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本日の例会 （５月２６日 第４８回） 通常例会                  担当：健康委員会 

～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５月２６日 

第４２号 （通算２０５４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  

～ ５月は健康増進月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第４７回（通算２１６６回）例会報告 
 

日時：２０１１年５月１９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：通常例会 

担当：次年度三役 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

四つのテスト 

 

 例会の開催前に坂井セントラルＲＣ会長からご挨拶

のあと本日はロータリアンとしてではなく「いけまぜ

夏フェス千歳実行委員長のとも」として訪問している

ことと「いけまぜ」をまず知ってほしい旨のご案内が

ありました。その後、増森実行委員長から「いけま

ぜ」の説明をいただきました。以下、概略を掲載しま

す。 

 

《いけまぜ夏フェス2011ｉｎ千歳のご案内とお願い》 

①開催日程 7月30日（土）、31日（日） 千歳市総合

武道館 末広小学校 富丘中学校 ほか障害者250名 

家族付添含めて1300～1500名規模 

②道内一円から集まってくるが市内で200～300人のボ

ランティアが必要だがまだ尐ないので会社従業員、家

族、知人へ 声掛けをしてボランティア参加に協力し

て頂きたい 

③大イベントのため資金が多額に掛かるもので協賛を

お願いしたい 

 

《いけまぜとは》 

 障害があるものもないものも、ともに混ざって生き

てゆける社会を作りたい！という気持ち。「行け！ご

ちゃまぜ」の造語。「夏フェス」は毎年夏に地域の学

校、公共施設を借りて障害児とその家族を中心とした

一泊二日のキャンプをします。97年から開催されてお

り近年では09年浦河、昨年10年は滝川で実施されてお

り13回目となります。 

 障碍者が尐しでも暮らし易くなる社会を目指すとと

もに、千歳を訪れていただける良い機会にもなります

ので皆様方のご理解とご協力、ご参加をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

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

千歳セントラルロータリークラブ会長 

坂井 治様（左） 

いけまぜ夏フェス2011ｉｎ千歳 実行委員長 

増森 芳美様（右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会  

   祓川 勝文 

お客様紹介 
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会長 佐々木 金治郎 
 

 皆様こんにちは。そして千歳セントラ

ルロータリークラブからお越しの坂井会

長ようこそいらっしゃいました。どうぞ

ごゆっくりしていってください。 

 今月の全日空ホテルで開催する通常例

会は今回が初めてです。ここのところ早

朝例会が多かったこともあり月初例会の

“君が代”斉唱が今年に入ってから１回程しか無かっ

たなと佐藤幹事と話しておったところです。来月６月

初めも早朝例会のため“君が代”斉唱は、またしても

お預けということになってしまいます。いずれにしま

しても皆様いつも御協力ありがとうございます。 

 先月5月15日に長沼ロータリークラブ主催の長沼国際

交流フェスティバルに私と大澤国際委員長と２人で参

加させて頂きました。非常に和やかな交流を深めるた

めには素晴らしいフェスティバルでした。参加11ヵ国

のブースからなり各国の得意な分野が披露され英語、

韓国語、中国語以外の言葉で様々な触れ合いを経験し

てまいりました。本日お越しの坂井会長も御一緒に参

加されておりました。 

 さて私達の年度はもう尐しで終わりとなりますが会

員の皆様、もう尐しの間ご協力とご支援を宜しくお願

い致します。 

幹事 佐藤 晴一 
 

今後の予定 

５月２６日（木）  

 通常例会 健康委員会 長澤委員長  

６月２日（木）  

 早朝例会 分収造林 

 終了後 パークゴルフを計画  

 9：30集合 10：00スタート 

  パークゴルフの後、昼食をとり親睦を

深めたいと思いますので多数のご参加をお待ちしてお

ります。  

ロータリー情報・定款細則委員会 末廣 孝 
  

 私はロータリーに入って２０数年経ち

ますがロータリーの心髄とし、色々な会

合へ参加することが我々の役目と思って

おります。そういった意味合いからロー

タリーへの思いということで尐しお話さ

せてください。 先週12日に炉辺談話が

14名参加して行われました。その中で佐

藤パストガバナーがロータリーは国際奉仕の為に色々

なことを行っている旨を説明。その一環として東日本

大震災に7億8千万円を拠出していることは皆様ご存じ

とは思いますが色々な面で貢献している。また五十嵐

さん、福田さん等々のパスト会長さん達のお話からは

ロータリーを知る為には色々なところに出席をしない

と聞けない分からない知り得ないのだなということを

実感いたしました。そして年会費を払えばロータリア

ンというのではなく、色々な会合に出席し更にお金を

払ってでも色々な情報を吸収することがロータリーア

ンであり、会費を払った意味合いが出てくると思いま

す。  

 情報委員会としては会員の皆様にどのような形で

ロータリーを好きなになって貰おうか模索中です。今

年は飲み食いをするだけの夜間例会だけではなくフ

リートーキングも織り交ぜた会合も持ちたいと思いま

す。仕事のこと、家族のこと等々いろんなことを話題

にしながら情報交換をしていく場も提供したいと考え

ております。いずれにしても今後とも良い例会づくり

をしていきますので皆様方のご協力をお願い致しま

す。 

 

 平間 和弘 委員長 

 

 先週5月12日の早朝例会『桜の下草刈

り』には早朝にも拘わらず多数のご参加を

いただき無事終了いたしました。ご協力あ

りがとうございました。ちなみにこの桜は

当クラブ創立25周年を記念して植樹された

ものです。 

 続いて6月2日には分収造林の定例作業がありますの

で引き続きご協力を宜しくお願い致します。ただしこ

の場所は王子製紙発電所のカギをお借りして行動しま

すので集合時間は厳守でお願い致します。 

 

 榊原 潤 副委員長 

 

 先日5月16日（月）に《千歳市春の交通

安全運動・セーフティーコール》に参加い

たしました。日中にも拘らず団体の中でも

多い16名の参加を得られ交通安全運動に貢

献いたしました。交通安全運動には今後と

も公私共に協力していかなければならぬも

のでご協力よろしくお願いいたします。 

会長エレクト 今村靜男 
 

 本年3月12日、小樽市・グランドパー

クホテルにおいて開催されました「会長

エレクト研修セミナ」（PETS）に一泊2

日の予定で出席し、いよいよ「今村年

度」のスタートという実感が湧いてき

て、その重責を考えると身の震えを覚え

たものです。 

 3月11日に未曽有の東日本大震災が発生した翌日に

委員会報告 

ロータリー情報 

環境保全委員会 

幹事報告 

会長挨拶 

社会奉仕委員会 

次年度三役 活動方針 
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PETSが開催されましたが、あの甚大な被害状況を知る

ことができましたのがセミナ－終了後でした。想像を

絶するような大惨事にわが目を疑ったものでした。 

 １カ月後の4月10日に開催された2510地区協議会に

は、地区プロジェクトとして「東日本大震災救援奉仕

プロジェクト委員会」が立ち上げ、長期にわたる支援

活動のできる体制ができ上がり、第2510地区の素晴ら

しさに気付かされたものでした。この会議には、当ク

ラブからは佐藤秀雄パストガバナーをはじめ、私と副

会長、幹事に新世代を含む五大奉仕の委員長が出席し

て、それぞれの分科会において次年度活動目標を確認

して来ました。 

 次年度RI（国際ロータリー）会長カルヤン・バネル

ジ－氏（インド）は、「心の中を見つめよう、博愛を

ひろげるために」という会長テーマを掲げ、強調事頄

としては、「家族・継続・変化」であります。 

 そして地区ガバナーエレクト熊澤隆樹氏（小樽RC）

は、次の三頄目を地区目標とし、RI第2510地区のリー

ダーとして一年間務めるとのことです。 

1. ロータリーの活動を担う新しい会員を増やす

こと。 

2. クラブは、全会員参加型の新しい奉仕活動を

年度内に一つ行うこと。 

3. まわりの人にロータリーを巧みに語り、伝え

ること。 

次年度における基本方針及びテーマは、これらを踏ま

えて掲げ、実践して参ります。 

 

○2011～2012年度今村年度基本方針とテーマ 

 千歳ロータリークラブは1968年4月に創立され、今年

で44年目に入り、その間、468名の会員によって歴史と

伝統に培われて今に至っています。 

 その間、ロータリー綱領を愚直に守り、「ロータ

リーの森林(もり)）」をはじめ緑化活動を通じて地域

における環境保全と潤い場の確保と優良及び永年従業

員表彰、小学生写生大会などの地域に密着した奉仕活

動、ローターアクトの設立と支援、海外青尐年交換事

業等を展開してきました。 

 経済的な問題やクラブ運営に伴う諸事情による会員

減尐傾向に歯止めが掛からない環境下にあることから

喫緊の課題として、魅力あるクラブの実現と会員増強

に重点をおき、合わせてRIテーマを尊重しつつ、佐々

木年度が導入したRIが推奨する「ＣＬＰ（クラブ・

リーダーシップ・プラン）」をより具体的に展開する

こととします。 

 当クラブが多くの先輩が額に汗をして真摯に取り組

んできた人道的ボランティア活動や地域に密着した活

動を継続するとともに、次の1年はロータリーを外に知

らせ、積極的な委員会活動によるクラブ活性化を図

り、ロータリー活動を通じて学び・遊び、地域と共生

する活動に取り組んでいくこととしている。 

 

○テーマ「人・地域に思いやる心」 

 43年の歴史と伝統のある当クラブも時代の流れとと

もに大きな渦中に引き入れられる感があり、今後の活

動を「何をなすべきか」という声がささやかれていま

す。 

 その理由の一つに「人と人とのつながりが希薄に

なった」といわれ、クラブの脆弱化につながっている

と思っています。このことからクラブの活性化と円滑

な運営を図るために会員同士はもとより、地域社会へ

の「思いやる」ことが必要性であり、大切さを感じて

います。 

そこで2011～2012年度の会長テーマを『人・地域を思

いやる心』としました。 

 「人を思いやる」という言葉をよく聞き、使う言葉

であるが、それぞれにその表現に違いはあるが家族は

じめ、クラブ会員、会社、社員、友人等の他、地域社

会を含めてお互いに「思いやる心」を持つならば人間

関係は当然ながら地域社会と関係においての潤滑油に

なるものと思っています。 

 近年、経済の悪化や社会環境の変化により、私を含

めて他人を思いやる心が欠如しているのでないかと思

い、次年度は人をはじめ地域社会に対しても「思いや

る心」を思い出させるような運営をしたいと考えてい

ます。  

 

○喫緊の課題～「会員増強への具体的活動」 

 減尐傾向に歯止めがかからない現状を踏まえて、会

員の退会防止はもとより若年層を対象とした「新会員

確保」のための具体的な活動が必要であります。会員

皆さんの一層のご支援をお願いします。 

 

次年度副会長 藤本 敏廣 
 

 次年度の今村会長が提唱しました基本

方針とテーマを実効あるクラブ活動を行

うために真剣に取り組んで参ります。 

 会員皆様のご支援とご協力がなければ

なし得ないものです。多くの困難がある

ことと思いますがよろしくお願いいたし

ます。 

 

次年度幹事 酒井 宏 
 

○クラブ運営の効率化を図るために 

今村会長の基本方針とテーマを実現を図

るために効率的なクラブ運営を行う手法

について申し上げ、会員皆さんのご支援

とご協力を頂くよう、お願いいたしま

す。 

最初に、今村会長のテーマは『人・地域

を思いやる心』ですが、佐々木年度「心

ひとつ」、次年度RI会長テーマにも「心」が使われて

います。 

 4月15日発行の週刉ポストに作家で尼僧の瀬戸内寂聴

が「忘己利他（ぼうこりた）」として誌上説法が掲載

され、「目に見えない心」について“人生にとってい

ちばん大事なのは、目に見えないものですよ。心は目

に見えないし、神も仏も目に見えません。だけど、そ

の目に見えないものが、人生を本当に左右させている

んです”と説いています。次年度のテーマも目に見え

ない心で目に見える「思いやる心」を実現したいもの

です。 

 

１．会員主体の例会を基本とする。 
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２．「動く委員会」を目指した活動 

３．若い会員のエネルギーと経験豊富な会員との融合 

４．委員会活動の継続性を 

５．クラブ細則の改正を 

６．例会の回数の検討を 

７．「長期目標」の設定と具体的活動 

 

■「会員満足度アンケート」の実施 

 当クラブ会員のクラブ運営全般にわたっての意識に

ついてのアンケートを実施させて頂きます。例会中、

記載して頂くようお願いします。 

 例会終了時、「会員満足度アンケート」用紙26部提

出を頂きました。ご協力に心より感謝します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月１９日、例会終了後、ＡＮＡクラウンプラザホ

テル千歳の例会場において開催しました。審議事頄及

び報告事頄の内容については、以下の通りです。 

 

1 2011～12年度組織図について 

1. CLPによる推奨委員会構成として理事会の下に

5つの常任委員会を置き、その下に各委員会を

配置することとした。 

2. 各委員会の委員数を尐数精鋭化し、一会員が

複数委員会への所属を尐なくした、ことにつ

いて了承された。 

2 2011～12年度プログラムについて  

1. 月間と担当委員会とが合致していないことの

修正。 

2. 企業訪問計画については他行事との調整につ

いて指摘、改善要請があった。 

3. 例会数については48回とした。 

3 会費の徴収方法について 

 会員への配布様式としては了承。一部、誤記に

ついて修正要請があった。 

4 年間予算について 

 例会経費配分基本人数について再考する必要が

あるとの意見があり、基本人数を50名とする。 

5 神戸南RCの来千情報について 

 友好クラブである神戸南RCが①9月最後の週

（9/29）、②10月最初の週（10/6）に来千の情報

があった。（神戸南RC 次年度幹事 平岡正嗣氏

（神戸ポートピアホテル営業本部業務管理室

長）） 

6 今後のスケジュール 

 5月30日 山口千歳市長名誉会長就任要請 

              （次年度三役） 

 6月 2日  新旧クラブ協議会 

 6月 5日  ５クラブ合同親睦ゴルフ大会及び親睦会 

         （ちとせインターGC・ANACP千歳） 

 6月10日 第7グループ会長・幹事会 

         （長沼町・長勝寺） 

 6月16日 今村年度第2回パスト会長会議  

 6月22日 第5回理事会・第2回クラブ協議会  

 6月25日 ローターアクト地区大会 

       （ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳） 

以 上 

本日のニコニコ集計 ７名 ７，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：９６．４％（ ５月１９日＝５４／５６、実数） 

確 定：７１．４％（ ４月２８日＝４０／５６、 

                うちメーキャップ ０名） 

千歳セントラルロータリークラブ会長 坂井 治様 

 PRタイムのお礼 

 

岩崎 暉久 会員 

 妻の誕生日にお花を頂きました 

 

中村 堅次 会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました 

 

川端 清 会員 

 桜並木の下草刈りで私の活動が会報に大きく掲載さ

れました 

 

浅利 美恵子 会員 

 5月12日早朝例会は寝坊で欠席。5月16日春の交通安

全「セーフティーコール」は17時頃に気が付き欠席致

しました。次回は寝坊、忘れることなく出席いたしま

す。 

 

五十嵐 桂一 会員 

 5月14日、千歳市町連協総会において山口市長より感

謝状を頂きました 

 

祓川 勝文 会員 

 先日5月11日、妻のみさえにお花を頂きありがとうご

ざいました。一歳年を取ったハズがお花のおかげで若

く見えました。 

６月にお誕生日を迎える奥様・お母様 

２日  沼田 常好会員の奥様   道子様 

６日  佐藤 晴一会員の奥様   ひとみ様 

１１日  日向 祥一会員の奥様   典子様 

３０日  本宮 輝久会員の奥様 美佐子様 

おめでとうございます！ 

次年度第４回理事会を開催 


