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２０１1年～２０１2年度 

第２回（通算２１７４回）例会報告 
 

日時：２０１1年7月１４ 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：年度計画発表 

担当：三役 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 秡川  勝文 

四つのテスト 

親睦活動副委員長 髙橋 都 

 東日本震災地でも夏の甲子園大会地区予選が始まり

被災した球児達の選手宣誓を聞くに、逆境にもめげな

い頼もしい若者が数多くいる現実を目の当たりし、必

ずや近いうちに復興すると信じています。私達が、今

できる事は何かを今一度それぞれが考える必要がある

と思っています。 

 今年度のＲＩ会長は、インドのカルヤン・バネル

ジ－氏です。テーマを「こころの中を見つめよう、博

愛を広げるために」とあります。まさにインドの人ら

しい考えからできたものと思います。 

 その基本には、インド独立運動の指導者であるマハ

トマ・ガンジーの「世界の変化を望むなら、あなた自

身がその変化にならなければならない」が根底にある

といえます。 

 ロータリアンとして「何かを成し遂げようと思うな

ら、ありとあらゆる知恵を絞らなければなりません。

それには、まず自分自身の内側から始める」しかな

く、内に秘めたる力を見出せば、世界各地で偉大なこ

とを成し遂げることができます。 

 RI会長は「家族」が奉仕の原点であり、活動の「継

続」の重要性、そして「変化」を求めています。それ

らを踏まえて「自らを発見し、潜在的な力を引き出

し、迷わず、ひるむことなく、『出でて奉仕し』、世

界で博愛を広げて下さい」と言っています。 

 見ることのできない他人の心の中を見ることの難し

さがありますが、ロータリー活動を通じて、誰でも平

等に愛することを思い、先ずは身近な「家族」から、

そして世界の人に目を向けるということと理解してい

ます。 

 活動にあっては「継続」であり、自らを含め「変

化」を起こすことに努力することであると思います。 

 2510地区の熊澤隆樹ガバナーの「三つの約束」を提

言しています。 

Ⅰ ロータリーの活動を担う会員を増やすこと。 

当クラブとしても喫緊の課題は「会員増強」で

す。ひとりの会員が一人の人に声を掛け、例会に招

きましょう。 

Ⅱ クラブは全会員参加型の新しい奉仕活動を年度内

ひとつ行うこと。 

会長挨拶 

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

会長 今村 靜男  
  

 ７月 11日、「『私達は忘れない

日』東日本大震災」として、今年度

初めて社会奉仕活動をＪＲ千歳駅前

で行いました。詳しくは五十嵐桂一

委員長から後日報告がありますが、

若干参加人数が尐なかったために迫

力に欠けた感がありました。毎月11

日に行う奉仕活動で本年度は、後11

回の活動チャンスがありますので、最低一回は参加さ

れ社会奉仕活動をお願いします。 

 7月1日より三役で市内各クラブ、報道関係、行政、

関係団体などの挨拶回りを行い、12日最後の三部隊の

司令とお会いし、今まで通りの協力体制を保持すると

ともに、あわせて自衛官による東日本大震災復興支援

活動に敬意を表し、機会があれば卓話なども要請し実

体験の話なども聞いてみたいと思っております。 

本日の例会 （7月21日 第3回）夜間移動例会＜ＲＡＣ合同＞   担当：親睦活動／新世代・ＲＡ委員会 

 ～キリンビール千歳工場ビアレストラン＜ハウベ＞～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年７月２１日 

第３号 （通算２０６２号） 

今村会長テーマ 

“人・地域に思いやる心” 

会 長 今村 靜男     副会長 藤本 敏廣    幹 事 酒井 宏 

会長エレクト 村田 研一  会 計 沼田 常好  

第2510地区ガバナー 熊澤 隆樹 第７グループ・ガバナー補佐 大坂 直人  

～ ７月はロータリー親睦活動月間 ～ 
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“食事風景” 

毎月11日を「私達は忘れない日」を通じて地域と

のつながりを強めましょう。 

Ⅲ まわりに人にロータリーを巧みに語り伝えるこ

と。 

  ロータリアン一人ひとりが「広報マン」。 

幹事 酒井 宏 
１．「ロータリアンの来訪」～北海

道空港株式会社 代表取締役社長 

山本邦彦様                                                                                    

 本日のお客様は、札幌ロータリー

クラブ 山本邦彦様ですが、新千歳

空港ターミナルビルオープンを控え

ている関係から退席されました。

近々、新装オープンした空港ターミ

ナルのPRにお越しになる予定です。 

２.会長挨拶にありましたが、12日、自衛隊三部隊へ

の挨拶で完了しました。その際、第1特科団長 山本

陸将補から、宮城県に支援派遣された活動実態につ

いて話を伺ってきましたほか、小冊子「東北地方太

平洋沖地震第1特科団支援隊災害派遣活動」を頂い

てきました。 

３．「いけまぜ夏フェス11in千歳」への協賛が8名

18,000円の協力がありました。千歳セントラルRC直

前会長にお渡しします。 

４．7月28日の通常例会は、ＡＮＡホテルの都合によ

り、例会場をリアンに変更しました。駐車場は確保

しています。なお、第6回理事会をリアンにおいて

11時から行います。間違いのないようにお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

～詳細は決算報告書を参照願います～ 

 

前年度幹事 佐藤 晴一 
  

 2010～2011年度は、各行事の個人

負担金を増やした事や例会費をはじ

めとした経費削減により『特別積立

金60万円・次年度繰越金54万円』を

残すことができました。 

 

 

 

会計監査 川端 清  
 

 7月7日に今村直前会長と会計監査

を行った結果、正確かつ適正な処理

をされていることを認めましたので

ご報告いたします。  

 

紹介 会員増強副委員長 大西 信也 
 

挨拶 齊藤 博徳 会員 
 

 2年2カ月のご無沙汰でございま

す。再度、皆様の仲間入りができた

ことに感謝いたします。社会奉仕な

らびに職業奉仕などロータリー活動

を通じて、クラブそして地域に尐し

でも貢献していきたいと考えており

ますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

ロータリーバッジ授与 

今村会長からロータリーバッジ授与と紹介がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
所属は、親睦活動委員会とクラブ会報・広報・雑誌・

ＩＣ委員会です。 

新世代・ローターアクト委員長 

菅原 正行  

 
 本日１８時30分より第１回ロー

ターアクト例会をレストランイン

ターにて開催いたします。ご参加い

ただける方はまだ間に合いますので

幹事報告 

決算報告 

齊藤 博徳会員の入会式 

委員会報告 

 今期から例会と食事は分離して１Fレストラン 

 “ハスカップ”でランチバイキング  
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お申し出ください。多数のご参加をお願いいたしま

す。 

 
親睦活動委員長 宮本 伸司 

 
 ７月21日の夜間移動例会『キリン

ビール・レストランハウベ』はすで

にご案内の通りですが、送迎バスを

出しますのでご利用してください。

乗られる方は18時10分集合で15分に

出発しますので時間厳守の上、ご利

用願います。 

 また、今期から２次会を強化して

おります。今回は幸町のオレンジホールで大カラオケ

大会を企画しており、ここも送迎バスで移動しますの

でよろしくお願い致します。 

 

出席・資料管理委員長 浅利 美恵子 
 

 皆様のご協力のお陰で新年度『会

員名簿』を本日お渡しすることがで

きました。ありがとうございまし

た。また、出席率向上を目指し第７

グループの例会日・例会場を14ペー

ジに掲載してありますので、有効利

用してメークアップをしていきま

しょう。 

（報告内容の詳細は、後日まとまるクラブ計画書をご

覧ください） 

 

出席・資料管理委員長  

浅利 美恵子 
  

 メーキャップの利用促進をはじめ

として、各種働きかけを持ってクラ

ブ会員の例会出席促進を行います。  

 

 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

 

 夜間例会を中心に、会員相互の親

睦と相互理解が一層深まる場となる

よう運営を心がけていきます。 

  

 

 

 

木曜・パークゴルフ会会長 

末廣 孝 
   

 ゴルフ会7回・パーク2回と9/22に

神戸单RC来千記念ゴルフ大会を企画

しておりますので、ご協力よろしく

お願いします。 

 

クラブ会報・広報・雑誌・IC委員長 佐藤 晴一 
 

  クラブ会報・ホームページを活

用して多数の情報を発信し会員の相

互理解を深めていきたい。 

  

 

 

 

 

職業奉仕委員長 大澤 雅松 
  

 四つのテストに始まり、職業宣

言、卓話、移動例会等を引き継いで

会員相互の理解を深めていきます。 

  

 

環境保全委員長 村上 倫行 
 

 主に「ロータリーの森林（もり）

分収造林」の美林を後世に残すた

め、皆さんとともに育成作業に取り

組んでいきます。 

 

 

 

 

新世代・ローターアクト委員長 

菅原 正行 
 

 青尐年矯正施設への支援とロー

タアクトクラブへの支援を通じ

て、メンバーの理解と成長を図っ

ていきます。 

 

国際奉仕委員長 五十嵐 宏  

  

 

 交換留学生事業と世界社会奉仕

活動の協力及び地区における海外

親善交流プログラムの支援を行っ

ていきます。   

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学副委員長 

木村 照男 
 

 これまでと同様、みなさまのご協

力をお願います。 

 

 

 

 

 

※例会時間超過のため、副会長・幹事の発表は後日へ

繰り越します。 

年度計画発表 
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 街頭活動「私達は東日本大震災を忘れない日」の実施 

 7月11日11時からＪＲ千歳駅前において、社会奉仕

委員会主催の「私達は東日本大震災を忘れない日」と

して街頭活動・募金活動を今村会長、五十嵐(桂)社会

奉仕委員長ら4名が参加して行った。 

 未曽有の東日本大震災が発生して4カ月が経過した

今、復旧・復興のために多くの人が知恵を出し、汗を

流しているが、やや人々の関心が薄れがちにあること

から、今回、第1回街頭活動を行った。 

 ＪＲ千歳駅前は時間的に人通りが尐ないものの、道

行く人々の中に「ご苦労様」と声を掛けていただける

方、「尐ないですが協力させて下さい」と1年間貯め

た1円硬貨を募金箱に入れてくださった方がおり、千

歳市民の意識の高さを感じさせられた。 

 次回は、8月11日11時、イオン千歳店前で行いま

す。当日は休会日ですが、多くの会員のご協力をお願

いします。 

     （記録：社会奉仕委員長 五十嵐 桂一） 

  

 7月14日、レストランインターにおいて新年度第1回

定例会が開かれた。千歳RAC会員7名、当クラブからは

藤本副会長はじめ、菅原新世代・RA委員長など7名、

千歳セントラルRC 羽生会長ら10名、恵庭RC 鈴木会長

ら3名の総勢27名が出席した。 

 例会は、仲山未来会長の開会点鐘に始まり、今年度

のテーマを「ＡＩ～in everyone」と掲げ、尐ない会

員ではあるが、ともに協力し合い、助け合って1年間

頑張って行きたいと力強く決意が述べられた。 

 新たに入会した西山裕介君、渡瀬友佳さんの2名が

紹介され、会員が8名となり、出席者から大きな拍手

が送られた。引き続き、予算案の提案、年間行事計

画、恒例の納涼盆踊り大会への出店及びチケット販売

について各提唱クラブへの協力要請がありました。 

 会員数が１桁台となり、厳しいスタートではある

が、会員が一丸となって取り組む意欲が感じられ、提

唱クラブのロータリアンの強力な支援の下で充実した

活動が期待できそうである。例会場はレストランイン

ター（冬期間：リアンで開催予定）。 

                           

   

本日のニコニコ集計１３人 １５，０００円 

佐藤 晴一会員 

 無事、会計報告をさせていただきます。 

佐々木 昭会員 

 この度、農業委員の選挙を無事終え、昨日当選証書

を授与されました。 

村上 倫行会員 

 7月3日、妻の誕生日にお花をありがとうございまし

た。 

今村 靜男会長 

 11日の街頭募金の様子が千歳民報に掲載されまし

た。 

宮本 伸司会員 

 ①7月12日、会社創立100周年を迎えました。 

 ②妻の誕生日にお花を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活動計画を発表させていただ

きます。今年度アクト例会へ皆さんの参加をお願いし

ます。 

浅利 美恵子会員 

 2011－2012年度の会員手帳ができ上がりました。皆

様のご協力に感謝いたします。 

今野 良紀会員 

 久し振りの出席です。すみません！ 

大澤 雅松会員 

 12日（火）昼頃、加藤武仁前会員が千歳民報社に立

ち寄られました。入院先の札幌柏葉病院から外出（一

時帰宅）の帰りでした。ヘッドギア装着、車から降り

られませんでしたが、しっかりした表情でした。ニコ

ニコを借りてご報告をします。 

齊藤 博徳会員 

 またよろしくお願い致します。 

末廣 孝会員 

 『木曜・パークゴルフ会』活動計画を発表させてい

ただきました。 

五十嵐 宏会員 

 『国際奉仕委員会』活動計画を発表させていただき

ました。 

木村 照男会員 

 『ロータリー財団・米山記念奨学委員会』活動計画

を発表させていただきました。  

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：７１．１％（7月14日＝32／45） 

確 定：７８．６％（6月30日＝44／56、 

うちメーキャップ０名） 

スケジュール 

7月28日 (木) 通常例会（例会場：リアン）理事会 

8月 4日 (木) 通常例会「クラブフォーラム」 

街頭活動「私達は忘れない日」の実施 

第１回ローターアクト定例会 

新入会員 西山裕介君（左） 

     渡瀬友佳さん（右） 

◆役員・委員長 

 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 

 社会・国際奉仕委員会委員長 石黒哲也 


