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本日の例会 （５月１２日 第４６回） 早朝例会（桜の下草刈り）         担当：環境保全委員会 

～青葉公園多目的広場（千歳川沿い）～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年５月１２日 

第４０号 （通算２０５２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４４回（通算２１６３回）例会報告 
 

日時：２０１１年４月２８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：出席・資料管理委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一  

四つのテスト 

いう表現が良く使われましたが、今震災後のゴールデ

ンウイークは正に『安近短』の見通しです。 そうい

う状況下でも市場は尐しずつ回復傾向にあります。私

ども観光業そして皆様方も 『がんばろう！にっぽ

ん』で頑張って行こうではありませんか。 

 今日は出席委員会担当の卓話を頂くことになってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

ロータリー情報・定款細則委員長 木村 照男 
 

 今月は「ロータリーの雑誌月間」で

すので、私からロータリー情報として

お話をさせていただきます。 

 

○始まり 

 １９１１年１月２５日、ＲＩ初代事

務総長のチェスリー・ペリーによって

『ザ・ナショナル・ロータリアン』

（翌年『ザ・ロータリアン』と改称）が創刉され、こ

の発刉記念して、当初、１月２５日を含む1週間を「雑

誌週間」としたのが始まりと言われています。 

 

○「ロータリーの雑誌月間」とは 

 ＲＩの公式機関誌は「ザ・ロータリアン」ですが、

日本の「ロータリーの友」をはじめ、世界３１の地域

雑誌の購読と活用促進に役立つプログラムを实施する

月間を言います。ロータリーの雑誌『ロータリーの

友』などに対する会員の認識を深め、ロータリーの情

報の普及を図ることを目的としています。日本ロータ

リー発行する月刉誌「ロータリーの友」は、１９５３

年（昭和２８年）１月創刉され、１９８０年（昭和５

５年）７月号から国際ロータリーの公式のロータリー

地域雑誌に指定されています。 

 

◆「ロータリーの友」の購読料 １カ月 ２１０円

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 
 

 私どもの年度で４４回目の例会とな

りました。振り出しの頃を想い、もう

そんなに経つのかとの感慨がありま

す。今回は今月最後の例会となりま

す。お忙しい中をご出席賜り誠にあり

がとうございます。 

 明日２９日は、３月１１日の震災か

らズーッと途切れ途切れになって止

まっていた新幹線が東京から青森まで

全線開通するとのことです。私達観光業に携わる者に

とっては青森まで本州の大動脈が復活するとのことで

非常に期待しているところです。新聞でも報道されて

いるように今年のゴールデンウイークの人出は非常に

厳しい状況下にあります。昔の話の中に『安近短』と

職業奉仕委員長  

   村上 倫行 

会長挨拶 
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（年間２，５２０円） 

 会員の皆さんからは、年会費の中から支出していま

す。 

 

○雑誌購読は、会員の義務 

 会員には、「例会への出席」「会費の納入」に

「ロータリー雑誌の購読」の三大義務があります。手

続要覧の「定款第13条 ロータリー雑誌」では、各会員

は、会員身分を保持する限り、ＲＩの機関雑誌、また

はＲＩ理事会から、本クラブに対して日本では『ロー

タリーの友』など承認ならびに指定されている地域的

なロータリー雑誌を購読しなければならない、と定め

ています。「例会出席」と「会費納入」には会員身分

停止というペナルティーがありますが、雑誌の購読義

務にはありません。しかし、雑誌の購読を拒否する

と、ロータリークラブとして国際ロータリーの加盟資

格が一時停止処分を受けることがあると言われていま

す。 

 

○ロータリーの雑誌は「情報の宝庫」 

 皆さんは毎月配布される「ロータリーの友」はお読

みでしょうか。情報が氾濫している今、インターネッ

トの普及などにより「活字離れ」の度合いが高まって

いるようですが、「ロータリーの友」はロータリーに

関する情報が満載です。縦組みは日本の情報、横組み

は世界の情報となっており、「ロータリーの友」だけ

ではなく、ロータリーに関する雑誌等から「ロータ

リーの動き」や「ロータリーを運営する上でのヒン

ト」などを“知恵”“アイデア”として受け入れるこ

とができます。 

 ロータリーのみならず人生の指針、生活の糧として

有効な「ロータリーンの友」などの雑誌を「つん読」

や枕の代用にしないように大いに活用して下さい。 

 

○「ロータリーの友】掲載状況（千歳ＲＣ関連記事掲

載状況） 

 

 「ロータリーの友」には、千歳ロータリークラブの

活動や会員が投稿したものが掲載されています。 

 

１９８３年（昭和５８年） 

 １月号、土屋正造会員が投稿の川柳が掲載 

 ３月号、「青尐年健全育成のための懇談会」が掲載 

１９８４年（昭和５９年） 

 「ロータリー名言カレンダー」に浅利作造チャー

ターメンバーの標語「新しい発想  若さあふるる 

ロータリー」採用（４月３週）掲載 

１９８８年（昭和６３年）１２月 

 １９８８～８９年度「ロータリー名言カレンダー」

に浅利作造チャーターメンバーの作品「人はロータ

リーをつくった ロータリーはまた人をつくる」が採

用掲載 

１９８９年（平成元年）１２月 

 １９９０～９１年度「ロータリー名言カレンダー」

に浅利作造チャーターメンバーの作品「無限の可能性 

永遠のロータリー」が採用され掲載 

１９９０年（平成２年） 

 ３月号、「ロータリー会長が優良従業員を表彰」が

掲載 

１９９１年（平成３年） 

 ９月号、「チャーターメンバー千葉 正氏移転に伴

い退会、長年の功績に対して感謝状を」の記事と千葉

正ＰＣ，佐藤秀雄直前会長の写真が掲載 

１９９２年（平成４年） 

 ７月号、国際奉仕活動「单アフリカに消防車を送る

事業」が写真入りで掲載 

１９９３年（平成５年） 

 １１月号、「单アフリカ・グラハムストーン市消防

署に寄贈した消防車の活躍」掲載 

１９９４年（平成６年） 

 ３月号、千歳ＲＡＣ若松詩織さん（若松克人会員の

お嬢さん）の記事掲載 

１９９５年（平成７年） 

 ３月号、「健康ひとくちメモ」に後藤護会員の「私

の主治医は私です～私は糖尿病です。健康管理はすべ

て自分次第」が掲載 

 ４月号、移動例会「泊発電所視察」の内容とスナッ

プ写真が掲載 

１９９６年（平成８年） 

 １月号、「第１回小学生写生大会」（千歳サケのふ

るさと館）開催模様が掲載 

１９９７年（平成９年） 

 ４月号、平成８年度永年勤続及び優良従業員ロータ

リー会長表彰記事掲載 

 １１月号、千歳ＲＣ例会場移転に伴い「新例会場お

披露目例会」の記事掲載 

１９９８年（平成１０年） 

 ９月号、藤谷信弘直前会長が伊藤長英ガバナーから

の感謝状授与を投稿 

１９９９年（平成１１年） 

 ２月号、ロータリーの友編集部が環境保全：分収造

林づくり活動「ロータリーの森林（もり）」事業を高

く評価、記事掲載（分収造林「ロータリーの森林」２

００８年６月１９日早朝例会） 

２００３年（平成１５年） 

 ７月号、溝田幸和会員（キリンビール㈱千歳工場

長）の随筆「人と出会う、社会と出会う」が掲載 

２００８年（平成２０年） 

 １１月号 北海道一若い町に「千歳プロバスクラ

ブ」誕生～札幌・旭川について道内3番目、全国では

100番目～（「ロータリーアットワーク」掲載） 

２００９年（平成２１年） 

 ７月号 クラブ三役年齢合計 なんと２２８歳

（「友愛の広場」掲載） 

パストガバナー 佐藤 秀雄 会員 
 

 ４月２５日（月）東京にてゾーンの会に出席して来

ました。日本では第１・第２・第３ゾーンの３ゾーン

制になっています。そして各ゾーン内で各種分野ごと

にコーディネーターが指名されています。コーディ

ネーターには『ロータリー財団』『財団学友』『財団

地域』『ポリオ』の４種があり私は第１ゾーンの財団

学友コーディネーターを担当しております。今回は

地区情報 
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様々な話し合いが持たれた中で震災

の話題がやはり多いものでした。中

でも義援金の話では今回日本のロー

タリアンが拠出した金額は４月１８

日現在７億８千万円に上るとのこ

と。まだまだ集約中の地域もあり

益々増加する事は確实でありさすが

ロータリアンの結集力と感銘を受け

ております。今現在は内１億円を各

災害地へ拠出しておりますが残額と今後の増加分につ

いては未だ話合い中で結論は出ておりません。しかし

同２５日夜に行われたガバナー会では「運用益を足長

おじさんの様な奨学金として長期に亘って支援する」

案が有力候補として挙げられています。近々、地区の

方から各クラブへ結果報告があると思われます。 

 エブリイヤー（毎年）１００ドル寄付と同時に大口

寄付１万ドル（１ドル８２円として８２万円）以上＝

メジャードナーを地区から３～４名を集めて欲しいと

の依頼がありました。まずはパストガバナー、ガバ

ナーエレクトへお願いをしてありますが、いかに財団

の寄付を仰ぐかが課題となっております。また機会が

ありましたら内容を詳しく御報告したいと思っており

ます。 

幹事 佐藤 晴一 
 

来月の予定 

 ５月５日（木）  ゴールデンウィーク休会 

 ５月１２日（木） 早朝例会 （桜下草刈り）  

          木曜会ゴルフコンペ  炉辺談話 

 ５月１９,２６日（木） 通常例会 

 ６月２日（木） 早朝例会 分収造林 

 

 この他に５月１４日（土） 長沼国

際交流フェスティバルがあり佐々木会

長、佐藤幹事、大澤国際奉仕委員長の

３名が参加予定です。また、先週ご協

力頂いた震災義援金５万円は事務局か

ら市の方へ振り込みます。今後とも義

援金のご協力をお願いすることがあり

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

 委員長 平間 和弘 

 

 先ほどの幹事報告にありましたよう

に５月１２日（木）にスポーツセン

ター横・桜の木の下草刈りを实施いた

しますので皆様の御協力を宜しくお願

いいたします。その際、ロータリーの

帽子・軍手・長靴・草刈り鎌・鋸等の

御用意もお願いいたします。引き続き

まだ先の話ですが６月２日（木）には

分収造林作業もありますので重ねて宜しくお願いいた

します。作業内容につきましては丹治組合長と相談の

上、实施内容を改めてお知らせいたします。 

出席・資料管理委員会 沼田 常好 委員長 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 この一年間の出席率を振り返ってみるとほぼ７０％

台の傾向が強くなってきています。その中で一番出席

率が高いものは木曜会ゴルフです。出席率を上げてい

くにはゴルフはもとより参加するという意思を枷に

ロータリーそのものに参加するということが必要だと

思います。町連活動の中で『サロン活動』というのが

あります。これは各地域でお爺ちゃん、お婆ちゃん、

子供たち、それから子育てをするお母さん、お父さん

達がそろって集まる場を作っていこうと活動です。い

ろんな形でそこに集って色々な話をしながら情報交換

をして方向性を見出していく。とにかく集まって話し

合いの場を創って前進して行こうという目論見です。

これとロータリーと同一には図れませんが相通じるも

のがあると思われます。 

 続いて私自身が市町連の会長を務めておりますので

町内会、町内会連合会の現状にも触れていきます。１

６年前の４４歳から町内会長に就任、实質３１歳から

町内会活動に参画しております。それは地域でお世話

になり子供達を育てる、地域活動を通じていろんな

方々と知り合いになれるということから町内会活動に

従事してきました。そのことを通じて色々な方々との

繋がりが持てて現在の私が在るのだと思っておりま

す。 

 市町連の参加町内会は１４２あります。中には千世

帯を超える町内会から２０から３０世帯という町内会

まで含めての数字です。昨今は町内会に参加しない加

入しない住人が増えているのが現实です。私の町内会

でも５年前は３００世帯だったものが尐子高齢化の影

響もあり２８０世帯まで減尐しています。そういった

中で町内会の事業として行政や社会福祉協議会から地

域福祉関係（高齢者・子供等々）の「調査」「報告」

があり、地域としてどのように支え係わっていくかが

課題となっています。町内会に与えられている役割は

重要なものとなってきています。 

 次に昨年市町連の会長に就任してから取り組んでい

る改革・改善中の話題をお話ししておきます。まずは

加入世帯数の实数把握です。千歳市全世帯数４４，２

１０でそのうち市町連が確認をしているのは２９，３

幹事報告 

委員会報告 

会員卓話  

「出席率向上と千歳市町内会活動について」 

環境保全委員会 



4 

 

本日のニコニコ集計 ４名 ４，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回 ７１．４％ （４月２８日＝ ４０／５６、实数）                                 

前々回 ９０．９％ （４月１４日＝  ５０／５５、 

               うちメーキャップ ０名 ） 

１４世帯で約６７.７％の加入率。もう一つの世帯数に

各町内会から上がってくる３２，３７５世帯（差３，

０６１世帯）という数字があり市の補助金＝地域組織

活動費の基準となっており市から約一千万円が市町連

に入ってきます。それを各町内会へ一世帯当たり２９

０円で配分(9,388,750円）していますので实数との差

額887,690円（3,061世帯分）が余計に支出されている

ことになります。そこで市町連から各町内会には实数

で報告するように改善依頼中です。 

 市町連の運営は各世帯から６０円ずつ頂く活動費と

行政から頂く運営費３３万円および日赤の社資を発行

する事により昨年度で７０万円、今年度は６０万円が

活動費として入ります。しかし日赤の分は各町内会へ

一世帯当たり２４円を配分しているので残るものでは

なく市町連の運営は尐額の予算で動いているのが現状

です。現在の市町連は１４２町内会なのに理事がなん

と６１名もいます。連絡系統、意思伝達も円滑にいか

ない状況なので理事を３１名に減員する案や役員選出

方法も含めて種々の改革案を来月の総会に向け調整準

備中です。 

 今年度から始めたい事業として先述した日赤のお金

（各年６０万～７０万円）を使って各ブロックごとに

防災組織を作りたい。現在その防災組織が出来ている

のは卖位町内会で５７、コミセン卖位で５の合計６２

に留まっています。市長の公約にも防災組織を作りた

いとありましたので「市」「市町連」「町内会」の３

者協力の下できないかこの１年間検討していく予定で

す。 

 ２つ目は町内会の加入率問題でマンション関係がほ

とんど入っていないのが現状なので市と協力のうえ管

理不動産会社、オーナー向けに「電灯、ゴミステー

ション等の受益者負担」を求めて町内会費納入を依頼

していくものす。 

 ３つ目は行政と社協との協力連携体制を築いていき

たい。冒頭で述べた「サロン活動」に通じるものがあ

りますが行政として千歳市災害時要援護者避難支援プ

ロ＝高齢者・一人で避難できない人の情報を地域・行

政が共有して救出活動をしていこうというモデル事業

を始めます。 

 ４つ目は社会福祉協議会と町内会との連携活動＝救

時救急カードの導入です。中に情報（本人、薬、病

状、病院、アレルギー、緊急連絡先等々）が入ってい

て壁や冷蔵庫にでも下げておくと救急車が来た時とか

に非常に有効です。 

 最後に義援金の話として赤十字・千歳地区協賛会

（地区長：山口市長 委員長：市町連沼田会長）に集

まった浄財は４月２７日現在３０４件２６，６２９，

５１９円にも上ります。それと市町連で初めて各町内

会にお願いした義援金も２８日で約７００万円とのこ

とで大変多額な金額が集まっております。今後、この

義援金で被災地の方々が一日でも早く元の生活に戻れ

るよう祈っております。 

 これで終わりますが、このロータリーの中で町内会

長を務めているのは私を含めて確か４名のはずです。

ロータリーの出席率向上に直接結びつかないかもしれ

ませんが常に参加意識を持って望んでいくのが自身の

為でありロータリーの為でもあると思われます。お互

い頑張っていきましょう。有難う御座いました。 

佐々木 昭 会員 

 昨日で地方選挙事務を終える事が出来ました。今回

は今後破られる事のない投票率を残しました。次回は

是非投票に出向かれます様お願いします。 

 

沼田 常好 会員 

 孫が小学校に入学しました。 

 

村田 研一 会員 

 ビートル１０１で結婚式を挙げ４月２６日で３４周

年を迎えました。 

 

加藤 正浩 会員 

 前回は入会式をして頂きありがとうございました。 

 

 寒い日が続いている中、桜のつぼみはうっすらとピ

ンクの色を付けて膨らみを増してきており、そのよう

な季節の移ろいの中で4月25日（月）、西洋軒において

今村年度第3回理事会を開催しました。 

 出席者は、今村会長エレクトをはじめ、佐々木

（金）会長など9名が出席のもとで行われた。冒頭、今

村会長エレクトから「会長エレクト研修会や地区協議

会において『今年は変革の年』との檄があり、千歳ク

ラブとしても変革可能なところから实践して行きた

い」と理事各位への協力要請があった。 

 続いて、酒井次年度幹事よりＣＬＰ導入に伴い「定

款・細則の改定と組織の変更」や「年間プログラム

（案）」「例会のあり方」「年間予算と収入实態」

「委員会開催と助成金」等について説明があった。 

 理事各位からは、プログラム（案）の实践内容や委

員会活動の難しさ、収入に見合った活動の検討、収支

バランスなどについての意見が多く出されるなど、熱

の入った時間であった。 

 次回、第4回理事会は5月19日通常例会後、ＡＮＡホ

テル例会場において開催予定。 

（記録：次年度幹事 酒井宏） 

次年度第三回理事会の開催 


