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本日の例会 （４月２８日 第４４回） 通常例会              担当：出席・資料管理委員会 

～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２８日 

第３９号 （通算２０５１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４３回（通算２１６２回）例会報告 
 

日時：２０１１年４月２１日 １８：３０～２０：００ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：夜間通常例会 

担当：親睦活動委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 宮本 伸司 

四つのテスト 

つものの復興の兆しがなかなか見えてきません。街の

景況と夜の賑わいが尐しずつでも良くなってくれると

いいなと思っております。今日の夜間例会は懇親を深

めて楽しい例会としていきましょう。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 今 後 の 予 定 で す が、来 週 ２ ８ 日

（木）通常例会は出席・資料管理委員

会担当、５月５日（木）ゴールデン

ウィークで休会、５月１２日（木）早

朝例会で桜の木の草刈り、５月１９

日、２６日（木）通常例会、６月２日

（木）分収造林の作業、です。 

 また、長沼ロータリークラブから第

１９回長沼国際交流フェスティバルのご案内です。５

月１４日（土）１３時から、参加各留学生との交流等

を企画しています。参加希望者は事務局までご一報を

お願いいたします。  

 先日来の震災義援金に対する追加のお願いがきてお

り、当ロータリーとしましても本日義援金を受付ま

す。ニコニコＢＯＸと合わせてご協力をお願いいたし

ます。 

紹介  

幹事 佐藤 晴一 
 

加藤 正浩会員（かとう まさひろ） 

昭和３３年１２月生まれ 満５２歳 

家族構成：妻、２男  

職業分類：電気事業    

事業所名：北海道電力㈱千歳支社 

最終学歴：北海道大学法学部    

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

会長 佐々木 金治郎 
 

 今日は久し振りの夜間例会、そして

今年初めての木曜会ゴルフコンペが開

催されました。今年の初打ちをなさっ

た方々もお見えになっているようです

がスコアはいかがだったでしょうか。

天候のせい、自身のせいで色々なスコ

アがあるでしょうが楽しまれた事で

しょう。 

 さて今日の夜間例会には尾崎・北電前支社長さんの

後任、加藤正弘・支社長さんが私どもクラブの会員と

いうことでお見えになっています。後ほど、幹事のほ

うから経歴等についてご報告と入会式があります。ど

うかひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 ３月１１日に起きた大震災から今日で４０日以上経

SAA・プログラム委員会 

     中村 清太郎 

会長挨拶 

幹事報告 

加藤正浩会員の入会式 
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趣味：読書、スポーツ観戦 

所属：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 

 

挨拶 

加藤 正浩 会員 
 

 日ごろから弊社事業に対しまして

皆様方には御理解、御協力を賜りま

して厚くお礼申し上げます。また、

この度の東京電力福島第１原子力発

電所の事故に際しまして皆様方には

多大な御心配をおかけしている事に

対しまして電力に働く者として誠に

申し訳なく思っております。 

 本日、前任の尾崎を引き継ぎまして皆様方のお仲間

に入れて頂くことになりました。先ほどご紹介があり

ました通り昭和３３年生まれの５２歳。出身は岩見沢

市。自宅は札幌ですので１０年振り２回目の単身赴任

です。昭和５７年入社で初めての勤務地が千歳でした

ので非常に縁を感じております。珍しいことで２度目

の勤務となります。 

 ロータリークラブにつきましては何も分かりません

ので皆様方の御指導を頂きながら尐しでも千歳ロータ

リ－クラブを盛り上げていけるようにやっていこうと

思っておりますのでどうか宜しくお願いいたします。 

 

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 

 

ネームプレート授与 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会五十嵐副委員長

からネームプレートが授与されました 

（所属は、クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会で

す） 

 沼田 常好 委員長 

 

 来週２８日（木）は出席委員会担当

の例会です。私が市町連の会長をし

ている関係から現在の町内会の状況

や参加意識等々をお話しさせていた

だきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

次年度幹事 酒井 宏 
 

 地区ガバナーによる当クラブへの

公式訪問が８月１８日と決定いたし

ました。地区ガバナーは、小樽ＲＣ

の熊澤隆樹氏で、第7グループガバ

ナー補佐は由仁ＲＣの大坂直人氏で

す。 

 当クラブへのガバナー公式訪問

は、例年より早い日程となっていま

す。それに伴い関係報告資料の提出

が早目に準備する必要となりますので、関係委員会は

もとより、会員皆さんのご協力をお願いいたします。 

 

１．「会員名簿」の作製 

 「会員名簿」は、出席・資料管理委員会担当ではあ

りますが、例年、年度に入ってから作製作業に入りま

すが、年度前の作業開始となります。会員皆様には掲

載内容についてのアンケートなどを行います。「会員

名簿」の体裁・掲載内容等についてご意見を含めてご

協力をお願いします。 

 

２．「クラブ計画と報告書」の作製 

 「クラブ計画と報告書」は、前年度の活動報告と当

年度の活動計画をまとめたクラブの活動方針が示され

た重要なものです。各委員会が数回の会議を行って活

動実績をはじめ、活動方針と要領を具体的に記された

ものです。会員皆さんはもとより各委員会による迅

速・的確な報告をお願いいたします。 

 なお、「クラブ計画と報告書」は2006年度から経費

削減に伴い印刷をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区ガバナー公式訪問日程の決定 

委員会報告 

出席・資料管理委員会 



3 

 

ロータリー情報・定款・細則委員会 上井 昭一 
 

 先ず、この度の東北地方太平洋

沖地震が平成２３年３月１１日午

後２時４６分頃、東北地方を中心

に太平洋沿岸地域においてマグニ

チュード９．０という史上最大の

地震が発生し、現在も救助活動や

捜索活動は続けらておりますが未

だ多くの犠牲者が日々増え続けて

います。被災された方々も財産な

ど多くを失い、この深い悲しみや

辛い苦しみには計り知れないものがある事と、改めて

犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。 

 本日のロータリー情報タイトルは親睦活動となって

おります。本日は夜間例会となっていますので皆様と

共に一献交わしながら親睦を深め、楽しく過ごせたら

良いかなーと思っております。一般論として親睦の原

点は先ず出席からではないかと考えております。ロー

タリーの理念については別紙に原稿を提出いたしま

す。次週の会報に目を通して頂ければ幸いに思いま

す。 

 親睦活動に関して、「友」より言いたい聞きたい

ロータリーの理念を学びたく紹介してみたいと思いま

す。ロータリーに「入りて学び」とは例会に出席して

親睦、そして友情と思いやりに支えられたクラブ奉仕

を学ぶ事です。ロータリーは色々な奉仕活動の機会を

与えてくれるところですが決して奉仕そのものを目的

とする団体ではなく奉仕の実践から学んだ事を会員の

職業を通じて地域社会に奉仕するという原理がありま

す。全ての実践は職業奉仕に帰する訳で職業奉仕こそ

ロータリーの金看板と教えられています。超我の奉仕

というロータリーの第一標語は平たく言えば「奉仕第

一、自己第二」と理解されます。これを身に付ける為

に各業種から選ばれた会員が例会に出席し奉仕の心を

学び自己を研鑚して職業に役立て実践する事がロータ

リーの「からくり」で、この理解が最も大切な事と思

います。 

 「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」と

いうロータリーの第二標語があります。しかし奉仕活

動に王道はありません。相手によっては同じサービス

でも喜ばれたり不快にさせたりする事があるからで

す。色々な奉仕活動に参加して失敗を重ね多くの事を

学ぶことが大切で失敗を恐れる必要はありません。奉

仕活動を通じて自分の引き出しを増やし、より良い活

動を目指すしかないのです。一方、奉仕活動が上手く

いったときには活動に参加した者だけが味わえる達成

感があるものです。これこそ奉仕活動の醍醐味ともい

えます。以上、情報といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

《Aクラス》                 

優勝  羽山 昇蔵 ７８（４０・３８）Net７２．０ 

準優勝 福田 武男 

３位  瀧澤 順久 

《Bクラス》 

優勝  佐藤 彰二 

準優勝 平間 和弘 

３位  長澤 邦雄 

ロータリー情報 木曜会ゴルフコンペの結果 

本日のニコニコ集計 １０名 １２，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回 ８３．９％ （４月２１日＝ ４７／５６、実数） 

前々回 ７４．５％ （４月 ７日＝   ４１／５５、 

               うちメーキャップ ０名 ） 

武石 忠俊 会員 

 民報の１面に私の顔が出ました。 

 

佐藤 秀雄 会員 

 妻の誕生日にお花を有難うございます。 

 

小原 徹夫 会員 

 今年、会長に就任します。 

 

本宮 輝久 会員 

 皆さんお久し振りです。 

 

高橋 都 会員  

 マイド！マイド！のお久し振りです。 

 

加藤 輝明 会員 

 久し振りの出席です。 

 

大澤 雅松 会員 

 千歳民報社で受け付けている震災義援金の累計が１

０１件、１，０５１万１０９円と共に大台に達しまし

た。日赤を通じて被災地へお届けしています。 

 

曙 恒平 会員 

 久し振りの例会出席です。今年初の７０台のラウン

ドでした。 

 

村田 研一 会員 

 夜間例会に出席できて嬉しい！ 

 

 

５月にお誕生日を迎える奥様・お母様 

７日  中村 堅次会員の奥様   紀子様 

１０日  羽山 昇蔵会員の奥様   喜美代様 

１４日  岩崎 暉久会員の奥様   康子様 

１４日  今野 良紀会員の奥様 朝美様 

２７日  木村 照男会員の奥様   邦子様 

おめでとうございます！ 


