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本日の例会 （６月23日 第５2回） 年次報告                          担当：三役 

 ～ANAクラウンプラザホテル千歳～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年6月23日 

第４６号 （通算２０５８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５１回（通算２１７０回）例会報告 
 

日時：２０１1年６月１6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：年次報告 

担当：三役 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 宮本 伸司 

四つのテスト 

幹事 佐藤 晴一 
 

 今年度の例会もあと残すところ２

回となりました。 

 次週23日は通常例会で、引き続き

各委員会から年次報告を行います。 

 最後30日は、木曜会のゴルフコン

ペと夜は『さよなら例会』となって

おります。佐々木年度最後の例会と

なりますのでよろしくお願い致します。 

ロータリー情報・定款細則委員長 末廣 孝 

 

～ロータリアンの１年間～ 
 

 あと２回の例会で丸々１年間経っ

てしまいます。皆様方には１年間の

活動、本当にご苦労様です。 

 委員会の事ですが、各委員長は今

月に入ってから次年度へ向けて数回

の会議を開いています。６月という

のはロータリアンにとって色々なこ

とを話し合う特別な時期となっています。しかし、何

年か前からかCLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）

の要望で簡素化が謳われており、SAAや新世代ロータア

クトが理事でなくなっています。それはそれで良いの

だけれど、我々は理事・委員長とか役目を受けると積

極的に動く傾向があり、意識的にそういうポストを増

やした方がクラブにとって良い結果をもたらすのでは

と思います。会長・副会長・幹事が主体に動いてまと

め上げていくのが概ね今までの活動主体だったのでは

と思います。例会参加・運営の機会は、SAA・出席・親

睦等のように必然的に多くなる委員会とそうではない

委員会があり、全ての委員会が積極的に参加できるよ

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 
 

 皆様こんにちは。今日は久しぶ

りに素晴らしい天気となりまし

て、そのせいがあってか無いのか

本日の例会出席者が若干少ないよ

うにも思われます（笑）。しか

し、九州方面では梅雨のせいか大

雨被害が出ているようです。この

雨が震災の東北方面に及んで来ないことを祈っており

ます。北海道はこれからすがすがしい良いシーズンに

入って来ますので期待したいところです。 

 さて、本日の例会は年次報告を行います。今週と来

週の２回にわたり委員長の方から報告してまいります

のでよろしくお願い致します。 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会             

           川端 清 

会長挨拶 

幹事報告 

ロータリー情報 
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うな例会の場を作っていった方がクラブの将来に有効

と思います。 

 最後に、理事を増やすには細則改正が必要ですが、

今期はもう間がないので次年度へ託すことになります

ので、次年度幹事の酒井さんよろしくお願い致しま

す。 

会長エレクト 今村 靜男 

 

～次年度から例会時の食事方法が変更されます～ 
 

 次年度の委員会を４回にわたり開

催しました。その中の大きな変更点

として、７月７日の通常例会から昼

食を１階入口横レストランのバイキ

ングに替えます。各々が昼食を済ま

せた上、12時20分までに当会場へ集

合してください。 

 なお、バイキング会場入って左側にロータリー専用

テーブルが用意される予定です。取りあえず１年間の

試行ですのでよろしくお願い致します。 

 

《報告内容の詳細は、後日まとまる報告書をご覧くだ

さい》 

 

①クラブ奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 ７名の委員長の協力で、CLP（ク

ラブ・リーダーシップ・プラン）を

踏まえ１年間無事活動することがで

きました。 

 

 

 

 

②SAA・プログラム委員長 村田 研一 
 

 SAAが理事ではない中で、三役、

委員会、各委員長との協議調整を行

い各委員会活動が積極的にできるよ

う調整いたしました。 

 

 

 

③ロータリー情報・定款細則委員長 末廣 孝 
 

 新入会員５名へ２回の炉辺談話を

通じて交流を深めてロータリーを

知っていただきました。 

 

 

 

 

 

④健康委員長 長澤 邦雄 
 

 皆様方の健康維持増進が最大目的

の委員会です。ご協力に感謝いたし

ます。 

 

 

⑤親睦活動委員長 下山 徹哉 
 

 ニコニコBOX､、夜間例会運営、誕

生日お花プレゼント等々無事一年間

終了することができました。 

 

 

 

 

⑥職業奉仕委員長 村上 倫行 
 

 「四つのテスト」唱和と会員卓話

および移動例会の実施を通じて高い

倫理基準の実践を図りました。 

 

 

 

⑦環境保全委員長 平間 和弘 
 

 早朝例会では朝早くから皆様方に

多数ご参加ご協力いただき、無事作

業を終了することができました。 

 

 

 

 

 

～提唱３クラブから17名のロータリアンが出席～ 

 6月9日、18時からレストランインターで第12回定例

会が開かれました。当クラブからは大西副会長、菅原

新世代・RA副委員長、酒井副幹事の3名、千歳セントラ

ルRCから坂井会長ら9名、恵庭RCから鈴木会長エレクト

ら5名が出席しました。 

 例会は、石黒会長から「RACの活動内容が分からない

まま会長を引き受け、下期に入り、例会場を会員企業

の職場を巡回して行うこととなり、提唱クラブから

『活動実態が分からない』というご指摘を頂きまし

た。しかし、アクターの勤務する職場や人となりを知

ることができ、大きな成果もありました」と挨拶があ

りました。 

次年度会長挨拶 

年次報告 

ローターアクト第12回定例会の開催 
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 続いて、⑴6月25日（土）、第38回地区大会（ANAク

ラウンプラザホテル千歳）開催、アクター48名、ロー

タリアン40名登録、支援要請、⑵会員の退会により次

年度スタート時は7名と大幅な減少を見ており、会員増

強について自助努力をするとともに提唱クラブに協力

要請、⑶提唱クラブからの活動資金の支援への謝辞、

⑷西村英晃幹事の海外研修報告などがありました。 

 最後に、出席ロータリアンからの講評がありまし

た。 

 

 2011～2012年度千歳ローターアクトクラブ役員及び

委員会 

 

○役 員 

 会 長 仲 山 未 来 

 副会長 西 村 英 晃 

 幹 事 滝 澤 祐 子 

 会 計 吉 岡  毅 

○クラブ奉仕・専門知識開発委員会 

 委員長 齋 藤 麻 紀 

     仲 山 未 来 

     佐 藤 裕 也 

○社会・国際奉仕員会 

 委員長 石 黒 哲 也 

     岡    毅 

     滝 澤 祐 子 

     西 村 英 晃       

（記録：次年度幹事 酒井 宏） 

～千歳クラブから現・次年度会長・幹事が出席～ 
  

 6月10日（金）18時より、長沼町・長勝寺において第

7グループ古川ガバナー補佐（長沼RC）の主宰により、

「第7グループ第3回会長・幹事会」が開かれ、当クラ

ブからは、佐々木金治郎会長、今村靜男会長エレク

ト、佐藤晴一幹事、酒井宏次年度幹事の4名、総勢30名

が出席した。 

 この会議は、地区ガナバー補佐はじめ会長・幹事の

引き継ぎを目的に行われ、当初、古川ガバナー補佐か

ら「1年間、ガバナーとともに各クラブを訪問し、多く

を学び、良い経験ができた。第7グループはコミュニ

ケーションが取れ、ロータリーを楽しんでいると感じ

た」との話があり、次いで、大坂直人次年度ガバナー

補佐（由仁RC）からは「クラブ活動は伸び伸びさを

もって、学ぶことが大切。ガバナー補佐として継続性

を持ち、ガバナーを補佐する」と決意が述べられた。 

 会議は、現会長から1年間の思いと次年度への期待を

述べ、次年度会長からは抱負が語られた。次いで意見

交換では、幹事からは自己紹介があり、和気あいあい

のうちに進められた。 

 意見交換では、次の2点が話題となった。 

 

⑴ガバナー補佐選出 

 由仁RCの後藤次年度会長から、「ガバナー補佐の選

出は、会員数に応じて対応すべき」との緊急動議が

あった。会員数50名前後の千歳、千歳セントラル、恵

庭クラブと9名の由仁、12名の北広島も同列で選出する

ことに無理があると同調意見が出された。古川ガバ

ナー補佐は「数の問題ではない。クラブはそれぞれで

受けるべき。後は運用上で考慮すべきでないか」との

発言で、本動議は従来の選出方法を踏襲することに

なった。 

 

⑵地区委員推薦方法 

 大坂次年度ガバナー補佐から、従来、地区委員は地

区から指名を受けたが、熊澤次年度ガバナーは「クラ

ブからの推薦による」とした。いずれの委員会に属す

るか分らないまま、クラブから推薦されるということ

になるという。 

 

◇主な行事（千歳RC関連事項記載） 

 8月18日 ガバナー公式訪問 

 9月上旬 第7グループ第1回会長・幹事会（由仁） 

 9月上旬 第2回ガバナー補佐クラブ訪問 

10月16日 地区大会（小樽市） 

11月中旬 第3回ガバナー補佐クラブ訪問 

11月（期日未定） 長沼RC20周年記念式典（長沼） 

11月下旬 第7グループ第2回会長・幹事会（由仁） 

 2月上旬 第7グループ第3回会長・幹事会（由仁） 

 2月中旬 第4回ガバナー補佐クラブ訪問 

 3月18日 第7グループＩＭ（インターシティ・ミーテ

イング）（由仁） 

 6月   第7グループ第4回会長・幹事会（由仁） 

 

（記録：次年度幹事 酒井 宏） 

～奈良孝秋氏が第４代会長に就任～ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7グループ 第3回会長・幹事会開催 

千歳プロバスクラブ定期総会開催 

今村会長エレクト挨拶 

奈良新会長挨拶 
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本日のニコニコ集計 １２名 ２１，０００円 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：６７．８％（６月１６日＝３８／５６、実数） 

確 定：６７．８％（６月  ２日＝３８／５６、 

                                 うちメーキャップ０名） 

 

川端 清 会員 

 佐々木年度一年間のニコニコBOXとして。 

 

平間 和弘 会員 

 環境保全委員会に対する会員皆様のご協力一年間あ

りがとうございました。 

 

加藤 輝明 会員 

 本日の例会は業務の為 欠席いたしますのでニコニ

コBOXします。 

 

村田 研一 会員 

 SAAプログラム委員会 一年間ありがとうございまし

た。 

 

長澤 邦雄 会員 

 健康委員会 一年間ありがとうございました。 

 

菅原 正行 会員 

 新世代ローターアクト委員会報告を急遽発表させて

いただくことになりました。次年度委員長をさせてい

ただく事になりました。皆様のご協力よろしくお願い

します。 

 

五十嵐 宏 会員 

 クラブ奉仕委員会事業報告を発表いたします。一年

間ご協力ありがとうございました。 

 

酒井 宏 会員 

 6月15日札幌グランドホテルで開催の『星雲寄席』焦

点メンバーの円楽、歌丸、好楽の落語を聴いてきまし

た。佐々木会長から頂いたチケットで大いに笑ってき

ました。ありがとうございました。 

 

大澤 雅松 会員 

 7月16日千歳民報の市内納涼花火大会、今年は『鎮魂

とお見舞い』『慰労と安心』『千歳の元気つくり』の

気持ちを込めます。 

 

下山 徹哉 会員 

 親睦委員長として佐々木年度のニコニコBOX目標７０

万円を本日達成することができました。会員の皆様ご

協力ありがとうございました。 

 

 千歳プロバスクラブは、6月14日リアンにおいて、平

成２３年度定期総会と第３７回通常例会及び懇親会が

開かれた。 

 定期総会には会員２４名が出席し、寺本会長の挨拶

に始まり、事業報告、決算報告、決算報告が承認さ

れ、続いて平成２３年度の事業計画、予算案が原案と

おり決定し、役員改選は幹事会から報告の案が承認さ

れた。 

  

 平成２３年度新役員体制は以下のとおりである。 

 

 会長 奈良孝秋、副会長 齋藤武司、山田三重子、幹

事長 山口郁夫、副幹事長 守田勝栄、幹事 小見山貢、

野澤邦彦、单雲公夫、豊田淳治、会計 小見山貢、監査 

石井健吾、佐々木徳昭（敬称略） 

 

 第３７回通常例会では、新役員の紹介に始まり、奈

良新会長のあいさつ、千歳RCの今村靜男会長エレクト

から「千歳プロバスクラブは発足４年目を迎え、３年

間、地域おいて社会奉仕活動に実績を積んでおり、高

い評価を受けていることに敬意を表します」と祝辞が

あり、あわせて祝杯の発声をし、懇親会に入った。 

 今村会長エレクトは、リアンで開かれていた次年度

の合同委員会出席のため、祝辞を終えた後は中座した

が、プロバスクラブ会員は、祝宴では盃を取り交わし

ながら大いにプロバス活動を語り合い、余興ではビン

ゴゲームやカラオケで多いに盛り上がったとのこ

と・・・ 

                         

（記録：次年度幹事 酒井 宏） 

 

 

スケジュール 

（６、７月のプログラム） 

３０日 （木） さよなら例会 

７日 （木） 年度計画発表 

１４日 （木） 年度計画発表 

２１日 （木） 夜間移動例会(キリンビール) 

<ＲＡＣ合同> 

２８日 （木） 通常例会 

   

佐々木 金治郎 会長 

 過日、千歳民報に「今年も丸駒温泉ホスピタルフラ

ワーのエーデルワイスが咲きました」と記事に載せて

いただきました。 

 

大西 信也 副会長 

 6月15日が26回目の結婚記念日でした。 


