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本日の例会 （４月２１日 第４３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～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年４月２１日 

第３８号 （通算２０５０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  

～ ４月はロータリー雑誌月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第４２回（通算２１６１回）例会報告 
 

日時：２０１０年４月１４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：会員卓話 

担当：クラブ会報・広報・雑誌・IC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 

 

 ４月に入って２回目の例会となりま

す。この全日空ホテルでこの様な形で

例会を持つのも久し振りで皆さんお元

気で幸いです。また今日は北海道空港

株式会社の山本邦彦社長様にメー

キャップという事で当クラブを訪問い

ただいております。大変お忙しい中を

有難う御座います。所属は札幌ロータリークラブとい

う事ですが御勤務先が千歳空港ですのでこれからも

時々寄って頂けると幸いです。 

 ３月２１日に起きました東日本大震災も一ヶ月が過

ぎて漸く尐しずつ復興の兆しが見えつつあります。昨

日は仙台空港も開通して各航空会社の便が飛び立つの

を見て目頭が熱くなる思いでした。実は私の故郷（福

島県）双葉郡富岡町であのような形で帰れない状況で

す。津波とか地震とかは被害が見えるものですが原子

力はそうではない目に見えない恐怖というものがあり

地域の方々は大変な御苦労をされているものです。北

海道に住んでいる私達は直接的な災害もなくきてお

り、世間の自粛自粛という機運のなかですが自粛をせ

ずになんとか経済の活性化に寄与していただきたい。

そして私どもの業界、千歳の観光に携わる者たち（千

歳観光連盟、旅館組合等々）が『がんばろう日本』と

いうワッペンを付けてその心意気を表しております。

もし賛同して頂けるならこのワッペンをお渡しします

ので、共につけて頑張っていきましょう。 

 

 

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

札幌ロータリークラブ所属 

北海道空港株式会社 代表取締役社長  

山本 邦彦 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動副委員長  

   藤川 俊一 

会長挨拶 

お客様紹介 



2 

 

幹事 佐藤 晴一 

 

 東日本大震災に対する復興支援につ

いて、先日来皆様からご協力頂いてお

りますがまた新たに地区の方で特設委

員会を設けて中長期的に支援をしてい

くこととなりました。委員会の名称は

「RID２５１０大震災救援奉仕プロ

ジェクト委員会」です。復興までに相

当の期間を要する事から当面は義援金を募り、また支

援物資なども募っていく行くとのことで、次年度につ

いてもこの支援活動の要請が来るものと見込まれま

す。 

 来週４月２１日は今年初めての第５回目木曜会ゴル

フがシャムロックカントリークラブで開催され、夜は

通常夜間例会となっておりますのでお間違えの無いよ

う御願いいたします。またこの夜間例会を利用して入

会が決まった北電の新任支社長加藤正浩さんの歓迎会

も合わせて行いたいので宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

札幌ロータリークラブ所属 

北海道空港株式会社 代表取締役社長  

山本 邦彦様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２２年７月から北海道空港の社長を務めておりま

す。本来であればこの地元千歳のローターリーに所属

しなければならない立場ですが活動拠点が札幌市内と

いうこともあり札幌ロータリークラブ所属となってお

ります。さて過日の東日本大震災の影響で私どもの国

内線ターミナルビル第一期工事の完了予定が６月の処

７月１５日（金）オープンと一ヶ月半延期となってお

ります。開業後はこの空港ビルでお楽しみ頂きたいと

期待しております。私も微力ながら千歳空港がより発

展、活性化していくよう活動して参ります。最後に千

歳空港と北海道空港株式会社にご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。本日は有難うございました。 

 

 

 

ロータリー情報・定款細則委員会副委員長 

岩崎 暉久 

 

 東日本大震災で原子力発電所の放射

能漏れで東京、東北両電力管内で予想

される夏場の深刻な電力不足に対応す

るため政府が需給対策の大枠をまとめ

た。大規模な工場やデパートなどの大

口需要家に対しては電力の使用を強制

的に制限し中小企業や一般家庭にも制

電を強く呼びかける内容である。対策がうまく運ばな

ければ大規模な停電が突然おきかねない。企業や一般

家庭は節電に努め危機乗り切りに協力すべきだと考え

ます。 

 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ副委員長  

五十嵐 桂一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホームページのお話を始める前に２、３質問しま

す。まず当クラブのホームページを見たことがない、

幹事報告 

ロータリー情報 

会員卓話－千歳RCのホームページについて 

札幌ロータリークラブ山本様ご挨拶 
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人？ 

 自宅もしくは会社にパソコンがない人？・・・いな

いので、皆さんパソコンはお持ちという事を前提にお

話しします。 

 ホームページはヤフー等の検索を使って「千歳ロー

タリークラブ」と入力検索すればトップページへ入る

ことが出来ます。当ホームページは８～９年前に立ち

挙げたものでトップページのデザインは変わっている

ものの中身自体は大きな変更はないと思われます。 

 メニューの中には『トピックス』『スケジュール』

『組織図』等々が並んでおり、例えば『トピックス』

のメニューを開くと「例会報告」「活動報告」「理事

会報告」が入っています。そしてそれぞれを更に開い

ていくと最近の情報から過去の情報まで全て見る事が

できます。理事の方などは去年の今頃は何をやってい

たかどういう活動をしていたかなど参考にするのに良

い手段となっています。また、『スケジュール』を開

くと年間、例会、木曜会など網羅されていますので行

事の確認が簡単かつ正確にできます。そしてこれらの

情報はこのホームページに集積されているので個々人

が保存する必要はありません。かつデジタル情報は紙

保存と違い場所も取らないし汚れもしない。この中に

は３０周年、４０周年の記念誌まで膨大な量の情報が

保存されています。 

 また、ホームページ内にはリンク集があってロータ

リー会員企業約２５社が登録されており、その企業サ

イトと相互リンクしています。ロータリーのホーム

ページを見ながら会員企業のホームページに入った

り、その逆のケースもあります。会員企業のホーム

ページを見ていた外部の方がロータリーのサイトへリ

ンクされロータリーに興味を持ち入会に至ることもあ

り得ます。更にリンク集の中には「国際ロータリー第

２５１０地区」のホームページ情報もあり有効活用で

きます。 

 地区内でこの様なI C化が一番進んでいるのは隣のセ

ントラルロータリークラブで出欠確認もいずれメール

が主体となりつつあります。当クラブも情報確認の主

軸はファックスからメールへと移行させながらホーム

ページの有効活用を図っていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～佐藤秀雄パストガバナーら7名が出席～ 

 

 4月10日（日）、小樽・グランドパーク小樽におい

て、次年度の会長・幹事はじめ、4部門委員長ら約500

名が出席して2011～2012年度国際ロータリー第2510地

区「地区協議会」が小樽及び小樽南両ロータリークラ

ブがホストクラブとして開催された。 

 当クラブからは、佐藤秀雄パストガバナーをはじ

め、次年度の今村会長、酒井幹事、福田クラブ奉仕委

員長、大澤職業奉仕委員長、五十嵐(宏)国際奉仕委員

長、菅原新世代・ローターアクト委員長が出席した。 

 地区協議会の冒頭、3月11日発生した未曽有の東日本

大震災で失われた多くの犠牲者への黙祷から始まっ

た。佐々木正丞ガバナーの挨拶では、未曽有の大震災

を受けた日本においては、「大変な時期ではあるが、

今こそロータリーの存在を示すとき、ピンチをチャン

スに」と檄があり、その中で世界のロータリーは「若

い会員の台頭が顕著」、「積極的な広報」、「eクラブ

の導入とＩＴ」、「ＣＬＰ導入に伴う単年度主義から

継続性」などを挙げ、ロータリーは確実に変化してい

ることを強調した。 

 熊澤隆樹ガバナーエレクト（小樽）による講演で

は、東日本大震災を受けて地区に「大震災奉仕プロ

ジェクト」を発足したことを発表、出席者から大きな

拍手が起きた。次年度ＲＩ会長（カルヤン・バネル

ジ－氏（インド））テーマ「こころの中を見つめよ

う、博愛を広げるために」引用して、会員の減尐傾向

に歯止めがかからない中でロータリアンは「強いクラ

ブ・的を絞った有意義な奉仕活動・好ましい公共のイ

メージ」といった長期計画の大きな柱を中心に、その

中核となる価値観、「奉仕・親睦・多様性・高潔性・

リーダーシップ」を組織の指標とした活動をすると強

調した。 

 続いて、塚原房樹地区研修リーダーにより「非常時

地区協議会、小樽で開催される 
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本日のニコニコ集計 １３名 ３０，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回 ９０．９％ （４月１４日＝ ５０／５５、実数） 

前々回 ７２．７％ （３月３１日＝  ４０／５５ 

               うちメーキャップ ０名 ） 

札幌ロータリークラブ 

北海道空港株式会社 代表取締役社長 

山本 邦彦 様 

 

佐々木 金次郎 会長 

 ３月２３日 曾孫が生まれました。自動的に大爺さ

んになりましたが、まだまだ元気で頑張りますのでこ

れからも曾孫共々宜しくお願いいたします。 

下のロータリー活動」と題して講演があり、格調高い

内容で語られ、改めて、ロータリー活動の重要性をす

ることができた。 

 午後は、6分科会に分かれての2時間にわたるデス

カッションが行われ、その後、分科会報告と佐々木正

丞ガバナーより所感が述べられるとともに、東日本大

震災被災地への第2510地区としての義援金が1,400万円

であったことに感謝の言葉があった。続いて、熊澤隆

樹ガバナーエレクトから「大震災後の重要な会議が有

意義に終ることができたことに感謝する」と謝辞が述

べられ、最後は、恒例の「手に手つないで」を大合唱

してプログラムが終了した。 

 当日は地方統一選挙の投票日であったが、ご出席い

ただきました皆さん、大変ご苦労様でした。次年度の

クラブ運営によろしくご支援をお願いします。 

（記録：次年度幹事 酒井宏） 

 

五十嵐 桂一 会員 

（１）３月１７日分 久しぶりの出席。明日、議会で

質問します。 

（２）先日、北大大学院に入学しました。これから４

年間、学生になりますので宜しくお願いいたします。 

 

下山 徹哉 会員 

 妻が誕生日に綺麗なお花をありがとうございまし

た。 

 

平間 和弘 会員 

 妻が誕生日に素敵なお花をありがとうございまし

た。 

 

宮本 伸司 会員 

 長男が就職しました。家計が尐しだけ楽になりまし

た。 

 

浅利 美恵子 会員 

（１）母の誕生日にお花をありがとうございました。 

（２）ＡＢ型の会代表として大澤さん５７歳のお誕生

日おめでとうございます。 

 

上井 昭一 会員 

 地域交通安全活動推進委員を長年勤め交通安全に貢

献したと千歳警察署長より感謝状を頂ました。 

 

大澤 雅松 会員 

 今朝、妻から洋酒を、会社で女子従業員一同から靴

下と傘のセットをプレゼントされました。５７歳の誕

生日、雨の日も晴の日も足で稼ぎ多尐の不満はあって

も酒を飲んで我慢しろという意味かなと思い感謝して

おります。 

 

末広 孝 会員 

 孫が高校に新入学しました。 

 

佐藤 彰二 会員 

 先日の移動例会お世話になりありがとうございまし

た。 

 

村上 光輝 会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

 

今村 靜男 会員 

（１）妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

（２）無事に三男が大学を卒業しました。 

 

沼田 常好 会員 

 高橋はるみ知事、千歳３２，０００票いただきまし

た。千歳選対本部長として皆さんにお礼申し上げま

す。 

 

 


