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四つのテスト 

ロータリー財団・ 

米山記念奨学委員会 

      瀧澤 順久 会員  

会長 今村 靜男  

 
 先週はガバナー公式訪問、そし

て翌日の盆踊り例会と多くのメン

バーの参加をいただき、ありがと

うございます。 

 熊澤ガバナーをはじめ、柴田地

区幹事、大坂ガバナー補佐の3名が

ガバナー公式訪問後、「ロータ

リーの森林」をご視察になりました。19年前、クラブ

会員が植林し、毎年、草刈りや下枝払いなど育林に努

めたことにより、今では樹高が10ｍを越え、良く手入

れされた美林を見て感心されていました。これも会員

皆様が育林事業に真剣に取り組まれた結果であると思

います。ガバナーによる現地視察は、1995年12月の北

村ガバナー以来16年ぶり2度目です。 

 盆踊り例会では、千歳ＲＡＣの出店があり、私も何

年か振りに串焼き鳥の焼き手として手伝いをしました

が、昔を思い出して楽しい一日でした。焼き鳥やフラ

ンクフルトは21時前には完売しました。詳しくは、ア

クターの皆さんから報告があるものと思います。会員

皆さんのご協力に感謝します。 

 23～24日の二日間、「花キューピット全国大会」が

ニセコ町東山で行われ、私は新千歳空港での受入れを

担当しました。大会参加者のお迎えを行い、今更なが

ら新千歳空港の広さに気付かされ、足が棒の様になり

ました。ロビーで大会参加者を待っていますと高校生

の修学旅行の団体をはじめ、昨日は「高校ＰＴＡ全国

大会」に参加の方々が来られ、到着ロビーは歳末並み

にごったかえしの状態でした。「暑さ寒さも彼岸ま

で」と言われますが、北海道の暑さはお盆までです。

本州から来られた皆様が風邪をひかずに北海道の大自

然を満喫され、無事に帰られることをお祈りいたしま

す。 

 

【ロータリーの話№4】 

 この度、RI会長からメッセージがありました。 

会長挨拶 

第2650地区 大和郡山RC（奈良県天理市） 

 岡島 三千男（三郷町議会議員） 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会 （９月４日 第９回）早朝例会（千歳神社例大祭後の清掃）      担当：社会奉仕委員会 

＜ＲＡＣ合同＞                  ～千歳神社境内～        
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 私達のロータリー年度が始まりました。今こそ、こ

れまで温めてきた計画を実行に移し、全力で活動する

時です。これから達成する目標は年度の最後にロータ

リーをより良い組織へ導くものとなるでしょう。つま

り、新会員を惹き付け、現会員を維持することです。

そのために３年の会員増強計画を立案することにあり

ます。その要素として以下の４点をメッセージとしま

す。 

⑴地域特有の機会や課題を把握する。 

⑵若い世代の職業人や女性など、より多様性に富んだ

会員を勧誘し、クラブにおける職業分野の幅を拡大

する。 

⑶全地域において会員維持活動を改善する。 

⑷より良い魅力ある柔軟性のあるクラブづくりを実行

する。 

第2650地区 大和郡山RC（奈良県天理市） 

岡島 三千男（三郷町議会議員） 様 

 
 初めて訪問させていただきま

す。奈良の大和郡山RCから参りま

した岡島でございます。大和郡山

市は“金魚”が有名で、先日も

『金魚すくい全国大会』があった

ばかりです。 

 今回、私は奈良県の奈良政策研

究会から「北海道の現状」「中国

資本に買い占められているという

水資源」「北海道経済」等につい

ての情報収集で訪問しております。まず先週土曜日

（20日）に片山ニセコ町長から情報収集したのを皮切

りに、翌日から“よさこいソーラン”の長谷川岳さ

ん、夕張市議会議長の高橋さんにお会いしました。最

後は北海道副知事から現在「外国資本からの土地買占

が阻止できる」ような条例を策定中で、来年3月の議

会にかけて4月から施行予定とのことでした。そのよ

うにいろいろな情報を頂きながら、本日は千歳RCさん

にお邪魔させていただきましたので、よろしくお願い

いたします。 

幹事 酒井 宏 

 
１．8月 18日の「ガバナー公式訪

問」に当たり、会員皆様のご協力

に感謝します。例会後、分収造林

「ロータリーの森林（もり）」を

ご視察いただき、丹治ＰＣが説

明、見事な美林に驚嘆の声を上げ

ておりました。ガバナーの視察に

先立ち、8月11日、平間環境保全委員会副委員長に通

路の雑草刈りをしていただきました。この作業にあ

たり、川端会員の草刈り機を借用しました。川端会

員、機器無償提供ありがとうございます。 

２．ローターアクト出店支援に感謝 

8月19日、夜間移動例会（納涼盆踊り大会）に多く

の会員のご出席をいただき、ありがとうございま

す。ＲＡＣの恒例の焼き鳥、フランクフルト、生

ビール販売の出店での焼き鳥やフランクフルトの焼

き手支援に今村会長、川端会員、酒井幹事が担当、

アクトの後方支援をしました。例会には千歳市長山

口名誉会員をはじめ、ＯＢの川下さん、堺多一郎さ

んの顔も見えました。 

３．佐藤彰二会員の製造部門のヤングプレイン㈱ 代

表取締役社長鍬塚なほみ様のご逝去に当たり、クラ

ブ会長名で弔電を打っております。また、佐藤彰二

会員は、あと１ヶ月程入院とのことです。 

４．本日行われました第８回理事会の内容 

⑴ 地区大会10/16本会議、28名登録、小樽往復移動

は千歳バスを利用 

⑵ 9/15「本宮輝久会員市議会議長就任を祝う会」開

催、多くのご出席を（世話人会対応） 

⑶ 11/6「女性特有のがん受診啓発活動支援ゴルフコ

ンペ」開催予定（社会奉仕） 

⑷ 9/28～30友好クラブ神戸单ＲＣ来千受入れは、社

会奉仕、親睦、ＳＡＡの3委員会対応  

⑸第１０回北海道ローターアクト交流会（11/12～

13）が函館市で開催  

⑹第９回理事会10/6例会前に開催 

⑺ 天皇皇后両陛下北海道行幸啓に伴う千歳市内での

ご奉迎について 

５．９月のプログラム 

9/1 休会（9/4の早朝例会に振替） 

9/4 早朝例会「千歳神社大祭後の清掃奉仕活動」

（ＲＡＣ合同）（社会奉仕、新世代RA）［千歳神

社駐車場5時30分集合］ 

9/8 通常例会 地区役員卓話 地区新世代委員長 

柳孝一氏（新世代ＲＡ）:ANA 

9/15 通常例会 会員卓話｢会員満足度アンケート結

果から｣（Ｒ情報・定款細則）:ANA、ＲＡ第3回定

例会 

9/22 夜間移動例会「丸駒温泉例会」と「支笏湖畔歩

こうか会」（親睦活動、健康） 

9/29 夜間例会「友好クラブ神戸单ＲＣ歓迎例会」

（社会奉仕、親睦、ＳＡＡ）:ANA 

10/6 通常例会 ゲスト卓話「支笏湖自然保護官事務

所 自然保護官 笠原あや氏」（職業奉仕）、理事

会～例会前 

クラブ奉仕委員長 福田 武男 
 

前回の例会で審議し、ご賛同をいた

だいた立法案『クラブの会員身分の

中に終身会員を新設する件』につい

て、誤解や理解不足があってもいけ

ないので補足説明をします。（立法

案は前回第6回例会時に配布資料も

しくは会報第7号を参照） 

 終身会員制度に関しては、多くの

高齢会員から以前より継続して出ていた“声”です。

高齢で現役を引退すれば収入は年金だけで激減し、子

供の世話になり大きな負担となる。また、高齢でなく

ロータリー情報 

お客さま挨拶 

幹事報告 
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とも病気入院等で会合に出て来れなくなる会員もいま

す。過去には、15年以上も会費だけ払い続けた会員も

おりました。この様に収入の面だけでなく、肉体的に

劣ってくると若い時と同じような出席はできなくなっ

てきます。確かにロータリーの要件として①会費支払

②出席③ロータリー誌購読が挙げられます。しかし、

ロータリーは『奉仕の人を創る』のが目的であり、

『お金を払う人を創る』のが目的ではないはずです。

なかなか出てこれないのだから出席面はある程度考慮

し、会費はかからないようにするのが自然体ではない

でしょうか。何十年もキャリアがありロータリーの教

室へ通って勉強してきた方々ですので、RIの名簿にも

地区の名簿にも名前を載せてあげるのが筋ではないで

しょうか。この中間をいっているのがライオンズクラ

ブで、年会費7万円程度です。ただし、地区の会費は

取っているようです。こちらRCはもっと進化させて、

無料ないし2万円程度としたい。皆さん長年ロータリ

アンとして活躍されてきた方々ですので、精神面では

生涯ロータリアン、最期もロータリアンとして見送っ

てもらいたいし、また、皆さんも見送りたいと思って

いるはずです。 

 そういったことをまとめて今回の提唱としていきた

いと思っています。いろいろな考え、思いもあるで

しょうが、他のクラブから問い合わせがあった時とか

で分らないことがあれば、誤解を招かないためにも、

私、福田クラブ奉仕委員長にお問い合わせのうえ回答

していただきたいと思います。 

ＳＡＡ・プログラム委員長  下山 徹哉 

 
 各委員会の皆様へ、お願いですが

「各委員会の計画案」は一ヵ月前に

提出していただければ幸いです。 

 それでは9月のプログラムをお知

らせいたします。 

（記載省略、幹事報告をご参照くだ

さい）            

村田 研一 会長エレクト 
  

 皆様、こんにちは。

貴重な時間の中で、こ

のように還暦を祝って

いただき、ありがとう

ございます。無事、本

日で60歳を迎えること

ができました。これか

ら第２の人生のスター

トとして、健康に留意

して２回目の還暦を迎

えられるよう頑張って

いきます。 

 

 

紹介 職業奉仕委員長 大澤 雅松 

 
 本宮会員の卓話の前に一つだけご

説明させてください。前年度から職

業奉仕委員会の担当例会に於いて

『職業宣言』を朗読しております。

今年度も踏襲して朗読をしてまいり

ます。何故ならば『ロータリーの綱

領』第２の項目について具体的に示

したものが“四つのテスト”であり

“職業宣言”だからです。 

（職業宣言の全文はホームページをご覧ください） 

 

職業奉仕副委員長 本宮 輝久（千歳市議会議長） 

 

 『市議会議長の憂鬱』 

 本日は卓話の機会をいただきあり

がとうございます。題目は『憂鬱』

となっておりますが自ら望んで議長

の責務に就いているので、憂鬱では

ありません。そのため、お話の内容

は憂鬱から逸脱したものとなります

のでご容赦ください。 

 千歳市議会の議長を選ぶ仕組みについてお話しま

す。議長の任期は千歳では２年と決めております。議

長の席は1/25なので多くの人に回るようにとの配慮か

らです。そして、最大会派から議長を、副議長は第２

会派以下からと決めています。まず最大会派の中から

選ばれ、次に各会派の代表が集まる各派交渉会で他会

派から承認されて、初めて本会議に掛かり決定となり

ます。従って、私は今、与えられたチャンスと使命を

果たすべく、議長の職務を最優先に、カッコいい言葉

で言えば、全力を傾けて全うしたいと思っています。 

 次に、よく言われる「議員の定数が是か否か」「議

員の報酬は高いか低いか」について正直な数字でお話

します。自治法の改正で上限定数がなくなり、各自治

体の判断に任されることになりました。一つの目安と

して、議員一人当たりの人口数で見ると、千歳市は全

道平均も近隣市比較でも下回っています。そこで議員

数は暫く様子見とし、むしろ議会改革により「議会、

議員」の質を高めていくのが先決であると、私は思い

ます。報酬面は、近隣市比較は若干高く、全国平均か

ら見ると若干低く、そういう面では妥当な数字です。

しかし、報酬手取り額で見ると議員専業で家族を養っ

ていくことはできません。そこで、市民負担を増やさ

ずに報酬を上げるには、定数を更に下げたらどうかと

いう議論も、しばし起こるところです。この問題は、

これから議論を深めていかなくてはならない問題で

す。ちなみに、議員報酬は１年生議員も10年生議員も

同一で、今年７月からは議員年金も廃止になり、将来

の保障が全くなくなりました。先般、江別に行った

ら、1/3が女性議員でいた。何故かと聞いたら、「家

族を養う男は今の報酬では食べていけないが、配偶者

のいる女性の方が収入面から議員になりやすい」と自

嘲気味に語ってくれました。笑えない現実がここにあ

ります。 

会員卓話 

委員会報告 

還暦のお祝い！ 

皆に祝ってもらえて満面

の笑み!(^^)!ケーキには

“おれは村田だ！60才”

のプレートが・・・ 
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 さて、議長に就任してからは、同じ議員ですが仕事

の内容は天と地ほど変わりました。通常の本会議で会

議を仕切ったり、行事に出席して挨拶するとかといっ

た仕事のほかに沢山の役割があります。まず、「全国

市議会議長会基地協議会」の会長です。これは、米軍

や自衛隊の基地を抱える全国187市町村のトップです

から重責で多忙です。東京での会議のほか、全国を８

部会に分けており、部会の総会があるたびに、会長へ

招待があり、出席・挨拶をしてきます。また、予算確

保のために総務省、防衛省、民为党への陳情もありま

す。 

 そのほか、「全国市議会議長会」「北海道市議会議

長会」「全国民間空港所在都市議会協議会」「北海道

市町村振興協会」「石狩東部広域水道企業団議会」

等々の会議がたくさんあります。 

 また、千歳市の卖独要望というのもあって、基地、

空港の予算、更には自衛隊の体制維持等の実行運動の

ために、防衛省、国土交通省、民为党およびそれらの

北海道の出先機関へ行きます。 

 そのようなわけで、出張がたいへん多くなりまし

た。全国あちこち行けて、その土地の名物や旨いもの

が食べられていいように思われますが自由時間は全く

ありません。出張の時は必ず議会事務局長が同行する

し、どこか足を延ばして寄り道をしたくともできな

い。札幌に行くにしても公用であれば公用車のため寄

り道は不可。そんな訳で、今は、ひたすら仕事に励ん

でおります。 

 また、逆に、全国の議会の行政視察受け入れがあり

ます。夏場の北海道は人気スポットで、特に防災学習

センターは今回の震災以降、全国から注目されていま

すし、ちとせっこセンターも人気です。 

 私は、議長になる時に、「議会改革をやる」といっ

て出ました。何故かというと、現状では議会の役割、

議員の仕事が良く市民に理解をされていない。議員自

身も惰性に流されて十分にその役割を果たしていない

と思うからです。その結果として、議員の数をもっと

減らすべきだ、報酬が高すぎるといったことが、始終

聞こえてくるわけです。では、どのように改善するか

ということですが、地方自治法で議会の権能と役割が

キチット決まっています。まず、議会での論議を活性

化させて、その職責を果たしていくことが第一、第二

に、市民に議会として説明責任を果たしていく。そし

て、市民に最も近い存在なのだから、もっと市民の声

を吸い上げて市政に反映させなければならない。その

ためには議会報告会や市民との意見交換会を定期的に

開催して市民と対話する必要がある。そういったこと

で、議会改革をやらなければならないと思うわけです

が、議会というものは議員一人ひとりが社長みたいな

もで、合議制の機関ですから、議長が言ったから、ハ

イそうですかと、規則も申し合わせ事項も一存で変え

られる訳ではありません。そこで、現在は「議会運営

委員会」で千歳市議会として、どういったところから

改革を進めていくかを話し合っています。五十嵐桂一

議員もその有力な一員として頑張ってもらっていま

す。 

 以上のように、議長が全て決められる訳ではありま

せんが、改革ののろしを上げて、その取り組みを開始

できたということで、私は良かったと思っています

し、今後一定の成果を見られるよう頑張っていきたい

と思っています。 

 ロータリーの皆さんからもいろいろなことを学ばせ

て頂きました。それらのことに心から感謝をして卓話

を終了させていただきます。  

 （会員卓話の全文はホームページをご覧ください） 

 

今 回：６７．３％（8月25日＝37／55、実数） 

確 定：７４．５％（8月18日＝41／55、 

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 １５名 ３７，０００円 

第2650地区 大和郡山RC 岡島 三千男 様 

 

今村 靜男会長、藤本 敏廣副会長、酒井 宏幹事 

 ガバナー公式訪問の記事を千歳民報に大々的に載

せていただきました。ありがとうございました。 

福田 武男 会員                                                                                                                        

 村田研一エレクト、本日８月26日が誕生日で還暦

ですね。誠におめでとうございます。 

村田 研一 会員 

 思いがけず、還暦祝いをしていただき本当に嬉し

いです。ありがとうございます。 

中山 和朗 会員 

 先日、家族全員で温泉にて、私の古希の祝いをし

ました。紫のチャンチャンコに帽子で「我が人生に

悔いなし」と語れた自分は幸せです。 

大西 信也 会員 

 会員増強委員会の連絡係ですが、22日に“えど

や”に於いて会員増強委員会第２グループの会議を

開きました。7名の出席をいただきました。因みに

チーフは齊藤博徳さんです。 

瀧澤 順久 会員 

①久し振りの出席で四つのテストまで唱和いたしま

した。 

②馬券が当たりました。 

③一ヵ月に及んだ千歳市民夏祭りが無事終了しまし

た。実行委員長を務めさせていただきました。皆

様、たいへんありがとうございました。 

羽山 昇蔵 会員 

 8月19日（金）にインターゴルフ場で行われた木

曜会で優勝しました。 

五十嵐 宏 会員 

 同じく、当日の馬券が当たりました。 

長澤 邦雄 会員 

 木曜会で準優勝することが出来ました。（ダブル

ぺリアのお陰です）←ご本人は謙遜しています 

武石 忠俊 会員 

 インター木曜会で38,36,74で回りました。（エイ

ジ・シュートの更に3アンダーです）←事務局強制 

菅原 正行 会員 

 盆踊りＲＡ出店に今村会長、酒井幹事をはじめ多

くの手伝いをいただき、ありがとうございました。 

本宮 輝久 会員 

 本日は拙い話を聞いていただくことになっていま

す。ありがとうございます。 


