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四つのテスト 

クラブ奉仕委員長 福田 武男  

のため札幌RCの例会に出席できないということですの

で、メーキャップとしてご出席いただいております。

当クラブの例会にご遠慮なくお越しください。お待ち

しております。 

 早いもので今月最後の例会となりました。私にとっ

て緊張の連続ですが、なんとか皆様のご協力により乗

り切ることができています。 

 先週の夜間移動例会でお話する予定でしたが、それ

は「なでしこジャパン」のワールドカップ優勝の快挙

です。過去に一度も勝ったことのないドイツやアメリ

カを破っての優勝ですので、そのうれしさは人一倍で

した。暗いニュースが多い昨今、東日本大震災で被災

された方々にも新たな勇気を与えてくれたものと確信

します。 

 今回の例会から、それぞれの委員会が活動計画に基

づき貴重な例会時間を使いメンバーに有意義な情報提

供をしていきますので、無駄にしないで活用して下さ

い。 

幹事 酒井 宏 

 
 神戸单RCの来千日程は、9月28～30

日までの3日間です。詳細は、これか

ら神戸单RCの阪本会長、平岡幹事と連

携を密にして協議することにしていま

す。 

 地区大会開催案内と登録について地

区からの要請がありました。本会議

は、10月16日に小樽市民会館で行われ

ます。入会３年未満の会員は、原則出席義務となって

います。多くの方の登録をお願いします。 

 8月18日は「ガバナー公式訪問」です。例会には全

会員のご出席をお願いします。「会長・幹事会」「ク

ラブ協議会」の後に、12時30分から通常例会となりま

す。例会後は、分収造林「千歳ロータリーの森林」の

視察を予定しています。 

会長挨拶 

 

札幌ロータリークラブ 

 

北海道空港㈱代表取締役社長 

山本 邦彦 様 

 

 

 

 

 

 

会長 今村 靜男  
 

 本日は、先般、新装オープンしまし

た北海道空港㈱社長の山本邦彦様にビ

ジターでお越しいただいております。

山本様は当クラブの親クラブでありま

す札幌RCの会員ですが、お仕事が千歳

本日の例会 （８月４日 第５回）通常例会「クラブフォーラム」         担当：会員増強委員会 
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 次回の規定審議会に提案する立法案をクラブとして

協議する時期です。会員の高齢化が進む中で「永久会

員制度の導入」を提案する方向で、地区と連携を密に

して地区大会に上程できるよう考えています。 

福田会員（医療法人社団 北楡会理事長）から 

特別寄付金(3万円)が今村会長へ 

 

福田 武男 会員 
 先日のファミリー杯ゴルフコンペに参加いただいた

方々、どうもありがとうございました。今回、恵庭か

らもたくさんの方に参加いただきまして、例年どおり

３クラブで三等分しまして、尐額ですが寄付させてい

ただきました。 

会員増強委員長 佐々木 昭 
 

 8月4日は、会員増強委員会が担当す

る例会です。その時に向けて今から準

備しておいてほしいことが２、３点あ

ります。会員がある程度確保されない

と運営面で非常に支障をきたすという

ことがあり、これは懸案事頄でもあ

り、長期計画の第一番目の目標が「会

員増強」であります。55名の会員全員で、これに取り

組んでいきたいという方向付けをさせていただきまし

た。 

 8月4日の例会は、30分程度で「クラブフォーラム」

を実施させていただきます。昨年も同様のことをして

いますが、今回はより具体的に、実効性のある内容に

したいということで、新会員の推薦をしていただきま

す。市内に働く専門的な知識を持った人、あるいは経

験豊富な優秀な指導者的な方々を是非推薦していただ

き、会員になっていただくお膳立てをしていただきた

いと思います。 

 同僚・友人・知人をクラブが実施している例会、木

曜会などに積極的にお招きする、もう一つは、クラブ

の歴史、奉仕プロジェクト、親睦活動等をパンフレッ

トにして渡すといった地道な活動が必要でないかとい

う話をさせていただきます。 

 会員同士で話し合うこと、ロータリークラブのこと

を他の組織の方にも良く知っていただくことが大事だ

という発想からこの内容をまとめましたので、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 

 
 8月の例会について報告いたしま

す。 

 4日は、佐々木委員長から今話があ

りましたとおり、通常例会「クラプ

フォーラム」を行います。 

 11日は、19日の夜間例会の振替休会

といたします。18日は「ガバナーの公

式訪問」がありまして、会長・幹事を含めた懇親会、

通常例会を行います。 

 19日は夜間移動例会として「盆踊り」を、新世代・

ＲＡとクラブ奉仕委員会が担当となりますが、ＲＡＣ

のメンバーが尐ないので、お手伝い可能な方は菅原委

員長まで申し出いただくと幸いです。 

 25日は、通常例会で職業奉仕委員会が担当となりま

す。卓話は、会員から初めて市議会議長に就かれた本

宮会員から「市議会議長の憂鬱」と題してお話を伺う

こととなっております。 

札幌ロータリークラブ 

北海道空港㈱代表取締役社長 山本 邦彦 様 
 

 北海道空港㈱の山本でございます。

実は私、先ほど紹介いただきました

が、札幌ロータリークラブに今年4月

から所属しておりますが、何分毎週水

曜日の例会への参加が難しく、千歳

ロータリークラブにいつもメーキャッ

プをさせていただき、誠にありかどう

ございます。 

 私は、昨年6月30日付けをもって、北海道空港にお

世話になっております。昨年3月から、国際線ターミ

ナルが開業いたしまして、先般7月15日をもって国内

線第１期工事を完成いたしました。 

 15日のオープンから3連休には、多くのお客様にお

越しいただき、たいへんありがたく思っております。

また、物販・飲食は、これまでの106店舗から123店舗

となりました。さらに、現在第２期工事を進めており

まして12月初めにグランドオープンいたしますが、こ

れで168店舗に増えます。 

ファミリー杯ゴルフコンペから米山記念奨学

会への寄付金の贈呈 

委員会報告 

お客様挨拶 

リアンでの食事風景 
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 今までは、空港は飛行機にお乗りになる方に利用し

ていただく施設でしたが、これに加えて地域の皆様に

も楽しんでいただける施設にしていきたいと考えてお

ります。是非、温泉もシネマもございますので、地域

の皆様にご利用いただければ幸いです。地域の皆様に

楽しんでいただけるような快適な空港ビルを目指して

これからも努力してまいりますので、ご利用よろしく

お願いいたします。 

 先ほど今村会長から、夜間例会にお誘いを賜りまし

た。是非、皆さんと親睦を深めさせていただければと

思っておりますので、これからもどうかよろしくお願

いいたします。本日は、どうもありがとうございまし

た。 

ロータリー情報・定款細則委員会 

武石 忠俊 会員 

 
 皆さん、こんにちは。２週間程前

に、酒井幹事から「駒里の現状と今後

の展望」について話をしてほしいとい

うメモをいただきました。酒井幹事の

字が達筆で、「展望」という字が分か

りにくかったわけですが、それくらい

駒里の展望についても分からない状況

になっております。 

 千歳の開基は136年ですが、駒里は開基125年という

ことです。駒里小学校100周年の記録を見ますと、明

治7年と42年には、樽前山の大噴火の記録が載ってお

ります。どういう状況であったか分かりませんが、駒

里地区にもいろんな影響があったんだろうと想定して

おります。 

 私共の生活に関する情報としては、昭和25年に開拓

地として駒里が設定されまして40戸が入りました。私

が入植しましたのは昭和30年です。火山灰が1ﾒｰﾄﾙも

あって、何が適地適作なのかとわからない状況で開拓

に入ったわけです。したがって、適地適作を模索する

のが日常でありました。 

 地力がないことから、畜産を主とした生活形態を模

索したわけです。国の制度として生後6ヵ月くらいの

牛を貸してもらい、それを育てて将来自分の糧にする

という流れで話が進んでいたわけです。道庁にお願い

して、いかにたくさんの貸与牛を駒里地区に持ってく

るかということを、本当に一生懸命に頑張った時代が

あります。  

 その後、大学や競馬場を誘致したことがありました

が、一般的には酪農ということで、豚や鶏を養ってき

たわけです。養鶏は昭和38年からで、41年には大規模

な養鶏場が点在するようになっております。 

 昭和56年には、語らなければならないことがありま

す。皆さんご承知のとおり、放水路のことでありま

す。8月頃に大水害がありましたが、石狩川の治水が

進むとともに、千歳川から石狩川に全然水が入らなく

なったという実態を踏まえて、これは太平洋に流すし

かないという選択をして、昭和59年には駒里に放水路

を通すので協力いただきたいと申し入れがありまし

た。国の河川審議会を通じて了解を取って、さらに閣

議決定をして正式な申し出として私共にきました。 

 しかし、平成11年8月に開発局長から「困難であり

ます」という通知があり、駒里の人たちにどれくらい

影響を与えたかということですが、一言で語っても理

解できないと思いますので、ここに書類を持ってきま

した。その後、駒里対策協議会を設立して、さまざま

な対応をしてきました。 

 駒里の農家の経営状態は惨憺たるものになりました

が、農地は農地法により自由に売買できない。千歳の

場合、2町歩が最低の農地という規定があります。そ

れで、1反（300坪）で農地として売れるように国にお

願いして、特区の認定をいただきましいた。 

 まだまだ話したいことはたくさんありますが、時間

がきましたのでこれでやめますが、駒そば亭も地域の

ためになればいいと思って頑張っておりますので、皆

さんにご協力を賜りたいと思います。今日はどうもあ

りがとうございました。 

たくさんの資料を持参し、熱弁をふるわれ、 

一同聞き入りました 

○会員増強の秘策を協議 

 会員増強委員会（委員長 佐々木昭）では、7月27日

「なごみ」において委員会メンバー5名に藤本副会

長、酒井幹事の7名で、第2回の委員会を開催した。 

 委員会では、会員数の減尐傾向にあることから「会

員増強」を当面の重要課題として活動をしているが、

より具体的な活動と新会員確保のために8月4日の担当

例会において「会員増強フォーラム」を開催すること

とした。会員候補の掘り出しと絞り込み、勧誘を行う

卓話 

会員増強委員会の開催 

出席者：小笠原・藤本・佐々木(昭)・ 

        上井・佐藤(秀)・大西の各面々[敬称略] 
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ために全会員を5プロジェクトチームに分けて、クラ

ブ一丸となって「増強運動」を展開することとした。 

 

（記録・撮影：幹事 酒井 宏) 

 第6回理事会が、7月28日の例会前にリアンで開催さ

れた。審議事頄は、⑴8月の例会について ⑵友好クラ

ブ神戸单RC来千日程の概要説明 ⑶2011～12年度地区

大会開催には、入会3年未満の会員は出席義務者を含

め、多くの会員の登録を要請すること ⑷11日には

「第2回私は忘れない日」街頭活動への協力要請 ⑸予

算書を提示し、理事の了承 ⑹当クラブから規定審議

会への立法案の提案 について協議を行った。次回、

第7回理事会は、8月25日11時、ANA例会場で開催。 

 

(記録：幹事 酒井 宏) 

齊藤 博徳 会員 

 会報に写真が何枚も載っていました。改めましてよ

ろしくお願いいたします。 

 

宮本 伸司 会員 

 今年度最初の親睦活動委員会担当の夜間例会、無事

終わりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

五十嵐 桂一 会員 

 遅くなりましたが、7/11の街頭募金、ご協力ありが

とうございました。 

 

田中 敬二 会員 

 25日（月）の千歳民報に「さっしん千歳ひまわり

会」ビール会を大きく載せていただきました。あり

がとうございます。今、稚内です。 

 

福田 武男 会員 

①7月17日、恒例のファミリー杯、楽しく終了するこ

とができました。 

②7月19日、石川遼君のお父さま石川勝美氏の講演会

が無事終了いたしました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

髙橋 都 会員 

 先日の夜間例会の二次会にたくさんお集まりいただ

き、ありがとうございました。とても楽しかったで

す！！ 

 

大澤 雅松 会員 

 山本社長、千歳ＲＣへようこそ！千歳民報では昨日

27日から毎週水曜日に空港の新しい見所紹介企画を

始めました。地域とともにある空港を！ 

 

山本 邦彦 様 

 新千歳空港ビルが7月15日にリニューアルオープン

をいたしました。皆様のご利用をお待ちしておりま

す。 

 

村田 研一 会員 

 千歳ＲＣ会報に、たくさん笑顔の写真が載っており

ました。 

 

酒井 宏 幹事 

 妻の誕生日に妻より美しい花を頂きました。感謝し

ます、妻にも・・・ 

 

中山 和朗 会員 

 東北六魂祭に行ってきました。飛行機から見える車

のガレキの山、柱しか残っていない建物、大震災の

物凄さをまざまざと感じ、翌日は黙祷で始まり、被

災された子供の鎮魂の願いを込めたナレーション、

突然「ドーン！」と胸に響く太鼓の音で始まる祭囃

子と勇壮な山車の後のビールは最高でした！！ 

 
今 回：７３．９％（7月28日＝34／46、実数） 

確 定：７４．５％（7月14日＝35／47、 

うちメーキャップ2名） 

出席率 

ニコニコＢＯＸ 

本日のニコニコ集計 １１名 １６，０００円 

第6回理事会の開催 

スケジュール 

8/4 (木) 通常例会「会員増強クラブフォーラム」 

担当：会員増強委員会      

8/11 (木) 振り替え休会、19日夜間移動例会 

  「第2回 私達は忘れない日・東日本大 

 震災」街頭活動 

8/18 (木) ガバナー公式訪問           担当：三役 

・会長・幹事懇談会 

・クラブ協議会 

・クラブ例会 

・「ロータリーの森林」視察 

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 

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 (木) 早朝例会（ＲＡＣ合同早朝清掃例会） 

担当：社会奉仕委員会 


