：２０１０年１月６日１８：３０～２０：００ 

場所：ベルクラシック リアン 

プログラム：新年交礼会 

担当：親睦活動委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

千歳プロバスクラブ会長    寺本 利明 様 

        幹事長    小見山 貢 様 

 

紹介者 

副会長 大西 信也 

会長 佐々木 金治郎 
 

 明けましておめでとうございま

す。ご家族の皆様ともども、輝かし

い新年を迎えたことを心よりお喜び

申し上げます。また、本日は千歳

ロータリークラブ新年交礼会に際し

まして、千歳市長山口幸太郎様、千

歳商工会議所会頭・千歳観光連盟会

長瀧澤順久様をはじめ、日頃から大

変お世話になっております各クラブ

の代表の皆様にご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。ともに新年を祝う会

を開催できますことを、大変うれしく思っておりま

す。 

 さて、昨年２０１０年を振り返ってみますと、まず

宮崎県の口蹄疫の拡大、メキシコ湾の原油流出事故、

尖閣諸島問題、そして韓国の島への北朝鮮による攻撃

など、様々な世を揺るがす事件・事故が発生しまし

た。我が千歳市においても、自衛隊の体制維持が大き

な懸案事項でありましたが、山口市長の懸命なるご努

力の結果、最小限に留めることができたことは、我々

市民にとっても大きな喜びでもあります。山口市長に

対しまして、一市民としてこの場をお借りしまして感

謝申し上げたいと思っています。 

 しかし、暗いニュースばかりではなく、はやぶさの

帰還、またノーベル賞を日本人二人が受賞するなど、

明るいニュースも多くありました。我がクラブにおい

ても、次年度幹事の酒井会員が、長年の功績に対し、
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瑞宝双光章を受章され、また、瀧澤会員が１１月に第

９代千歳商工会議所会頭にご就任されました。そし

て、私たちクラブといたしましては、社会奉仕活動の

一つとして、ピンクリボン運動に賛同し、チャリティ

ゴルフコンペを開催、本日ご列席の各クラブの皆様方

のご協力により、成功裏に開催することができたこと

を心から感謝を申し上げます。 

 そして２０１１年が明けましたが、世の中を取り巻

く環境は、大変厳しい状況が続いています。我々千歳

ロータリークラブは本年で４４年目を迎えようとして

おりますが、順風満帆で４４年の長い歴史を刻んでき

た訳ではありません。数々の試練をその度ごとに会員

一丸となって乗り越えてきた先輩諸兄の思いが年輪と

して刻み込まれていると思います。本年、佐々木年度

も半年がたち、折り返し地点が過ぎ、帰港地へ向け残

すところ６カ月の航海となります。穏やかな航海を期

待しておりますが、荒波に遭遇する場面も多々あると

思います。私は本年度のテーマとして「心ひとつに」

とさせていただきました。このような時代こそ、会員

が心ひとつとなり、会員相互の親睦を深め、次の今村

年度の基礎になる航海としていきたいと思います。 

 最後に、本日お越しのご来賓の皆さま、そして会員

の皆様の１年のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上

げ、新年のご挨拶に代えさせていただきます。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 明けましておめでとうございま

す。本日は、千歳ロータリークラブ

の新年交礼会に際しまして、多くの

皆様にご出席いただきまして、あり

がとうございます。本日は、皆さん

に楽しんでいただくために、千歳

ロータリークラブの力を結集して、

いろいろ楽しんでいただくよう企画

しておりますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 また、ロータリークラブの皆様には既にお知らせし

たように、札幌信用金庫の敦賀会員が１月１日をもち

まして転勤されることとなりました。本日は、後任と

して我々のクラブに入会予定であります、田中新支店

長がオブザーバーとして参加されています。本日の交

礼会終了後、ささやかではございますが、お二人の歓

送迎会を企画しておりますので、是非多くの皆様のご

参加をお待ちしております。 

進行 

 

 

 

 親睦活動委員長 下山 徹哉  

 

 

 

開会宣言 

副会長 大西 信也 

 

 新年明けましておめでとうござい

ます。山口市長様をはじめご来賓の

皆さま、お忙しい中、千歳ロータ

リークラブ新年交礼会にご出席いた

だきまして、まことにありがとうご

ざいます。年の始めです。今年１年

明るい年にしていこうということ

で、楽しい余興を企画しております

ので、ご期待下さい。それでは、千

歳ロータリークラブ新年交礼会を始めます。 

千歳市長 山口 幸太郎 様 
 

 皆さん、明けましておめでとう

ございます。新春を飾る恒例の千

歳ロータリークラブの新年交礼会

にお招きをいただきありがとうご

ざいます。私も一応会員ですの

で、お招きをいただいたというの

は他人行儀でありますが、出席を

させていただき大変光栄に思って

おります。本年１年間の皆様のご

健勝とクラブのご発展を心からお

祈り申し上げたいと思います。 

 今年こそは、良い年にしたい、良い年になって欲し

いというのは、これは等しく私たちが願うところでは

ありますが、今一番急がれるのは何と言っても、私は

若い人たちの就職が早く決まって欲しいということで

あります。就職活動に大きなエネルギーをかけて若い

人達が頑張っているのですが、１日も早くこの状況が

改善されることを願っています。またそれを支える景

気の回復というのが急がれる課題だと思っておりま

す。 

 それに少しでも対応させていただきたいということ

で、市におきましては昨年の暮れに緊急の経済対策を

立ち上げようということで、その概要を取りまとめ

て、今月の臨時議会に諮ることにしております。総額

で１２億３千万円ほどになりますが、これは過去最高

の金額になります。内容はいちいち申し上げるには時

間がかかりますが、公共事業の前倒し、早期発注、そ

れから地元に配慮した発注、さらに市の職員も今回２

３年新年度の採用枠に追加をすることにいたしまし

た。６名の職員の追加募集を行います。合わせますと

１３名ということになります。また、女性の方が大変

気にかけております子宮頚がんのワクチンも前倒しで

やっていくことにしています。そういったことを行い

ながら補正予算を組んだところであります。これら

が、１日も早く功を奏することを願っております。 

 私どもがこういった大型の補正予算を組めるのも、

市民の皆さんのご協力をいただいて財政の健全化が図

られたこと、そして、自衛隊と共存する町づくりを進

めてきて、これにかかるいろいろな障害については、

市民の皆さんの深いご理解があって補助金などを活用

来賓代表ご挨拶 

新年交礼会の模様 

幹事報告 
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できるというのが補正予算の財源でございます。これ

からも、当市の持っている優位性を生かしながら街づ

くりを進めていきたいと思っておりますので、ロータ

リークラブ、ライオンズクラブ、ソロプチミスト、青

年会議所、プロバスクラブなど、本日ご出席の経済を

担う皆様方のより一層のご協力とご支援、そしてそれ

ぞれの企業のご発展を心から願うものであります。本

年１年が素晴らしい年でありますように、希望を持っ

て過ごしたいと思います。本日はどうもありがとうご

ざいます。  

千歳商工会議所会頭・千歳観光連盟会長  

瀧澤 順久 様 
 

 明けましておめでとうございま

す。こうして、今年も皆様とこの

交礼会を開催できますことを大変

うれしく思っております。日本の

経済は非常に厳しい踊り場に入っ

ており、そのまま今年の２０１１

年を迎えました。今年が経済の正

念場ということで、成長か否かと

いうところです。また、経済評論

家によりますと、３つの戦争が起

きているそうです。通貨戦争、通商戦争、そして開発

戦争、これらが今年は更に大きくなるのではないかと

予測を立てている方もいらっしゃいます。しかし、千

歳はおかげさまで山口市長様を先頭にして、住み良さ

は北海道でナンバー２になっております。これを今年

は是非１位に返り咲きたい、そのために、佐々木金治

郎会長様をはじめ、ロータリーの皆様、そしてご参会

の千歳をリードする皆さんのご尽力で、住み良さナン

バー１にしたいというのが、私の夢でございます。ど

うぞこれからも、千歳の町がそして経済が発展します

ことを心からご祈念いたします。それでは、ご参会の

皆さんのご多幸を心から願いまして乾杯！  

 

 

 

 

 

 

 クリスマス会で好評を博した（？）パラダイス大沢

とロータリーボーイズが、ＡＳＡＲＩ４９（浅利会

員）を加えてパワーアップして、演奏を披露しまし

た。 

 アクトの皆さんが、恒例になっているおみくじの販

売を行いました。 

 

（おみくじ販売の収益金は、千歳市教育委員会を通じ

て、千歳市奨学基金に寄付をします） 

 

会長エレクト 今村 靜男 
 

 この７月から４４代目の会長とし

て千歳ロータリークラブを引っ張っ

ていく役目を仰せつかりました今村

でございます。本日のニコニコＢＯ

Ｘは市の教育委員会へ寄付させてい

ただきたいと思いますが、６万５千

円という多大なご協力をいただいた

ことに、感謝申し上げます。間違い

なく、私と佐々木会長で教育委員会

にお渡しに上がりたいと思います。 

 また、先ほど皆様にご披露いたしましたロータリー

ボーイズ・ガールズでありますが、来賓の皆様の前で

ご披露するのは、今回が初めてでございます。メン

バーが、千歳民報、北電、北ガスと転勤族が多く、今

祝杯のご挨拶 

余興 

締めの挨拶 

おみくじの販売 
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出席率 

今 回：８９．３％（ １月 ６日＝５０／５６、実数） 

確 定：８７．９％（１２月１６日＝５１／５８、 

               うちメーキャップ ０名） 

スケジュール 

（１月、２月のプログラム） 

２０日 （木） 通常例会（市長卓話） 担当：ロー

タリー情報定款・細則委員会 

２７日 （木） クラブフォーラム 

担当：クラブ奉仕委員会 

           《理事会》 

３日 （木） 夜間例会（番屋）  

      担当：親睦活動委員会 

１０日 （木） 通常例会 

   担当：ロータリー情報委員会 

１７日 （木） 夜間例会（西洋軒） 

   担当：親睦活動委員会 

２４日 （木） 通常例会（卓話 田口廣・ 

 第２５１０地区ＷＣＳ副委員長） 

担当：国際奉仕委員会 

           《理事会》  

回の公演が最後になる可能性があると思います。是非

とも３月までにそれぞれのクラブでの出演依頼がござ

いましたら、出演料は私が交渉いたしますので、是非

とも呼んでやっていただきたいと思います。 

 さて、今年の元旦から５日まで本当に他の地域では

天候が荒れていましたが、ここ千歳に限りましては非

常に穏やかなお正月を迎えられたと思います。新しい

年の初めにふさわしい、穏やかなお正月ではなかった

かなと思います。今年１年も皆様が穏やかに、順調に

過ごせれば本当にありがたいなと思います。本日お集

まりのご来賓の皆様、クラブの皆様、今年１年のクラ

ブの運営、そして山口市長様におかれましては市政の

運営をよろしくお願いしたいと思います。最後に、皆

様のご活躍をご期待いたしまして、乾杯をいたしたい

と思います。おめでとうございます！ 

手に手つないで 


