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本日の例会 （7月１４日 第２回）通常例会 （年度計画発表）                担当：三役 

 ～ANAクラウンプラザホテル千歳～        

２０１１年～２０１２年度 

第１回（通算２１７３回）例会報告 
 

日時：２０１1年７月７日１２：３０～１３：３５ 

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・プログラム委員長 下山 徹哉  

四つのテスト 

 

 

 

石川県珠洲ロータリークラブ 

平蔵 歳吉様  

 

 

 
 

千歳ローターアクト  

会長 仲山未来様、 

幹事 滝澤祐子様、

副会長 西村英晃様 

（左から） 

 

会長 今村 靜男  
 本日、2011～12年度第1回目の例

会にあたり、今村丸に乗船されまし

た55名の千歳ロータリークラブメン

バーの皆さんに、心より感謝を申し

上げますとともに、航海中の安全と

健康を祈念するものであります。 

 しかしながら、1年間の長旅であ

りますし、外洋では大波や嵐、時に

は台風をまともに受けることも予想

されます。 

 私は経験の浅いキャプテンではありますが、クラブ

創立以来、長年培われたことを継承しつつ、前年度の

佐々木丸は「心ひとつ」をテーマにその難局を乗り越

えて来ておりますことを見習い、今後起こるであろう

難局をクラブ・クルーの皆様とともに乗り切りたいと

思っていますのでご協力のほどお願い申し上げます。 

 また、渡航先ではいろいろな方々との出会いがあ

り、お世話になることもありますので、私が今年度の

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 羽生 有三様、副会長 柏田 欣也様、 

幹事 須藤 丈様（左から） 

 

 

             

 職業奉仕委員長 大澤 雅松  

お客様紹介 

会長挨拶 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年７月１４日 

第２号 （通算２０６１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 ～ 



2 

 

テーマを「人・地域に思いやる心」を掲げました。こ

のテーマを念頭にクラブ活動をしていただければ幸い

です。 

 本日、私たちの新しい船出を見送りに来ていただい

ております千歳セントラルロータリークラブ羽生会長

はじめ、千歳ローターアクト会長、そして遠くからは

石川県能登半島の珠洲市から駆け付けてくれました珠

洲ロータリークラブパスト会長平蔵歳吉様、本当に本

日はありがとうございました。この一年間、何度か今

村丸に乗船する機会があると思いますので、その時は

遠慮せずにお乗りください。  

千歳セントラルロータリークラブ会長 

羽生 有三様 
  

 皆さん、こんにちは。今年度、第

２１代の千歳セントラルＲＣの会長

を拝命しました羽生です。 

 今年のＲＩのテーマ「こころの中

を見つめよう 博愛を広げるため

に」は、全世界のロータリアンに向

けたメッセージだと思いますが、丁

度私たち日本人が、東日本大震災と

福島の原発の問題で大変苦しんでいます。このテーマ

は、日本人に向けたテーマだと思います。先ほど今村

会長から聞いたんですが、大震災を忘れないために街

頭募金を毎月11日に行うことですが、テーマに沿った

クラブ活動で、大変良いことだと思います。 

 「全員参加型で、会員一人ひとりが責任を持ち、皆

が平等で楽しいクラブ運営を実践しましょう！」とい

うのが、会長である私のスローガンです。今後ともご

支援とご指導を賜りたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

 

珠洲ロータリークラブ 平蔵 歳吉様 
   

 こんにちは。パスト会長と紹介さ

れましたが、まだロータリーに入っ

て９年はたっていないのですが、珠

洲ＲＣは現在は23名で、会長やって

いないのが一人しかいないので順番

で今度お前だということでやってい

るので、大勢いてうらやましく思い

ます。 

 そのような石川県能登半島の先端の珠洲市から来ま

した。仕事関係が遊び関係で、さらに腐れ縁になりま

して、今回は遊びと祝いを兼ねて来ましたので、今後

ともよろしくお願いします。 
 

千歳ローターアクト会長 仲山 未来様 
  

 皆さん、こんにちは。

千歳ローターアクトクラ

ブの仲山と申します。今

年度の役員は、副会長西

村英晃、幹事滝澤祐子、

本日欠席していますが会

計吉岡毅、そして私仲山が会長を務めさせていただ

き、計７名で今年度を盛り上げていこうと思います。

これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 そして、8月19日に行われます千歳市納涼盆踊り大会

に、今年も出店する予定でおります。毎年たくさんの

チケットを購入していただき感謝しておりますが、今

月21日の合同例会にて今年度のチケットを販売させて

いただく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

幹事 酒井 宏 
  

 7月1日現在の会員数は55名でスター

トしました。入会者は、再入会の齋藤

博徳氏ですが、本日、所用のために欠

席で入会式は7月14日に行います。 

 千歳セントラルＲＣ坂井治直前会長

から「いけまぜ夏フェスタ‘１１in千

歳」への協賛金のお礼と、同実行委員

長 増森芳美様から協賛のお願いが来

ております。佐藤秀雄ＰＧ、佐々木直前会長、今村会

長、瀧澤順久会員から協賛がありました。坂井治氏か

ら協賛用紙が来ていますので特段のご協力をお願いし

ます。 

 7月6日、炎天下の下、北海尐年院で運動会が開催さ

れ、今村会長が出席しました。 

 第７グループの直前ガバナー補佐の古川大介氏（長

沼RC）のご尊父 古川義憲様が6月27日、享年86歳で永

眠されました。佐々木直前会長、今村会長名で弔電を

送り、ご冥福をお祈りさせていただきました。 

 今月は「親睦活動月間」です。本月間は千歳ＲＣ独

自に設定した特別推進月間です。会員相互の親睦を図

り、交流を深めて下さい。 

ロータリー情報・定款細則委員長 岩崎 暉久 
  

 皆さん、こんにちは。今年で千歳

ＲＣ発足して44年になります。私が

会長の時は42年目ですが、大変昔の

ことを思い出しています。 

 ご存知のとおり、ロータリー発足

当初の例会場は西洋軒でした。その

頃は、私はロータリーの会員ではな

くて、会場で音楽を鳴らしたりというような仕事をし

ていました。大変いろいろな思い出があります。 

 ＳＡＡの方がいらっしゃりますが、例会場に入って

くると、たまたまロータリーのバッジを付けるのを忘

れた会員がいて、強い言葉ではないのですが、「何々

さん、パッジ付いていないよ。事務局でお買い求めく

ださい」言うなればちょっと厳しいというか、当たり

前というか。 

 それから月日が流れまして、ロータリーに10年いた

方が辞められて、何かの機会に「ロータリー楽しかっ

た？」と聞いたところ、「楽しいこともあったし、嫌

なこともあった」人生楽しいことばかりではないです

ロータリー情報 

お客様挨拶 

幹事報告 
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が。ある会員が卓話をしたところ、意味が分からない

ことがあって、その方の家にお伺いして、意味を理解

して次の例会に出た方がいました。非常に実直な人だ

と感じました。 

 千歳ＲＣでは、支笏湖通りのゴミ拾い、空き缶拾い

をやりましたが、そばを車で通る若い人が缶を拾って

「おっさん、これやるよ」ということもありました。 

 私が出席委員長をやったとき、遠くへは行かないの

ですが、恵庭ＲＣか千歳セントラルＲＣに６、７名で

行ってメーキャップデーを設けたという思い出があり

ます。まだまだ話したいのですが、今日はこれで終わ

ります。   

国際奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 皆さん、こんにちは。今年度国際

奉仕委員長の五十嵐です。 

 地区のほうから、2012～2013年度

の青尐年交換留学生の募集案内が来

ていますので、皆さんにご報告いた

します。どなたかいらっしゃいまし

たら、推薦をお願いします。 

 期間は2012年の夏から1年間、派遣

先はアメリカ、カナダ、オーストラリア、台湾の４カ

国になります。応募資格は15歳以上19歳未満となって

おりますので、会員企業または会員の中でお子さん、

お孫さんがいらっしゃいましたら、酒井幹事か私まで

よろしくお願いいたします。 

 

新世代・ローターアクト委員長 菅原 正行 
  

 新世代・ローターアクト委員長の

菅原です。今年一年よろしくお願い

いたします。 

 ローターアクトから今日もお越し

いただいていますが、第１回の定例

会が7月14日18時半よりレストランイ

ンターで開催されます。三役および

社会奉仕委員会、新世代・ローター

アクト委員会の方々には連絡していますが、そのほか

に参加希望の方がおられましたら、明日までに私まで

連絡いただくようよろしくお願いいたします。 

 （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） 

 

会長 今村 靜男  

  

 今年のテーマ「人・地域に思いやる

心」は、あくまでも自分だけでなく、

隣りや家族、会社の人間、ロータリー

の仲間、その人たちを思いやりながら

活動したいと思っております。 

 

社会奉仕委員長 五十嵐 桂一  

  今年は、目玉として、「私たちは

忘れない活動」を行います。毎月11日

に東日本大震災の義援金活動をするこ

とにより、赤十字を通して義援金を届

けるだけでなく、市民の方々が3月11

日を思い出していただくように思いを

こめて活動しますので、ご協力よろし

くお願いいたします。 

 

クラブ奉仕委員長 福田 武男 
  

 ロータリーでの「クラブ奉仕」と

「職 業 奉 仕」は、「ロ ー タ リ ー の

“根”と“幹”」即ち「ロータリーの

根幹」であり、まずはクラブ内の親睦

が肝要です。今年度の今村丸を支えて

いきたいと思いますので、ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 

ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 
  

 各例会が、会員相互の親睦が一層

深まるよう楽しい例会運営をモッ

トーとして、例会運営・管理に努め

ます。今村年度改革の目玉として、

食事と例会の分離を推進し、スムー

ズな例会進行を実践してまいりま

す。 

 

ロータリー情報・定款細則委員長 岩崎 暉久 
  

 「人・地域に思いやる心」という思

いをしっかりと胸に、発展するロータ

リークラブを目指し、会員相互の親密

な協調を図ることは自分たちの企業に

も実りあることですし、ロータリーク

ラブに関する情報を分かりやすく役立

つように伝えていきます。 

 

健康委員長 長澤 邦雄 
  

 例年どおり、健康の維持増進のため

に情報を提供していくとともに、健康

教育講演、支笏湖畔を歩く会、駒そば

亭で健康そば御膳をいただくこととし

ております。「超我の奉仕」という

ロータリーの理念を組織として忘れる

ことなく、頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

会員増強委員長 佐々木 昭 
  

 本年度の会長テーマ「人・地域に

思いやる心」を合言葉に、クラブの

長期計画の第１項目に掲げられてい

る「会員増強・退会防止プロジェク

ト」を具体化し、実践して実りのあ

るものにしていくのが主な活動内容

です。  

 

年度計画発表 

委員会報告 
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「地区会員増強セミナー」開催 

 ～ひとりの会員が一人の人に声掛けを～                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7月3日、小樽市・グランドパーク小樽において第

2510地区主催の「会員増強セミナー」が開催され、当

クラブから今村会長の代理として酒井幹事が出席し

た。 

 2011～12年度ＲＩ第2510地区・熊澤隆樹ガバナー年

度に入って初の公式セミナーに地区役員はじめ、地区

ガバナー補佐、地区幹事、地区内クラブから会長・会

員増強委員長など96名が出席して行われた。 

 冒頭、熊澤ガバナーより「地区の会員数は年々減尐

し、その傾向に歯止めがかからず、会員増強が喫緊の

課題」と挨拶があり、佐々木正丞PGからは、「日本の

クラブが一番減尐しており、日本のロータリアンは真

剣に考える時期。ロータリアン一人が加入促進のため

に声をかけることから始めて欲しい」と指示があっ

た。 

 講演は、丸山淳士PG、地区会員増強委員会カウンセ

ラーから、「博愛の輪を広げるために」と題して相変

わらずユーモアたっぷりの基調講演があり、「ロータ

リアンは絶滅危惧種か」と提言、「全員参加が大切。

活性化されたクラブほど会員増強に成功する」と締め

くくっていた。 

 続いて、ガバナー補佐の深川、えりも、函館、札幌

真駒内の４ＲＣから会員増強活動事例が報告され、会

員増強の厳しさを吐露されたが、「職業分類の見直

し」、「会員による声掛け」、「例会への招待」、

「ＪＣ卒業者・退会者へのアプローチ」など厳しい環

境を逆手にとって会員一丸となって新入会員の発掘に

奔走している実態が発表された。 

 質疑応答では、会員増強に関するほか東日本大震災

被災地への義援金の運用について質問があり、最後、

地区研修リーダー塚原房樹PGが、「自分で努力して

『思った通りにならないが、やったとおりにな

る』」、「会員増強には目標を立てて、熱意をもって

取り組んで欲しい」と講評があり、予定時間を 20分

オーバーするほどの熱気あるセミナーであった。 

（記録：幹事 酒井 宏）   

今村 靜男会長、藤本 敏廣副会長、酒井 宏幹事 

①2011～2012年度スタートしました。皆様のご支援を

よろしくお願いします。 

②千歳民報にすばらしい記事を掲載いただき、ありが

とうございました。 

 

川端 清会員 

 そばの会で、千歳民報に私と家内が写真報道されま

した。 

 

宮本 伸司会員 

 千歳ロータリークラブに入会して３年目を迎えまし

た。今年度は親睦活動委員長としてお世話になりま

す。 

 

中山 和朗会員 

 古希の記念に元気おじさん（日向、小原、中山）、

北陸金沢、能登へ旅行。酒、魚旨かった楽しい旅でし

た。 

 

長澤 邦雄会員 

①第14回駒そばの会の記事を千歳民報に掲載いただき

ました。 

②今年度健康委員会事業計画を発表させていただきま

した。 

 

珠洲ＲＣ平蔵歳吉様 

 １年間頑張ってください。 

 

髙橋 都会員 

 今村会長にコンコンと説得されました。今年は頑張

ります。 

 

福田 武男会員 

 今村年度の順風満帆の出港、おめでとうございま

す。 

 

五十嵐 桂一会員 

 今月から１年間、毎月11日に街頭募金を行います。

ご参加お待ちしております。 

 

千歳セントラルＲＣ様 

 本年度もよろしくお願いします。 

 

佐々木 金治郎直前会長 

 2010～2011年度１年間大変ありがとうございまし

た。今年、今村丸の１年間の航海のご無事をお祈り申

し上げます。 

 

大澤 雅松会員 

 入会６年目にして職業奉仕委員長をおおせつかりま

したが、いまだに好意と友情につまずき、恋と友情と

ビジネスの見分けがつかず戸惑っています。 

 

岩崎 暉久会員 

 本日活動計画を発表させていただきました。 

 

下山 徹哉会員 

 本日活動計画を発表させていただきました。 

出席率 

今 回：６５．１％（7月 7日＝28／43） 

確 定：７６．８％（6月23日＝43／56、 

うちメーキャップ０名）  

ニコニコＢＯＸ 

本日のニコニコ集計 １６名 ６４，０００円 

 会員増強セミナーに参加 


