
1 

 

本日の例会 （１月６日 第２８回） 新年交礼会                 担当：親睦活動委員会 

～ベルクラシック リアン～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年１月６日 

第２４号 （通算２０３６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２７回（通算２１４６回）例会報告 
 

日時：２０１０年１２月３０日１２：３０～１３：１０ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：年次総会（３６分例会） 

担当：三役 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 宮本 伸司 

四つのテスト 

半年だったと感じています。来年１月から、残りの半

年が始まりますが、ゴールを目がけて走り続けたいと

思っています。どうか、来年もよろしくお願いしたい

と思います。 

 また、１月６日の新年交礼会ですが、この例会には

市長をはじめ、ご来賓の方々がたくさんお見えになり

ます。会員の皆さまも多数のご出席をよろしくお願い

したいと思います。 

 また、残念ではございますが、お別れする会員がお

りまして、後ほど幹事からご報告いたします。本当に

残念ではありますが、これも社命ということで、いた

しかたないというところであります。 

 今年もあと１日で終わりですが、どうか皆さん方も

お元気で、来年１月６日の新年交礼会で顔を合わせた

いと思っております。半年間、ありがとうございまし

た。 

 

幹事 佐藤 晴一 
 

 今年も終わり、来年１月６日には新

年交礼会が開催されます。交礼会に際

しましては、豪華なゲストを予定して

楽しい交礼会となるよう、親睦委員会

で企画しています。 

 また、その後の予定ですが、１月１

３日には会員卓話ということで、当ホ

テルの支配人である下山会員から「支

配人の憂鬱」ということで、前回の敦賀会員に続く憂

鬱シリーズで、会員卓話をお願いしています。また、

当初の年間プログラムでは１月２０日は夜間例会とい

うことになっていましたが、卓話をお願いしている市

長の都合がつかないということで、通常の時間帯のお

昼の例会になります。 

 また、先ほど会長からお話がありましたが、１１月

くらいに梶原会員から退会したいという意向が寄せら
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会長 佐々木 金治郎 
 

 クリスマス家族会が終わりまして、

２３日が休会でしたので、久しぶりの

例会となります。今日は、恒例の３６

分例会でして、重要な事頄が報告され

ると思います。 

 クリスマス例会は、家族会というこ

とで、今年はお孫さんなどのご出席も

あり、非常になごやかな例会となりま

した。その中で、下山親睦委員長、そしてパラダイス

大沢とロータリーボーイズの皆さんは、本当にありが

とうございました。皆さん方の盛り上げ方が大変良

かったということで、奥様方にも好評でした。 

 私たちの年度も皆さんのご協力によりまして、無事

半年が過ぎました。始まってからは、あっという間の

国際奉仕委員長  

    大澤 雅松 

会長挨拶 
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れまして、佐々木会長をはじめ、三役、そして本宮会

員、末廣会員などが、なんとか慰留しようということ

でいろいろ努力してきました。今月も、佐々木会長か

らお願いに行ったのですが、奥様の体調不良などもあ

り、本人の意思も固く、これ以上引きとめることもで

きないということで、今月いっぱいで大会ということ

になりました。また、突然のお話だったのですが、札

幌信金の敦賀会員が、１月１日付で異動となります。

後任の方には、引続き入会していただけるのですが、

非常に急な話で、我々にとっても非常に残念な気持で

一杯です。また、新年交礼会の２次会を設定して、そ

の際に敦賀会員の送別会と新しい方の歓迎会を行いた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

敦賀 秀生 会員 
 

 本当に残念でいっぱいです。過

去、トータルで３２年の金融機関で

の生活の中で、こんなに後ろ髪を引

かれる転勤はありませんでした。札

幌で支店長をやっていたときも、こ

こでも経営方針は１つだけでして、

「お互いに朝起きたら出勤するのが

嫌でない店にしよう」とうことでし

た。朝来たときに、店に入ることが

楽しい店というのは、最高の店だと思っています。今

年１月に千歳に転勤してきて、朝５時頃に起きて、６

時半頃に家を出るという生活をしていたのですが、朝

起きて千歳に来るのが、全く嫌でないでした。また千

歳に行って、千歳の皆さまに会えるというのが楽しみ

でした。千歳という町は本当に素晴らしい町だと思っ

ています。どうもありがとうございました。 

 

指名委員長 福田 武男 
 

 上井パスト会長の絶大なるアドバ

イスのもと、指名委員長を仰せつか

りましたが、何とか無事に役目を終

われそうです。委員は、上井パスト

会長、瀧澤会員、玉山会員、浅利会

員、菅原会員、そして会の幹事役と

して酒井副幹事でした。慎重に選考

を行った結果、村田研一会員を指名

委員会で決定いたしましたので、皆

さんにご報告いたします。 

 

 

 

 

 

会長ノミニー 村田 研一 
 

 福田パスト会長から、先月の初め

ころ、次々年度の会長を受けてくれ

ないかとのお話をいただきました。

私は、会長の器ではないとお断りを

いたしたのですが、福田パスト会長

がロータリーへの熱い思いを語って

下さり、私もロータリーを一生懸命

勉強をしようと思い、会長をお引き

受けいたしました。私で４５代目の

会長になる予定ですが、ロータリーの諸先輩が築いた

歴史と伝統を一生懸命守りながら、ほんの少しかもし

れませんが、私としても新しい改革案なども入れまし

て、努力をして頑張って行く所存ですので、皆さまの

温かいご指導、ご鞭撻、ご協力のほどをよろしくお願

いいたします。なお、私を補佐していただきます副会

長には、下山徹哉会員、女房役である幹事には、沼田

常好会員にお願いいたします。 

 

会長エレクト 今村 靜男 
 

 次年度も、あと半年ということにな

りました。今、思い出しますと、昨年

の年次総会の時に、私もノミニーとし

てこの場に立っていました。早いもの

で、あれから１年が過ぎようとしてお

ります。私から、次年度の理事、なら

びに委員長をお願いした方から、ご了

解をいただきましたので、この場で報

告させていただきたいと思います。 

 

 会 長      今村 靜男 

 副会長      藤本 敏廣 

 幹 事      酒井 宏 

 直前会長     佐々木 金治郎 

 会長ノミニー   村田 研一 

 会 計      沼田 常好 

 クラブ奉仕委員長 福田 武男 

 職業奉仕委員長  大澤 雅松 

 社会奉仕委員長  今野 良紀 

 国際奉仕委員長  五十嵐 宏 

 

 以上、１０名を理事としてお願いしています。現在

のクラブ細則では、理事が１０名となっております

が、本年度の経緯を踏まえて、皆さまのご了解を得ら

れるのであれば、ＳＡＡ・プログラム委員長を理事に

したいと思っています。 

 

 ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

 

 

 

退会の挨拶 

会長ノミニーの発表 

会長ノミニーの挨拶 

次年度理事・委員長の発表 
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続いて各委員会の委員長です。 

 

 出席管理委員長        浅利 美恵子 

 クラブ会報委員長       佐藤 晴一 

 ロータリー情報委員長     岩崎 暉久 

 会員増強委員長        佐々木 昭 

 健康委員長          長澤 邦雄 

 親睦活動委員長        宮本 伸司 

 木曜・パークゴルフ会会長   末廣 孝 

 環境保全委員長        村上 倫行 

 新世代・ローターアクト委員長 菅原 正行 

 ロータリー財団・米山委員長  佐藤 彰二 

 

 この、理事と委員長で次年度より１年間、この千歳

ロータリークラブを皆さんのご協力のもとに、運営し

たいと思っております。佐々木会長年度に、ＣＬＰ元

年ということで、皆さまに、そして他のロータリーに

もお伝えしています。私どもの年度につきましても、

千歳ロータリークラブの中身的なものをもう少し変え

るべきところがあれば、変えていきたいと思っていま

す。再来年に４５周年を迎える当クラブですが、それ

ぞれの地域にあった運営をできるように、私の年度、

次々年度の村田年度において、ある程度の方向付けが

できればいいと思っております。その節には、皆さま

のご協力をお願いしたいと思います。 

 

 第１６回理事会を１２月３０日の例会（年次総会）

終了後、引き続きＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の

例会場で開催しました。 

 審議事頄は、１月６日の新年交礼会について、退会

者について、２月の例会について、１～２月のプログ

ラムです。審議結果は、以下の通りです。 

 

１月６日の新年交礼会 

 下山親睦活動委員長から、来賓１５名が出席し会員

と合わせ６５名の参加予定と説明されました。まずＳ

ＡＡによる例会を行い、この後に親睦活動委員会によ

る新年交礼会とし、来賓を代表して山口幸太郎市長の

挨拶を頂き、瀧澤項久商工会議所会頭の音頭で乾杯。

祝宴に入ってお招きした各クラブからスピーチを頂く

ことなどを確認しました。余興は、クリスマス家族会

でデビューした「パラダイス大沢とロータリーボーイ

ズ」が新年バージョンで登場。千歳神社から御神籤を

頂いてローターアクトの手を借りて会場で配り、御神

籤代を千歳市の奨学基金に寄付することになりまし

た。２次会を敦賀会員の送別会とすることも確認され

ました。 

 

退会者について 

 札幌信用金庫の１月１日付人事により、千歳支店の

敦賀支店長が本店勤務となるため退会。新年交礼会の

２次会を送別会と位置付けることになりました。後任

者が入会予定なので、敦賀支店長が後任者を同行。新

年交礼会と２次会に出席してもらい、紹介することに

なりました。 

 また、１９８８年に入会してロータリー歴１３年に

なる梶原勝会員が退会の意向で、慰留もかなわず退会

との報告がありました。 

 

２月例会 

 当初のプログラムで１０日の通常例会を担当するこ

とになっていた国際奉仕委員会から、講師に予定して

いた千歳セントラルロータリークラブの田口廣会員の

都合が付かず、２４日のロータリー情報委員会が担当

を予定していた例会と担当を入れ替えることになりま

した。ロータリー情報委員長の了解も得て、担当替え

となりました。 

 

１～２月のプログラム 

 

１月 ６日 新年交礼会 リアン  

          担当：親睦活動委員会  

  １３日 通常例会 

    （会員卓話「支配人の憂鬱」下山徹哉会員）       

          担当：職業奉仕委員会  

  ２０日 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 クラブフォーラム  

          担当：クラブ奉仕委員会 

                   《理事会》  

 

２月 ３日 夜間例会 番屋  

          担当：親睦活動委員会  

  １０日 通常例会  

          担当：ロータリー情報委員会  

  １７日 夜間例会 西洋軒  

          担当：親睦活動委員会  

  ２４日 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》  

 

（国際奉仕委員長 大澤雅松） 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回理事会を開催 
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本日のニコニコ集計 １６名 ３２，０００円 

佐々木 金治郎 会長 

（１）２０１０－１１年度が半年を過ぎようとしてお

ります。会員皆様のご協力ありがとうございます。来

年もよろしくお願いします。 

（２）私の孫が１１月より当ホテルで修行させていた

だいております。会員の皆様よろしくお願いします。 

 

大西 信也 副会長 

 １６日のクリスマス家族会では会を盛り上げていた

だいたロータリーボーイズの皆さんありがとうござい

ました。加藤輝明会員の奥様の歌もお上手でした。 

 

今村 靜男 会員 

酒井 宏 会員 

 会長ノミニーはじめ、次年度役員、理事、委員長が

決まりほっとしております。ご協力に感謝します。 

 

長澤 邦雄 会員 

 大西会員ご子息の日大獣医学部合格おめでとうござ

います。生命誕生に立ち会えたこと、光栄に思ってお

ります。 

 

沼山 佐太郎 会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

 

古谷 眞一 会員 

 １１月２８日初孫優衣が誕生いたしましたので、皆

さんに報告します。 

 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：７８．６％（１２月３０日＝４４／５６、実数） 

確 定：７０．７％（１２月 ９日＝４１／５８、 

               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） 

１３日 （木） 通常例会（下山徹哉会員卓話） 

      担当：職業奉仕委員会 

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》  

佐々木 昭 会員 

 クリスマス家族会にて孫が丸駒温泉宿泊券を頂きま

した。大変ありがとうございました。 

 

菅原 正行 会員 

 しばらくぶりの出席です。クリスマス会も参加でき

なかったので、来年楽しみにします。 

 

村上 倫行 会員 

 １２月１５日妻のルタオでのクリスマス教室が１２

月１７日民報社さんに掲載されました。ありがとうご

ざいます。 

 

浅利 美恵子 会員 

 １年間、ところどころ休みつつも元気にロータリー

にこれました。ありがとうございました。年度最後に

風邪をひき年越しをしそうです。皆さんもくれぐれも

体に気をつけ、来年もよろしくお願いします。 

 

大澤 雅松 会員 

 クリスマス家族会では、パラダイス大沢とロータ

リーボーイズに温かいご声援ありがとうございまし

た。新年交礼会でもよろしくお願いします。 

 

敦賀 秀生 会員 

 残念ながら転勤になってしまいました。千歳は大好

きな町です。またお会いしたいと思います。 

 

下山 徹哉 会員 

 クリスマス家族会、皆さんのご協力と景品の協賛を

頂きありがとうございました。 

 

尾﨑 伊智朗 会員 

妻の誕生日にきれいなお花を頂き、ありがとうござい

ました。 

 

宮本 伸司 会員 

クリスマス家族会でのロータリーボーイズのご声援あ

りがとうございました。新年もがんばります。 

 


