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本日の例会 （６月２日 第４９回） 早朝例会（分収造林の作業）         担当：環境保全委員会 

～千歳ロータリーの森林～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年６月２日 

第４３号 （通算２０５５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  

～ ６月はロータリー親睦活動月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第４８回（通算２１６７回）例会報告 
 

日時：２０１１年５月２６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：健康委員会 

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 
 

 皆様こんにちは。今日は清々しい

天気で素晴らしい五月晴れの一日と

なりました。５月の例会もこれで最

後となり、私達の年度も残りわずか

１カ月となりました。次回６月２日

は早朝例会です。その後に木曜会の

パークゴルフを企画しておりますの

で大いに楽しんで親睦を深めていた

だきたい。 

 １年間というのは本当に短いもので私達の年度はあ

と１カ月ちょっとの期間しか残っておりません。今村

丸が出航するまでの時間が１カ月程ありますが、胸中

は昨年の私と同じような状況下にあるのでしょうか。

いずれにしましても残すところあと１カ月少しとなり

ましたが、これからもよろしくお願いいたします。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 まず初めに、前回例会のお客さま

「坂井セントラルＲＣ会長」から『い

けまぜ夏フェスｉｎ千歳』への協賛依

頼が改めて当クラブへ来ております。

もしこの催しに賛同し協賛される方は

事務局へお申し込み下さい。 

 続いて今後の予定です。 

 

６月２日 （木）早朝例会 分収造林 集合時間７：00     

終了後 木曜会のパークゴルフ 昼食をとり親睦を深

めましょう 

６月５日 （日）当クラブ主催の５クラブ合同親睦ゴル

フ大会  ５クラブで36～40名の参加予定。 

６月９日 （木）新世代担当アクト西村会員から海外研

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

千歳市総合保健センター長 堀本 和志 先生 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会  

   田中 敬二 

お客様紹介 

会長挨拶 

幹事報告 



2 

 

修報告と今年度の年次報告を兼ねた例会を予定。                 

 最後に齊藤博徳さんの入会が理事会で承認されまし

たので、本日皆様のところへ会員選挙をお回しします

のでよろしくお願い致します。       

福田 武男 パスト会長 
 

“ロータリーを一言で！” 

 過日、炉辺談話が開催され、上

記のテーマで議論百出し大いに盛

り上がったばかりでありますの

で、“鉄は熱いうちに打て”とも

言いますので、本日のロータリー

情 報 は、再 度“ロ ー タ リ ー と

は？”というテーマでお話させて

いただきます。 

 その時頂いた資料によります

と、元RI会長やRI理事、財団管理委員などの方々が

ロータリーについて様々な表現をされておりますが、

これらはほとんどロータリーでなくても当てはまるこ

とではないでしょうか。だから新入会員にしてみれ

ば、いくら理解しようと思って読み返してもすっきり

しないわけです。 

 ロータリーを理解するのは、それがなければロータ

リーとは言わないでしょうという点を理解することで

しょう。それは何でしょうか？それは「ロータリーは

親睦を深めながら人を教育する場である」ということ

です。 

①まず第一に、会員同士が互いによく知り合い親睦を

深めること。 

②会員の各々は、年齢・会社の規模・社会的な地位な

どには関係なく、おのおのの業界で成功を収めている

リーダーでありますから、例会での互いの卓話を通じ

て、会員同士が時には“師”になり時には“生徒”と

なって、互いに切磋琢磨し自己を高めていくことがで

きます。 

③従って、ロータリーの日本の創始者‐米山梅吉翁は

「例会は人生の道場である」と言ったわけです。そし

て例会場での親交の中で諸先輩から良く学び自分を高

め、例会場を出たら自分の地域に戻り、自分の職業を

通じて世の中に奉仕しなさい、即ち「入りて学び、出

でて奉仕せよ」となるわけです。 

④そしてその思いを“昇華”させ発展させて、自分を

取り巻く様々な分野にその“奉仕の理想”（The Ideal 

of Service）を適応させなさいと言っているわけで

す。 

⑤ロータリーは“慈善団体”でもありません、“ボラ

ンティア団体”でもありません、ましてや“寄付団

体”などでは決してありません。もっと言えば“社会

奉仕団体”でもありません。ロータリーは“人を教育

する団体”です。だから自分の為になるのです。 

⑥以上の考え方を「職業奉仕」と呼んでおります。こ

の考え方が“ロータリーという大木の幹”であり、そ

の大木を支えている土壌が“ロータリーの親睦”であ

ります。その他ロータリー活動には「社会奉仕活動」

や「寄付活動」など様々な活動がありますが、それら

は全て“ロータリーという大木”の枝葉に過ぎませ

ん。 

⑦即ち我々ロータリアンがなすべきことは、「職業奉

仕」をよく理解し日々実践することであります。自分

の会社のお客さんのことをよくよく考えて事業を行い

なさい、医療界であれば患者さんのことを常に考えて

診療に当たりなさいということであります。    

 平間 和弘 委員長 

 

 ６月２日の分収造林作業について集

合は7：00時間厳守でお願いいたしま

す。いつもお話していますがこの場所

は王子製紙発電所の鍵をお借りして行

動しておりますので時間は絶対厳守で

す。また、天候が悪いときは作業中止

となりますが、お弁当をお渡しします

ので集合だけはしてください。よろし

くお願いいたします。  

 

千歳市総合保健センター長 堀本 和志 先生 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当クラブ健康委員会「長澤邦雄委員長」から堀本先

生のご紹介がありました。堀本先生は千歳市民病院長

から千歳市総合保健センター長へ転出し、病気を治す

立場から現在は「健康な体を創る」「市民の健康維持

と増進」に尽力されている旨の説明がありました。 

 続いて堀本先生から千歳市民の健康状況と煙草の害

などについて各種データに基づいてお話がありまし

た。以下、一部ですがご紹介いたします。 

 まず千歳市の喫煙率は高く、タクシーの禁煙化もま

だという地域がら女性の肺がん死亡率は全国比1.4倍

（H15～19年平均値）にも達しています。千歳市の喫煙

率は男41％、女；13％で全国の男；37％、女12％を上

回っている（2010年）。また千歳市の医療費で掛かっ

ている順に「腎不全（人工透析）」「脳梗塞」「糖尿

病」「高血圧」が揚げられています。 

ロータリー情報 

委員会報告 

環境保全委員会 

外部講師卓話  

「千歳市民の健康状況について」 
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 また、千歳市で多い糖尿病患者は全国的に見ても年

間30万人ずつ増加中でH22年には全国で890万人にも達

したとのこと。このデータは自動車の保有台数が増加

するのに比例して糖尿病患者も増加しており運動不足

による肥満度増加が背景にあるようです。そしてメタ

ボは「心筋梗塞」「脳梗塞」「糖尿病」の発症率を上

げる要因になっており体質改善が望まれます。運動を

してカロリー消費を助け、食事を組み合わせて減量し

ていき体質改善し健康体を創っていきましょう。 

  

 ５月２６日、「番屋」において佐々木年度第２３回理

事会を理事等９名が出席の上、開催しました。 

 冒頭、佐々木会長は、『この時期を迎え、一年の早

さを感じたことはありません。本日は最後の理事会を

開くことができましたのは、理事各位をはじめ、会員

皆さんのご支援の賜です。今は次年度の今村丸に無事

にバトンタッチをしたい。』と挨拶がありました。 

 審議事項は、①ローターアクト第３８回地区大会の

開催（6/25 千歳・ＡＮＡ）②５クラブ合同親睦ゴルフ

大会及び懇親会の開催（6/5 ちとせインターGC）③6月

のプログラム④会員の入退会について、でした。 

《審議結果》 

1. 「ローターアクト第38回地区大会」（6/25 ＡＮＡ

ホテル）は千歳で開催されることから、千歳RCは

15名を登録する。理事会メンバー全員、次年度新

世代RA委員会メンバーは自己負担（＠8,000円）で

参加。15名に至らない場合の不足分はクラブ負担

とする。 

2. 「５クラブ合同親睦ゴルフ大会及び親睦会」（6/5 

ちとせインターGC 懇親会 ＡＮＡ）参加申し込み

は36名（懇親会39名）を見ているが、数名が増え

る予定。前会員の尾﨑伊智朗氏（北海道電力）が

参加する。 

3. 6月のプログラム 

6月 2日（木） 

 7:00 早朝移動例会  

     分収造林下草刈り（担当：環境保全委員会） 

 10:00 パークゴルフ 

    12名参加 フジパークゴルフ場 

 18:30 新旧クラブ協議会 

    ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

6月 9日（木）通常例会 

   （担当：新世代ＲＡ委員会） 

  千歳ＲＡＣ 幹事西村英晃「海外研修報告」 

6月16日（木）年次報告（担当：三役） 

6月23日（木）年次報告（担当：三役） 

6月30日（木）さようなら例会 

   （担当：親睦活動委員会）  

4. 会員の入退会について 

再入会   齊藤博徳氏（会員選挙通知）  

退会予定 夏山健治氏（東日本大震災で仙台での

店舗が被災、再建に専念） 

5. その他 

・年次報告は、クラブ組織図順で行うが、各委員

会の都合を聞き、調整する。 

・「さよなら例会」に、前会員尾﨑伊智朗氏（前

北電千歳支社長）が出席の予定。 

以 上 

第２３回理事会を開催 

本日のニコニコ集計 ４名 ４，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：８０．３％（ ５月１９日＝４５／５６、実数） 

確 定：８５．７％（ ５月１２日＝４８／５６、 

                うちメーキャップ０名） 

福田 武男 会員 

 久し振りの出席でロータリー情報をさせていただき

ました。 

 

大澤 雅松 会員 

 ５月２４日の苫小牧民報社株主総会で取締役千歳本

社代表再任となりました。引き続きよろしくお願い致

します。 

 

佐藤 彰二 会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

 

加藤 正浩 会員 

 ５月１９日の千歳民報にプロフィルを掲載していた

だきました。ありがとうございました。 


