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四つのテスト 

出席・資料管理委員長 

 浅利 美恵子  

会長 今村 靜男  

  
 戦後66年を迎えました。昨日、千

歳市戦没者追悼式が青葉公園「恒久

平和祈念の碑」前で行われ、クラブ

を代表して参列してまいりました。 

 本日は昨年12月まで会員でいらっ

しゃった加藤武仁さんが長期入院中

でしたが、お元気になり、例会にお

越しいただきました。９１歳のご高

齢ですが、数回の手術に打ち勝って元気なお姿を見て

感激しています。どうぞ例会を楽しんで下さい。 

 また、第７グループ担当で由仁RCの大坂ガバナー補

佐を迎えての例会になります。熊澤ガバナーが今年度

掲げられました目標の一つであります「会員増強」の

ためのクラブフォーラムです。佐々木昭委員長は、昨

年につづき意欲的に活動され、今年度はその集大成を

図るために委員長を受けていただきました。会員増強

は一朝一夕にできるものではありませんが、息の長い

活動をするためにもその仕組みを確立し、クラブの健

全な運営を行ない、かつ会員の親睦が有意義なものに

なることを期待します。 

 【ロータリーの話】 

○「木槌の話」  

 木槌で点鐘の瞬間は新米会長には緊張の一瞬です。

この木槌ですが、ポール・ハリスが1905年にシカゴで

クラブを創設した34年後にノースカロライナ州のクラ

ブを訪問の折、記念として1本の黒胡桃の苗木を植樹

し、その樹が20年後に枯れた枝の1本を木工業を営む

会員に渡し、2つの木槌を作ったということです。 

 1つをシカゴクラブに、もう一つを1958～1959年度

のＲＩ会長のクリフォード・Ａ・ランドール氏に贈

り、シカゴクラブやノースカロライナ州のCharlotte

クラブで例会の木槌として使われはじめました。それ

以来、各クラブの例会において木槌で点鐘するように

なり、例会に出席する会員が等しく、故ポール・ハリ

スの遺徳を偲ぶということです。 

会長挨拶 
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本日の例会 （８月１８日 第６回）ガバナー公式訪問                   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８月１８日 

第６号 （通算２０６５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  

～ 8月は会員増強および拡大月間 ～ 

２０１1年～２０１2年度 

第５回（通算２１７７回）例会報告 

 
日時：２０１1年８月４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「クラブフォーラム」 

担当：会員増強委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

お客様紹介 

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

 
 幹事報告を行います。 

⑴ 8月18日、ガバナー公式訪問が

行われます。その際、ガバナーへ

の質問事項がありましたら会長ま

たは幹事までお知らせください。

⑵ 会員の動静として、佐藤彰二

会員は先月から検査入院をしてい

す。岩崎暉久 PCは、3週間ほど

前、閉店準備中の店舗前で転倒

し、頭部を強打したために大事を

取って千歳市民病院に入院、先週、退院しておりま

す。曙恒平会員も検査入院中です。 

 暑い日が続いています。水分の充分な補給と、会員

の皆さんは気は若いですが身体は年齢相応です。「昔

取った杵柄」の考えを捨てて、くれぐれもご注意くだ

さい。 

社会奉仕委員長 五十嵐 桂一 

 
 先月に続き今月も11日に“私達

は忘れない東日本大震災”街頭募

金を行います。前回の千歳駅前は

人通りが少ないので、今回はイオ

ン（旧ポスフール）前に変更しま

す。11時から12時に東・西側入り

口２ヵ所で幟と募金箱を用意して

ありますので、多数のご参加をお

願いします。前回は会長・幹事を

含めて４名でしたので、今回は

２ヵ所ということもあり１０名ほどの参加を期待して

おります。なお、現地集合・現地解散かつロータリー

の帽子をお忘れなくお願いいたします。 

 また、酒井幹事の提案で例会卓上用に“私達は忘れ

ない東日本大震災～毎月11日街頭募金実施中”の旗を

作成中です。18日のガバナー公式訪問時には卓上にお

披露目することができると思いますのでご期待下さ

い。 

 最後に、9月16日（金）ピンクリボン運動を昨年同

様企画しております。まだ計画段階ですが女性特有の

ガンに対する啓発ゴルフ大会をシャムロックCCにて午

後から開催予定です。皆様方のご参加と賞品の提供を

お願いいたします。 

第2510地区ガバナー補佐 

第7グループ担当（由仁RC） 

大坂 直人 様 
  

 皆様、こんにちは。ガバナー補佐を拝命してから皆

様方の処へ御挨拶にお伺いするのに遅くなり、お詫び

申し上げます。 

 今日のクラブフォーラムの

テーマが「会員増強」とお聞

きし、非常に頼もしく思いま

す。熊澤ガバナーが危機感を

持って会員増強を唱えていま

すが、そのことが各クラブで

どのように問題意識として受

け止められ行動しているか心

配でしたがここは安心です。

各クラブ単体で見れば「今年

も数人の退会者」ですが、日

本全体では減少に歯止めがかからず危機的な状況で

す。日本の会員数が減少するに比例して世界での発言

権も弱まってきています。ガバナーだけが声高に叫ん

でも増加するわけでもなく、会員一人ひとりが増強の

必要性に目覚めない限り達成できません。本日のクラ

ブフォーラムを有意義なものとして会員一人ひとりが

増強に頑張っていただきたいと思います。 

 8月18日にはガバナー公式訪問がございます。また

お伺いさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 加藤武仁元会員が、入院

加療中にも拘らずロータ

リーのことが気にかかり、

息子さんに付き添われ例会

に駆けつけて下さいまし

た。今年1月3日に入院し、

慢性硬膜下血腫(脳と硬膜の

間に血がたまる病気）で8回

の手術を経てのご参加で

す。 

 

［加藤元会員挨拶］ 

 こんにちは。元気に出て

きていますが退院したわけ

ではありません。毎日、ご

飯をたくさん食べて運動し

ているうちに健康になってきています。一昨日91歳の

誕生日を迎えました。おかげさまでこんなに長生きを

させて貰っています。今後も大いに頑張ってロータ

リーのために尽くしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

お客様挨拶 

幹事報告 

ようこそ！！加藤 武仁 元会員 

お元気に立たれての御挨拶 

お元気に立たれての御挨拶 
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会員増強委員長 佐々木 昭 
 

 当クラブでも会員減少に歯止め

がかからず、会員増強が喫緊の課

題です。そして、新会員の推薦は

社会奉仕・国際奉仕を提供する

ロータリーの目標を叶えるために

専門職の精通者・指導者を会員と

して迎えることは極めて重要な事

です。今日は５グループ毎に会員

増強について討議をしていただ

き、今後一ヵ月に一回程度の特別

委員会を開いて全員で増強に向けて取り組んでいきま

しょう。また、6月に行った当クラブアンケート結果

がほぼでき上がってきましたので、酒井幹事から発表

していただきますので、各グループ討議に役立て下さ

い。それではよろしくお願いいたします。 

 

進行役：会員増強副委員長 大西 信也 
 

  

 「クラブフォーラムの進め方」

のタイムスケジュールに沿ってグ

ループ毎に進めていって下さい。 

 

 

 

 

 

 

「アンケート結果報告」：幹事 酒井 宏                                                                                                                

 

  

 6月のアンケートは33名から回答

をいただきました。その中で会員

増強に関する部分をご報告しま

す。詳細はもう少し整理をしてか

ら配付しますので参考にしてくだ

さい。 

 

 

 

～５グループに分かれて皆さん真剣に討論中！！～ 

 

 

第7グループ担当（由仁RC）・ガバナー補佐 

大坂 直人 様 

 

加藤 武仁 様 

 

 おかげさまで病気の方も良くなってきております。

皆様にご心配をいただきありがとうございました。 

 

酒井 宏 幹事 

 

 加藤さんの元気なお姿に感激です。 

 

田中 敬二 会員 

 

①さっしん千歳ひまわり会旅行会（7/28～30稚内・利

尻・礼文）が無事終了しました。 

 

②8月1日にさっしん千歳支店開設60周年を迎えること

ができました。地域の皆様のおかげです。ありがと

うございます。 

 

佐々木 昭 会員 

 

 この度の千歳神社の役員改選により総代長を命ぜら

れました。特に祭典の寄付をよろしくお願いします。 

 

上井 昭一 会員 

 

 家内の三回忌法要にお花を頂きありがとうございま

した。 

 

宮本 伸司 会員 

 

 企業PRとして全国親子クッキングコンテストのご

案内をさせていただきました。 

 

五十嵐 桂一 会員 

 

 先月になりましたが妻の誕生日にお花が届きまし

た。会長自らに配達いただきありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム 

今 回：５４．５％（8月 4日＝30／55、実数） 

確 定：９０．９％（7月21日＝50／55、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

ニコニコＢＯＸ 

本日のニコニコ集計 ８名 １４，０００円 
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スケジュール 

8/19 (金) 夜間移動例会（RAC合同盆踊り例会） 

担当：新世代・ＲＡ、クラブ奉仕委員会 

【11日の振替】 

8/25 (木) 通常例会         担当：職業奉仕委員会 

会員卓話「市議会議長の憂鬱」 

本宮 輝久会員 

9/4 (日) 早朝例会（ＲＡＣ合同早朝清掃例会） 

担当：社会奉仕委員会 

【1日の振替】 

 
 
 

 

クラブフォーラムの模様 

第１グループ 

第２グループ 

第３グループ 

第４グループ 

第５グループ 


