
1 

 

本日の例会 （３月１７日 第３８回） 夜間通常例会              担当：親睦活動委員会 

～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３月１７日 

第３４号 （通算２０４６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  

～ ３月は識字率月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第３７回（通算２１５６回）例会報告 
 

日時：２０１０年３月１０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：会員卓話 

担当：新世代・ローターアクト委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 宮本 伸司 

四つのテスト 

会長 佐々木 金治郎 
 

 今月２回目の例会となります。１回

目の例会は６日で、第２３回のＩＭと

いうことで、長沼ロータリークラブに

全員登録でお邪魔させてもらいまし

た。ＩＭに出席した皆様、そして全員

登録をしていただいた我がクラブの皆

様、本当にありがとうございました。

そのＩＭの中で、当クラブの酒井会員

が分収造林について発表していただきました。５分間

の持ち時間の中でのスピーチは困難だったのですが、

非常に内容が濃く、素晴らしい事業を第７グループの

皆様に紹介して下さったことに感謝申し上げます。そ

して、全員登録ということでしたので、私たち出席者

も胸を張って出席させていただきました。 

 また、私ごとになりますが、今日は大きな思い違い

をしておりまして、ローターアクトクラブのボウリン

グ大会を、夜間例会のボウリング大会だと思いこんで

いました。ボウリング大会には、ゲームには出席でき

ないのですが、夜間例会に出席すると思って、「今日

は夜間例会ならアルコールもあるのかな」と思って、

事務局へ電話しました。すると、事務局員の伊藤さん

はおらず、末廣パスト会長が出られて「何でこの時間

におられるのかな」と思ったのですが、末廣パスト会

長は「今日はローターアクトクラブについて卓話をす

るから、資料を調べている」とおっしゃられるので

す。何か変だなと思い、「今日は夜の例会ですよね」

と確認したところ、パスト会長は「そんなことはない

よ」と言われて気付きました。末廣パスト会長が電話

に出ていただけなかったら、今日の会長挨拶が出来な

くなって、皆様に非常にご迷惑をかけることになると

ころでした。思い過ごしというのは恐ろしい事だとつ

くづく思いました。また、自分自身も３月になって、

あと何ヶ月などということを考えていて、そういう気

の緩みがこういう思い過ごしにつながっていったのか

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

千歳ローターアクトクラブ 会長 石黒 哲也様（左） 

千歳ローターアクトクラブ 直前会長 吉岡 毅様（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAA・プログラム委員会  

      佐藤 彰二 

会長挨拶 

お客様紹介 



2 

 

なと思い、あらためて気を引き締めて、残りの会長生

活を頑張りたいと思います。これからも、びしびしと

ご指導をお願いしたいと思います。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 まずは、先日のＩＭに出席していた

だいた皆さん、本当にありがとうござ

いました。先ほど、皆さんにご協力を

いただきまして、また、後ほど大澤委

員長からもお願いがあると思います

が、ニュージーランドへの義援金のお

願いが来ております。今月一杯が締切

りですので、来週も引き続きご協力の

ほどをお願いしたいと思います。ま

た、国際ロータリー日本事務局からロータリアンの皆

様に詐欺メールにご注意下さいとのメールが届いてお

ります。ロータリアンを狙った悪質な詐欺電話や詐欺

メールが入っているそうです。決してそういうことに

巻き込まれないようにご注意願います。また、何か寄

付されるというときには、事務局または財団にお問い

合わせいただきたいと思います。 

 また、５月の連休ですが、台湾でロータリー囲碁大

会が開催されるそうです。そのご案内が来ております

ので、興味のある方は事務局においてありますので、

ご参加頂きたいと思います。 

 今月の予定ですが、来週１７日は午前中１２時ス

タートで、藤本会員のパークゴルフ場でパークゴルフ

大会を開催します。例会は６時半より当会場にてプロ

バスクラブと合同で開催いたします。２４日は休会と

なっておりますが、後ほど委員会報告の中で報告させ

ていただきたいと思います。３１日は、移動例会と

なっておりまして、職業奉仕で佐藤会員のヤングでの

移動例会となっております。詳しい事は後ほどご連絡

いたしますので、皆様のご出席をお願いいたします。 

ロータリー情報・定款・細則委員 

木村 照男 
 

 本日のロータリー情報は、「識字率

向上月間」について、簡単にお話をし

ます。 

 従来、社会奉仕活動の関心事とし

て、(1)環境保全、(2)我らの天体、地

球の保全プログラム、(3)識字率の向

上、(4)薬物乱用及びアルコール過飲防

止、(5)高齢者への心遣い、(6)エイズ

教育、などが挙げられ、成果を挙げて

います。 

 ＲＩは、1997～98年度から毎年7月を「識字率向上月

間」と指定し、活動して来ましたが、7月は北半球の学

校は夏休みの時期で関連行事に最適の月でないとし

て、2006～07年度より月間を3月に変更となりました。

識字率向上は1986年以来、ＲＩの強調事頄として地域

社会で読み書きを向上させるプロジェクトを支援する

ものです。現在、世界に約9億人の識字や計算能力ので

きない人がおり、その3分の2が女性で貧困の原因に

なっていると推定されています。特に、発展途上国の

多いアジアでは人口増加とともに未就学児童が増加傾

向にあると言われています。このままでは、貧しさの

ために就学ができないために貧困と飢餓が進み、社会

不安が憂慮されることから、ロータリーでは特別月間

を指定し、ロータリーの力を結集することによって識

字率の向上により、貧困と飢餓をなくして世界平和に

も寄与するものです。 

 ロータリー財団では、マッチング・グラントを用意

しており、実施したいクラブは申請をすることができ

ます。ユネスコ（国連教育科学文化機関）では、世界

で多くの人々が読み書きができない人のために成人や

子どもに向けて、読書のプログラムを企画することや

学校に本を寄贈すること、そして地元の図書館を援助

しています。 

 現在、当クラブでは「書き損じハガキ」を募ってい

ます。書き損じハガキ1枚が45円の価値があります。

「書き損じハガキ」が世界で貧困で学びたくても学べ

ない子どもへの支援につながります。 

 大沢 雅松 委員長 
 

 既に皆様にお願いいたしまして入れ

ていただきましたが、ニュージーラン

ド地震の災害義援金を今月一杯集めま

して、地区に送ろうと思っています。

地区からは今月一杯募金を受け付ける

とのことでした。当クラブの今月の予

定は、来週が夜間合同例会、再来週が

休会、３１日が移動例会ということでございますの

で、日中の例会は今日だけということになります。先

ほど、ほぼ全員の方に頂いたと思うのですが、まだの

方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたしま

す。来週の夜間合同例会の時にプロバスクラブの方に

も呼びかけようと思っております。 

ロータリー情報・定款・細則委員長 末廣 孝 
 

 ２３年以上前ということで、ほと

んど覚えていなかったのですが、事

務局で当時の設立の状況などを調べ

てきました。当時は、２０周年記念

ということで、三役は武石会長、山

田幹事、伊藤常正副会長でした。私

どもの青尐年委員会は、青尐年の主

張コンクールを長年やっていたので

すが、ある程度の成果もあがった

し、２０周年ということで区切りもついたということ

で、そのコンクールを止めたわけです。それで、青尐

年委員会として何をするかということになったのです

が、青尐年だからローターアクト、あるいはインター

ロータリー情報 

幹事報告 

委員会報告 

国際奉仕委員会 

卓話 
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アクトを調査、研究してみようということになり、事

業計画の中に入れました。そうしたところ、理事会で

これは良いことだとなったようです。 

 当時の担当理事は、社会奉仕委員会の高慶委員長

だったのですが、その委員長から「理事会の中でロー

ターアクトを作ろうという雰囲気だぞ」という話を聞

いたのです。我々は、調査、研究ということで軽い気

持ちであり、実際に作ろうという考えは無かったので

すが、２０周年を機にローターアクトを作ったらどう

かということになったのです。私も、その時４３歳

だったのですが、武石会長や、浅利さん、伊藤常正さ

んなどに、良く飲みに連れていかれて、その席で

「ローターアクトは、ここ１０年間くらい作る、作る

と言ってきたが、いまだ出来ていなかった。それをお

前がやると言うんだから、是非作ってくれ」と言わ

れ、酒の席ですから簡単に言われていたのですが、年

度も半分になった１２月くらいには理事会では完全に

作るとなっていたようです。私は「ローターアクトな

んてどうやって作るのだろう」と疑問に思っていたの

ですが、私もその当時は４０過ぎですから、若い者と

のつながりはあったのです。ロータリアンは５０過

ぎ、６０過ぎの人たちばかりで、若い人たちとの接点

が無かったので何回も失敗していたということだった

らしいです。 

 そういうことで、高慶さんと私で何人か人を集めよ

うということで、当時のアクトは１８歳から２８歳

だったので、２８歳までの人をピックアップしまし

た。今の会員である五十嵐さんや、伊藤嘉浩さん、高

慶さんの娘さんなど、何人かをまず集めました。その

内に、口伝えに会員の息子さん、娘さんなどが集まっ

てきました。１２月の終わりごろになって、当時支配

人をやっていた吉田さんが副委員長でして、そこの社

員を５、６人連れてきて、一気に十数名になり、これ

なら出来そうだなとなり、２月頃には２４名になりま

した。そして、どのように作ろうかとなったのです

が、当時私の同業者から、第２５０地区の美幌ロータ

リークラブにローターアクトクラブがあると聞いて、

美幌まで行き、資料をもらったり、そこの委員長など

と話してアクトの例会に出席したりなどして、アクト

の勉強をしてきました。 

 苦労というか、一番大変だったのは、若い人たちを

集めてアクトとはこういうものだということをいろい

ろ話す訳ですが、若い人たちは下を向いて何も言えな

いのです。その後に武石さんと一緒にみんなを連れて

飲みに行くのですが、その飲みに行くのが楽しいとい

うことで、だんだんいろいろな人を引っ張りこんて

いったというのが当時の状況でした。また、当時ロー

ターアクトは、世界１０５カ国で提唱していた、人数

も９万６千人くらいいました。今そう数字が増えてい

るのか減っているのかは分かりませんが、当時はそれ

くらいいたのです。我々が設立しようとした時は、地

区では１０年間くらい設立がなかったそうです。当時

の地区の委員長も、これはすごいことと喜んでくれ

て、地区からも５０万円くらい出すからという話をし

ていたのですが、最終的には一銭ももらえず、全部

我々の千歳ロータリークラブが出して設立ということ

になりました。地区では、１０年ぶりの設立というこ

とで、いろいろなお客さんに来ていただきました。

我々のクラブも２０周年でしたので、それに華を添え

たのがこのローターアクトの設立だったと思います。 

 チャーターメンバーは１９名だったのですが、一時

期だんだん減って５、６名くらいになりました。ちょ

うど、山田さんが会長で木村さんが幹事だったころだ

と思います。その時にどうするかという話になり、や

はり１０名を切るとちょっと大変な状況になってきま

した。生んだのは良いが育てるのは大変だと思いま

す。２０数年経って、こうやって若い人が入って続い

ているのは、我々がやったことが本当に良かったのだ

なと思います。そしてロータリーを理解してもらっ

て、アクトだった五十嵐さんがロータリーに入ってき

たように、青尐年にロータリーを理解してもらう活動

だったと思います。これからも続いていくと思います

が、今いる人たちもどうか頑張っていただきたいと思

います。やはり人が一番大事です。メンバーを拡大す

るということをやっていただきたいと思います。今後

とも是非がんばってやっていただきたいと思います。 

 

 

千歳ローターアクトクラブ 

会長 石黒 哲也 様 
 

 私は、おととしの２月にアクトに

入会しました。その際には、千歳

ロータリークラブの今野様より、ア

クトのお話をいただき入会いたしま

した。 

 現状のアクトですが、人数は９名

しかいません。ですので、大きな活

動はできない状況ですので、これま

で続けてきた活動と、親クラブ様か

らお話があったボランティア活動ですとか、地域福祉

に参加するというのが、主な活動です。その中で、通

年で行っているものとしては、保育園や幼稚園での読

み聞かせを行っています。内容は、大きな絵本を園児

の前で読みます。その後には、音楽に合わせてちょっ

とした劇をしたり、折り紙を折ったりなどして、園児

と交流を行っています。これを、１回１時間半くら

い、年に６回程度行っています。その他には、いずみ

学園のお祭りの出店のお手伝いや、ペットボトル

キャップ運動も行っています。また、千歳ロータリー

クラブさんに大変お世話になっている夏の盆踊りの出

店も大きな活動の一つです。現在の活動としては、こ

のような活動を行っています。 

 自分が入会して感じたことですが、月に２回程度の

例会を行っていますが、形式ばったというか流れをた

だ消化しているかのような例会が非常に目立っていま

した。アクトがＪＣさんなどと違うのは、管理職でな

い、私の様な現場で動いている人たちが多いことで

す。そこで、異業種交流的なものを持てないのかなと

ずっと思っていました。そこで、今年度から会社例会

というものを始めました。会社例会というのは、会員

の会社を例会会場として、会員がどのような所で働い

ているのか、どのような仕事をしているのかというこ

とが見えるような例会です。会社例会を行った会員

は、出し物、例えば資料で自分の仕事を紹介したりす

る場を作るようにしました。例えば、今日来ている吉
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本日のニコニコ集計 ５名 ７，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：６６．１％（ ３月１０日＝３７／５６、実数） 

確 定：７３．２％（ ２月２４日＝４１／５６、 

               うちメーキャップ ０名） 

佐々木 金治郎 会長 

（１）末廣パスト会長、本日は私の勘違いを正して下

さいました。ありがとうございます。 

（２）３月６日第２３回長沼ロータリークラブで行わ

れたＩＭへ全員登録と出席された会員の皆さま大変あ

りがとうございました。 また、酒井副幹事の発表、誠

にありがとうございました。 

 

武石 忠俊 会員 

 冬の旅、無事終了しました。 

 

長澤 邦雄 会員 

 第１３回駒そば会、盛大に終了しました。皆さまの

参加に感謝します。 

 

酒井 宏 会員 

 ３月６日長沼町で開催されたＩＭにおいて発表の機

会を頂き感謝します。尾﨑クラブ会報委員長には、公

私ともにご多用のところ、パワーポイントの作成をい

ただきました。ありがとうございます。なお、発表時

間を大幅にオーバーし、司会者から「まき」が入り、

出席者の顰蹙をかってしまいました。心から反省し、

お詫びします。 

 

大澤 雅松 会員 

 ３月２４日午後７時から、オレンジホールで会員の

送別会を想定し、バンド練習を再開しました。長澤パ

スト会長からドラムセットをご提供いただき、パワー

アップしております。 

 

岡君も、インターネットの仕事をしているのはみんな

知っているのですが、それでは実際どのように仕事を

しているのかというと、何となくは分かっているので

すが、実は良く知らないのです。そこで、そういう所

をもう尐し分かり合えば、奉仕活動なども、もっと分

かり合えて仲間意識を持って取り組めるのではないか

と思って行っています。 

 ただ、現状は９名で活動していまして、自分も３０

歳になりました。来年度は、前年度会長ということで

もう１年残ることになりますが、それでも来年はこの

ままでは７名になる恐れがあります。ですので、新規

会員の増強ということが、一番に取り組まなくてはい

けないことだと思っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３月１０日にフジボウルにて、千歳ローターアクトク

ラブ主催の親睦ボウリング大会が開催されました。千

歳ロータリークラブからは、五十嵐宏会員、祓川会

員、平間会員、宮本会員、大西副会長、田中会員、佐

藤彰二会員、尾﨑会員がゲームに参加した他、佐々木

会長、藤本会員、菅原会員が出席しました。その他に

は、ローターアクトを共同提唱している、千歳セント

ラルロータリークラブ、恵庭ロータリークラブの会員

が参加したほか、今回初めてローターアクトＯＢとし

て２名が参加しました。総勢２７名が参加したこの大

会は、２ゲームでの個人戦、団体戦が行われました。 

 ゲーム後は、食事を取りながらの表彰式が行われま

した。個人戦の結果は、１位杉林裕市さん（合計：３

１８点、ローターアクトＯＢ）、２位齋藤麻紀さん

（ローターアクト）、３位佐々木淳一さん（ローター

アクトＯＢ）、４位五十嵐宏会員、５位水野凡さん

（恵庭ロータリークラブ）、となりました。 

 

 

 

 

 

スケジュール 

（３、４月のプログラム） 

２４日 （木） 春季休会 

３１日 （木） 移動例会（ヤングライン工場見学）

担当：職業奉仕委員会 《理事会》 

６日 （木） 早朝例会（清掃） 

担当：社会奉仕委員会 

ローターアクト主催ボウリング大会の開催 

４月にお誕生日を迎える奥様・お母様 

１日  村上 光輝会員の奥様 テル様 

２日  下山 徹哉会員の奥様 昌子様 

８日  平間 和弘会員の奥様 リツ子様 

１０日  浅利 美恵子会員のお母様 ユリ様 

１５日  佐藤 秀雄会員の奥様 宏子様 

１６日  古谷 眞一会員の奥様 典子様 

２０日  小笠原 良会員の奥様 保子様 

おめでとうございます！ 


