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本日の例会 （２月３日 第３２回） 夜間移動例会                担当：親睦活動委員会

～番屋～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年２月３日 

第２８号 （通算２０４０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  

～ ２月は世界理解月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第３１回（通算２１５０回）例会報告 
 

日時：２０１０年１月２７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：クラブフォーラム 

担当：クラブ奉仕委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

会長 佐々木 金治郎 
 

 前回の例会では、山口市長様から

のすばらしい卓話をいただきまし

た。心から感謝しています。今月の

例会も今日で終わりということで、

１月の例会も無事終了し、２月に移

ろうとしています。出発してみると

早いものだと実感しています。 

 本日は、ガバナー補佐古川大之

様、そして長沼ロータリークラブ会

長花輪博一様がお越しになっています。お忙しいとこ

ろ、本当にありがとうございました。 

 長沼の方の雪はどうですかと古川ガバナー補佐に聞

いたところ、千歳より大分多いそうです。千歳は、今

年はそんなに雪が降らなくて、非常に恵まれているな

と思いました。そして、私のところの支笏湖も千歳よ

り若干少ないのですが、お陰さまでしばれが強いもの

ですから、非常に立派な氷が出来ております。２８日

前夜祭、そして２９日オープニングとなっております

ので、どうぞ皆さま方、支笏湖へ来て氷濤まつりを見

学していただければと思います。 

 このところ、非常にインフルエンザが流行っていま

す。報道によりますと、今年はインフルエンザにかか

るのが２０歳から４０歳くらいの年齢の方が多くいる

そうです。昨年は、子どもと老人が多かったとのこと

でしたので、年によってインフルエンザにかかる年齢

も違うようです。もしかかった場合は、どうかこじら

せないようにしていただきたいと思います。 

 また、本日は札幌信用金庫の田中支店長様の入会式

が行われます。どうか、皆さんもこれから同志とし

て、仲良く迎えていただきたいと思います。 

 

 

 

 

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

国 際 ロー タリ ー第 ２５ １ ０地 区第 ７グ ルー プ 

ガバナー補佐 古川 大之 様（左） 

長沼ロータリークラブ 

会長 花輪 博一 様（右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会  

   祓川 勝文 

会長挨拶 

お客様紹介 
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国際ロータリー第２５１０地区第７グループ 

ガバナー補佐 古川 大之 様 
 

 今日は、ＩＭのお願いに参りまし

た。３月６日に長沼で開催させてい

ただくということで、年度が始まっ

て以来皆さまにお願いをさせていた

だいたのですが、いよいよ今年に入

りまして、そろそろご案内を出さな

いと間に合わないということで、皆

さまのご参加をお願いしたいと思

い、お伺いいたしました。 

 １月１１日に、千歳セントラルさんで新年交礼会が

あり、参加させていただいたのですが、千歳クラブの

佐藤パストガバナーもお見えで、当日が誕生日という

ことでした。親子クラブというのはありがたく、７２

歳のお誕生日をみんなで祝って、バースデーソングを

歌っていました。私も参加させていただきました。本

当にありがとう、という言葉をいただきました。７２

歳ですので、まだまだ頑張っていただきたいと思いま

す。会長の坂井さんも６０歳ということで、一回り違

うという話もしていました。人が生きていくというこ

とは誰かに借りを作ること、生きていくということは

その借りを返すこと、と永六輔が言っていましたが、

私たちロータリアンも頂いたお礼はどこかでしっかり

と返していかなくてはいけないとういことを感じまし

た。 

 昨日は恵庭クラブにお願いに上がり、引続き今日な

のですが、やはりすごいなと思いました。きちんとし

た例会ができるということが一番大事なのだというこ

とを感じました。千歳クラブさんのきちんとしている

雰囲気はすごいなと感じております。 

 ３月６日は皆さんに集まっていただきまして、勉強

会をしたいと思っています。地区大会で、長沼と恵庭

クラブの社会奉仕についてお話をさせていただいたの

ですが、他の４クラブの話は出ませんでした。やはり

第７グループ全部のクラブの取り組みについてご報告

させていただくべきだということで、地区の小冊子が

出ます。 

 長沼の地は例年の３倍くらいの雪となっています。

非常に厳しい冬を迎えていますが、３月は長沼の一番

良い時期ですので、ＩＭを通して友情を深めていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

幹事 佐藤 晴一 
 

 ２月のプログラムですが、次週２月

３日は番屋にて６時半から夜間移動例

会となります。また、先日皆さまにご

連絡申し上げたのですが、アクトの親

睦合同ボウリング例会が２月２４日午

後７時からということでしたが、アク

トの都合で日程が変更になりました。

日時は３月１０日木曜日６時半からというように変更

になっています。一度出欠のご連絡を頂いていたので

すが、近くなりましたら改めて出欠のご案内をさせて

いただきたいと思います。 

 また、ガバナー補佐からご案内がありましたが、３

月６日のＩＭのご案内が来ております。多くの方に出

席していただきたいと思います。 

 また、当初のプログラムでは、２月１０日が国際奉

仕委員会担当、２月２４日がロータリー情報委員会担

当となっていますが、入れ替わっています。 

紹介 

幹事 佐藤 晴一 

 田中敬二さんは、生年月日は昭和３１年５月１６

日、職業分類は金融業です。ご自宅は、札幌市南区川

沿です。家族は、奥様のまさこ様、お子様はまいさ

ん、けんた君、しょうた君の３人のお子様です。立命

館大学の経営学科を卒業され、札幌信用金庫に入庫さ

れています。血液型はＡ型、趣味はスキーとドライブ

です。 

 

挨拶 

田中 敬二 会員 
 

 いつも札幌信用金庫をご利用いた

だき、ありがとうございます。先

程、ご紹介ありましたとおり、昭和

３１年生まれの現在５４歳、もう少

しで５５歳になりますが、申年の男

です。千歳にも申の会というのがあ

るようなことをお聞きしましたの

で、よろしくお願いします。また、

札幌信用金庫は今年の１２月で満９

０周年を迎えます。地域の皆さまの

ご支援がなければ成り立たない金融機関ですので、感

謝申し上げます。私は、平成１３年から支店長職を

やっていて、丸１０年過ぎまして、今回が１１年目に

入りまして、５店目の支店長となります。皆さまと一

緒にロータリークラブを盛り上げていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

田中敬二会員の入会式 

ガバナー補佐古川大之様のご挨拶 

幹事報告 
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ロータリーバッジの授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木会長からロータリーバッジが授与されました 

クラブ奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 佐々木会長年度の新しい試みと

いうことで、会長、直前会長、会

長エレクトの３者が連携して、長

期のクラブ目標を立てるという事

業計画があります。今のところ、

まだ立てていないので、これを本

日提案したいと思います。やはり

長期計画は立てておかないと、分

収造林の８０年の計画はある程度

作らなくてはまずいですし、その

他にも次の年度に関わることも含めて作っておいた方

が良いと思い、今回は提案という形で皆さんにご紹介

したいと思います。これについては、最終的には今年

度か来年度で作らなくてはいけないのではないかと思

います。長期計画については、三役にお任せしたいと

思います。また、千歳ロータリーのクラブ細則の改正

ですが、前回も行いましたが、やはり今回もある程度

直さなくてはいけないところがあります。前回も直し

ましたが、まだ実態に合わないところがあります。こ

れについても、皆さんに１回見てもらって、最終的に

は定款・細則委員会に検討してもらって、今年度中の

例会で決めておかないと、次年度の運営ができないこ

とになりますので、時間の枠内で酒井さんに説明して

もらって、最後５分くらいに皆さんからの質問をいた

だきたいと思います。 

 

会計 酒井 宏 
 

 今、五十嵐委員長からお話が

あったように、２点ほどお話し

いたいと思います。私がお話す

べきだろうかと思ったのです

が、次年度幹事ということで引

き受けました。 

 ２００２年にＲＩでは、長期

計画というものを作るべきでは

ないか、ロータリーを運営する

上で長期的に物事を判断し、実行すべきであるという

ことで、長期計画委員会というのが発足しました。ま

た、最近では２００９年に新長期計画というものを作

ることが承認されました。この時には、新しい活動へ

の焦点は将来へ向けてどのような大きな夢を持とうか

ということです。夢というものは、比較的途切れやす

いものです。ロータリーというのは、単年度計画で実

行されるべきだというのが、長年の慣習的なものと考

えられてきて、継続的活動というものが尊重されてい

なかったのかもしれません。２００９年のＲＩ理事会

では、クラブの活性化、クラブ独自の柔軟性を持った

クラブ活動を運営すべきであるということが採択され

ました。また、２０１０年には長期計画の重点項目が

提案されました。この辺りについては、今年の１月の

ロータリーの友に載っています。 

 昨年の佐々木年度の発足にあたり、第１回の例会で

佐々木年度の新しい試みとして７項目が提示されまし

たが、７番目として長期のクラブ目標を立てるという

ことがありました。これを基本として、今後何をして

いくかということを本日申し上げたいと思います。 

 

（以下、当日配布の資料に基づき、の説明が行われま

した） 

 

 

佐々木 昭 会員 
 

 現在、会員増強委員長ですが、

会員増強・退会防止プロジェクト

を長期計画の中で作っていかなく

てはと思います。前にもお話した

ことがあるのですが、現在我がク

ラブの構成メンバーは、先ほどの

表にあるように７０歳以上・２５

年以上という方が大半です。大変

な組織になってきたと思います。

今後、このクラブを維持して、活

性化させる、あるいはもっと違った活動をしていくこ

とを考えるならば、このラインを６０歳代、５０歳代

へと下げなくてはいけないと思います。長期計画の中

にこのような項目を入れて、その中でもっと考え方を

整理しながらやっていかなくてはいけないのではない

でしょうか。 

 

平間 和弘 会員 
 

 分収造林につきましては、森

林管理者と私ども千歳ロータ

リークラブの組合との契約があ

りまして、この基本契約を曲げ

ることはできません。これから

の間伐とかは、役所との連携プ

レーになりますが、皆さんから

浄財を頂いて行うということに

はなりません。これからの長い

間の中で費用が掛かることとし

ては森林火災保険があるのですが、これは絶対必要で

す。また、皆さんのお手を煩わせている仕事の時など

クラブフォーラム 
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本日のニコニコ集計 ６名 １０，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：６８．４％（ １月２７日＝３９／５７、実数） 

確 定：７５．０％（ １月１３日＝４２／５６、 

               うちメーキャップ ０名） 

スケジュール 

（２月のプログラム） 

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》  

長沼ロータリークラブ 様 

 

佐々木 金治郎 会長 

第３３回千歳・支笏湖氷濤まつりが１月２８日オープ

ンします。是非、皆様見学にお越し下さい。 

 

大西 信也 副会長 

ガバナー補佐古川様、長沼ロータリークラブ会長花輪

様、ようこそいらっしゃいました。 

 

五十嵐 宏 会員 

１月２４日、全国暴力追放運動中央大会において、暴

力追放功労全国表彰を受けました。 

 

田中 敬二会員 

本日、当会に入会させていただきました。ありがとう

ございます 

 

祓川 勝文 会員 

四つのテストのご唱和、ありがとうございました。 

 

はお弁当などを出していますので、これも経費という

ことになります。もう１つ大きいのは、看板の手直し

ですが、今までは間伐で得た収入がありまして、その

中でまかなっていますので、ロータリーの会費からの

支出はしておりません。今後もそのような形で行って

いきたいと思いますが、森林管理者との契約の中で行

う間伐などの収入の中で運営していますので、今後お

金が掛かるという心配は持たなくて結構ですので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１７回理事会を１月２０日に「ＦＡＸ理事会」と

して開催しました。議題は、新入会員についてで、札

幌信用金庫千歳支店の田中敬二支店長です。この理事

会を経て２４日に会員選挙のお知らせをし、２７日の

例会で入会式となりました。 

 第１８回理事会は１月２７日の例会終了後、引き続

き例会場のＡＮＡクラウンプラザホテル千歳で開きま

した。審議事項は①３月６日のＩＭについて②２月の

夜間移動例会について③新入会員について④その他⑤

２月のプログラムについて―でした。審議結果は 

 

1. 会場は長沼町総合福祉センターで、午後１時に点

鐘、午後３時３０分から懇親会、午後５時に終了

ということでした。今回は、各クラブが５分ずつ

のプレゼンを予定。千歳ＲＣからは、パワーポイ

ントを使って、分収造林「千歳ＲＣの森林（も

り）」を軸に、独自の奉仕活動を紹介する予定で

す。  

2. ３日に予定している番屋での夜間移動例会は、特

に内容を定めず、食べ物、飲み物を味わいながら

自由に発言し合うことになりました。  

3. 元会員の動向などを調べて、復帰できそうな人に

は声を掛けていくことが確認されました。  

4. 次年度役員構成で社会奉仕委員長となっている今

野良紀会員が、業務内容の変更に伴い、役員は難

しいとの申し出があり、五十嵐桂一会員が次年度

社会奉仕委員長となりました。  

5. 

    ２月３日 夜間移動例会（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 夜間移動例会（西洋軒） 

                             担当：親睦活動委員会 

     ２４日 通常例会 担当：国際奉仕委員会  

                                       《理事会》 

   ３月６日 ＩＭ（長沼）３日振替 担当：三役  

 

以上です。 

 

（国際奉仕委員長 大澤雅松） 

 

 

 

 

 

第１７、１８回理事会を開催 


