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会長 今村 靜男  
 

 9月4日の早朝清掃例会は生憎の

雨の中、多くの会員の皆さんはじ

め、千歳ローターアクトの方々と

行いました。たいへんご苦労様で

した。 

 台風１２号の影響で日本各地に

おいて過去には類を見ない程の被

害が出ております。十勝地方では

収穫前の畑が水没し、農家の落胆

した声を聴きますと、3月11日の

東日本大震災、そして今回の水害とまざまざと自然の

力の恐ろしさを実感されているのは私だけではないと

思います。今日は９月に入ってから初めての秋晴れ

で、清々しい気持ちなのは皆様も同じではないでしょ

うか。 

 去る3日、登別市において生花店を営む方々が集ま

る北海道大会がありました。その式典に来賓でご出席

されました登別市長が、東日本大震災以来、風評被害

で外国人観光客が激減しており、厳しい状況にあると

悲痛な訴えをしておりましたことが耳に残っておりま

す。震災はもとより、今回の台風被害からの一日も早

い復興を野田新政権にお願いしたいものです。 

 今日は地区新世代委員長の柳 孝一氏のゲスト卓話

です。次世代を担う若者をどの様に育てていくか貴重

なお話が聞けるものと期待しています。どうぞよろし

くお願いします。  

幹事 酒井 宏 
 

1.友好クラブ神戸单RCから来千日程・人数の連絡があ

りました。総数は17名（うち1名は阪本豊起夫人）。

ゴルフには28日6名、29日15名、30日5名が参加され

お客様紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会 （９月１５日 第１１回）通常例会           担当：ロータリー情報・定款細則委員会 

                ～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 
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“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  

～ ９月は新世代のための月間 ～ 

２０１1年～２０１2年度 

第１０回（通算２１８２回）例会報告 

 
日時：２０１1年９月８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 

担当：新世代・ローターアクト委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

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

幹事報告 

四つのテスト 

健康委員長 長澤 邦雄 

会長挨拶 

第2510地区 

新世代委員長 

柳 孝一 様 

（札幌幌南RC） 

千歳セントラルRC 

直前会長 坂井 治様 
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ます。29日の歓迎夜間例会には

16名のご出席をいただきます。 

2.本宮輝久会員の「千歳市議会議

員就任を祝う会」を、15日18時

30分よりＡＮＡクラウンプラザ

ホテル千歳において開催しま

す。 

3.熊澤隆樹ガバナーから「公式訪

問」に関連して会長宛に礼状が

届いておりますので、会報で紹

介します。また、北海尐年院、紫明女子学院からも

礼状が届いていますので、例会中に回覧します。 

4.9月21日、千歳中央LC認証29周年記念例会の招待状

が来ています。会長・幹事が出席予定です。 

5.岩崎暉久PCのご様子をお伺いしましたら、体調は良

いが、もう尐し休まして欲しいとのお話でした。会

員の皆さんも体調管理を！ 

千歳セントラルRC 直前会長 坂井 治 様 
 

 まずは、7月末に行われました

『いけまぜ夏フェス』を無事終了

させることができました。皆様の

ご協力に感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 本日は、またのお願いで恐縮で

すが、10月9日開催予定のブルー

フ ァ ミ リ ア“さ わ や か チ ャ リ

ティーコンサート”チケット購入

のお願いに参りました。今年は入

場料の一部を東日本大震災で被災された視覚障がい

者に寄付をします。さらに当日会場にて家庭や職場

で眠っている”本”の寄付を受け付け、被災地支援

として贈る予定です。こちらのご協力もよろしくお

願い致します。素晴らしいコンサートですので、買

われるだけでなく、是非ご来場され聴いていただき

たと思います。コンサートの内容は、ブルーファミ

リア代表の目黒さんにご説明していただきます。 

 

ブルーファミリア代表 目黒 達也 様 
  

 例会の貴重なお

時間をいただきあ

りがとうございま

す。ブルーファミ

リアは35年前にこ

の千歳で誕生した

音楽バンドで、メ

ンバー全員が視覚

障がいを持ってい

るバンドです。35

年の歴史とともに全国へ活動の輪が広がり、障がい

者自らが社会へ恩返しをしようとの精神の下、心を

一つにして頑張っております。バンドメンバーは15

名で、平成9年からは視覚障がい者劇団『睦（むつ

み）』の20名が加わり、健常者の応援スタッフも入

れると総勢60名でのチャリティーコンサートになり

ます。  

 今年は結成35周年の記念ということもあり一同張り

切っております。第１部、２部をコンサート、第３

部を劇で構成しましたのご期待ください。障がい者

が自立・自活する姿を示すことによって、社会に勇

気と希望を、そして励ましのメッセージを贈れれば

良い社会ができていくのではと思っております。 

かつて日本では、障がい者は「寄付を受ける、何か

をしてもらう」のが当たり前の社会でした。しか

し、我々は35年前から「障がい者でもできることは

ある」と、この活動を展開してまいりました。その

甲斐あって年々評価をいただき、700～800名程のお

客様にご来場いただけるようになりました。今後

は、何とか1,200名で会場を満杯にしたいと頑張って

おりますので、皆様のご協力とご支援をよろしくお

願いいたします。 

  

 

  

               

 

 

 

 

 

国際奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 千歳ＲＣは、今年で創立44年に

なります。その間、先輩会員が額

に汗して地域に根差した活動を展

開してきました。新たに「ピンク

リボン運動チャリティーゴルフコ

ンペ」や「女性特有のがん撲滅啓

発支援活動」、「私達は忘れない

東日本大震災」街頭活動などが加

わりました。過去には多くの活動

がありましたが、会員の記憶から忘れられた活動も

あるかと思います。为な活動を紹介します。 

 その一つは、植林・植樹事業です。千歳市の木は

「白樺」ということで、クラブ創立時から東雲町の

グリーンベルト、北進小中学校、青葉公園、旧警察

署庁舎、千歳川等に延べ7年で400本ほど植樹してい

ます。1979年には創立10周年、千歳開基100周年で泉

沢市民公園に「ロータリーの森」を造成、桜40本、

つつじなどを植樹、1985年には千歳市民文化セン

ター前に丹治PCの配慮で樹齢350年の「いちい」を記

念樹としてロータリアンの手で植樹、1991年には紫

明女子学院の校庭に桜、つつじなど102本、1992年に

は分収造林「ロータリーの森林（もり）」にアカエ

ゾ松7,820本を植樹、1993年には千歳市民スポーツセ

ンター前に桜、桂など180本を植樹、2006年には道の

駅「サーモンパーク」に不老長寿の樹・ハスカップ

花壇を造成しております。分収造林「ロータリーの

ブルーファミリア（10月9日）のご案内 

奥様（左）と目黒代表（右） 

後援会リーダーの和田さん 大澤会員も後援会員です 

ロータリー情報 
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森林（もり）」とスポーツセンター前の桜並木は、

毎年、早朝例会で下草刈りなどをしています。 

 その二つは、清掃などの地域環境ボランティア活動

です。1979年からの「早朝清掃」と1990年からRACと

合同で行っています千歳神社例大祭後の早朝例会を

継続して実施しています。過去には、千歳川清掃活

動支援（1971年から5年間）、支笏湖畔ポロピナイ清

掃活動（1972年から8年間）、道々支笏湖公園線20キ

ロ清掃活動（1976年から8年間）も行っていましたが

今では中止となり、現在の千歳市内での清掃活動の

みとなっています。 

 その三つは、国際支援活動です。1992年に单アフリ

カに千歳消防本部の中古消防自動車を寄贈、2002年

には千歳セントラルRCと合同でスリランカに「医療

用ベッド」を90台寄贈、2003年には佐藤秀雄ガバ

ナーの年度にスリランカの学生に自転車を贈る事業

で自転車853台、オルガン32台を贈っています。 

 その四つは、クラブの周年事業です。詳しくは、記

念誌「40年のあゆみ」に記述されています。10周年

（1978年）には千歳市スポーツセンターにブロンズ

像と演台、20周年（1988年）には千歳市立図書館に

ステンドグラス、30周年（1998年）には千歳市に福

祉車「やませみ号」を、40周年（2008年）には事業

として3件ありますが、その一つとして、千歳地区交

通安全協会に「交通広報車」1台を寄贈しています。 

 （紙面の関係で一部省略して掲載いたしました） 

社会奉仕委員長 五十嵐 桂一 

 
1.9月4日（日）の早朝例会「千歳

神社の清掃活動」は雨の中、早

朝からお手伝いをしていただき

ありがとうございました。おか

げさまで無事終了いたしまし

た。 

2.次の11日（日）は、毎月11日の

「私達は忘れない東日本大震

災」の街頭活動を「おはよう橋

マラソン大会」に合わせて、陸上競技場前にて11時

から行いますので、よろしくお願いいたします。 

3.26日（月）の「秋の全国交通安全セーフティーコー

ル」を行います。集合場所は文化センター前駐車場

で、啓発場所は道道早来千歳線です。いつも通り

ロータリーの帽子を着用してください。 

 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

 9月22日（木）、丸駒温泉での夜

間移動例会と支笏湖畔を歩く『歩

こうか会』を開催します。現在時

点で例会20名・宿泊8名の申し込み

ですが、締め切りは14日ですので

多数のご参加をお待ちしておりま

す。 

 

 

会員増強委員長 佐々木 昭 

 
  まず、4日は広い神社山を清掃

していただきありがとうございま

した。 

 会員増強に関しては、グループ

毎に委員会を開いていただき、そ

の報告書があがって来ておりま

す。グループ間でばらつきがある

ものの、たくさんの候補者が挙げられ、重複している

方も散見されます。早めに委員会を開いて交通整理を

し、会員加入への実践活動に移りたいと思いますの

で、ご協力よろしくお願いします。 

 

職業奉仕委員長 大澤 雅松 
 

 前回（8月25日）の通常例会で

は、当委員会本宮副委員長の卓話

『市議会議長の憂鬱』をたくさん

の会員に聴いていただき、ありが

とうございました。次回の担当例

会である10月6日（木）のゲスト卓

話は、支笏湖自然保護官事務所 自

然保護官 笠原綾氏の予定です。こ

れから夜間例会が多く、報告がで

きないこともありますので、早 

         めにお伝えしておきます。 

2510地区新世代委員長 

柳 孝一 様（札幌幌南RC）  

 

～新世代月間に寄せて～ 
 

 2010年手続要覧によると、「新

世代のための月間」に関して、次

のとおり記載されています。 

 年齢30歳までの若い人の育成を

支援するすべてのロータリー活動

に焦点を当てるために、9月は「新世代のための月

間」に指定されている。ロータリー・クラブは、「各

ロータリアンは青尐年の模範」（Every Rotarian an 

Example to Youth)という標語を、「新世代の為の月

間」中のクラブ会報や広報資料に使うよう奨励されて

いる（ロータリー章典40.060.1.）。 

 私自身が「青尐年（新世代）の模範」になっている

かどうか、甚だ疑問ではありますが、そうなるよう心

がけ、新世代に接してまいります。 

 新世代のためのＲＩ常設プログラムはインターアク

ト、ローターアクト、青尐年交換、ロータリー青尐年

指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）があります。 

 今年4月に行った地区協議会では数年ぶりに新世代

部門の分科会が行われました。これは、2010年5月に

行われた規定審議会で「第五奉仕部門、『新世代奉

仕』を加える件」が承認され、標準ロータリークラブ

定款が改正されたことによります。実際の改定内容で

すが、四大奉仕部門が五大奉仕部門に変わり、「奉仕

の第五部門である新世代奉仕は、指導力養成活動、社 

委員会報告 

ゲスト卓話 
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会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの

参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ

ラムを通じて、青尐年ならびに若者によって、好まし

い変化がもたらせることを意識するものである」とい

う文言が追加されました。ロータリーは新世代奉仕を

ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な基準

に入れたということであります。 

 さて、今年の地区協議会で新世代の分科会を開催す

るにあたり、インターアクト・ローターアクト・青尐

年に関わっているクラブと、そうでないクラブとの間

で、新世代に対する温度差がある前提で分科会に臨み

ましたが、事前に行ったアンケートで、各クラブがス

ポーツ大会、文芸・教育的プログラムなど運営・後援

等を行っていて、十分に新世代奉仕活動がクラブに根

付いていることを改めて知りました。 

 10月15、16日に行われる地区大会で新世代を対象に

した平行プログラムが行われます。宿泊を入れたプロ

グラムでＲＹＬＡを模したような内容を考えていま

す。詳しくは地区大会実行委員会にお問い合わせ下さ

い。ロータリアンの参加を歓迎いたします。 

 今年度は新世代に特段のご理解を示していただいて

います熊澤ガバナーの下、新世代奉仕活動が充実でき

るよう、微力ながら尽力します。 

 最後に、本日紹介したロータリーの友9月号ＲＩ会

長メッセージを再度、熟読いただけると、新世代の必

要性がさらに理解できることと存じます。 

 9月11日、11時から千歳民報社为催の『第22回千歳

おはよう橋国際マラソン大会』で賑わう千歳・青葉陸

上競技場入口前において、社会奉仕委員会（五十嵐桂

一委員長）为管の「第３回私達は忘れない東日本大震

災」街頭活動を会員６名、家族1名の参加を得て行わ

れました。 

 今回は、「おはよう橋マラソン大会」参加者をはじ

め、応援に駆け付けた方々に「未曽有の東日本大震災

も今日で６ヶ月が経ちました。日頃から備えが大切で

す。」と呼び掛けを行いました。 

参加者：五十嵐桂一、大澤雅松、酒井宏、菅原正行、

田中敬二、宮本伸司会員と菅原会員の長女瑠珠ちゃん

の7名。   （記録・撮影：酒井幹事、田中会員） 

 熊澤ガバナーから、公式訪問時の礼状が会長宛に

届きました。当クラブの活動をお褒めいただいてお

り、今後のクラブ運営の支えとなることから、全文を

紹介いたします。 

 

前略 おかげ様で無事、公式訪問を終えることができ

ました。ありがとうございました。貴クラブのクラブ

運営は当地区のお手本ともいえる活動をされているこ

とを見せていただきました。特に、ロータリーの森林

の見学は忘れられないものとなりました。先人の思い

が詰まっていると同時に、後に続く方々が見事にそれ

を継がれていると感じました。地域に対する深い愛情

を感じました。そして、沢山の資料をいただきまし

た。大切にいたします。           草々 

 

今 回：６９．１％（9月 8日＝38／55、実数） 

確 定：６９．１％（8月25日＝38／55、 

うちメーキャップ1名） 

出席率 

 

熊澤ガバナーからの礼状紹介 

第３回「私達は忘れない東日本大震災」 

ニコニコＢＯＸ 

千歳セントラルRC 直前会長 坂井 治様 

 ブルーファミリアさわやかチャリティコンサートチ

ケット購入（65枚）のご協力に対してのお礼です。 

佐々木 金治郎 会員 

 昨日の大雨で皆様にたいへんご心配をおかけいたし

ました。雨のお陰で天然露天風呂が30cmくらい増え、

立ち湯になりました。 

村田 研一 会員 

 9月2日に『ジャンボ羽山・おれが村田だ!!氏』の還

暦記念ゴルフコンペが、ちとせインターゴルフ場にて

開催されました。たくさんのご参加ありがとうござい

ました。 

宮本 伸司 会員 

 8月19日の市民盆踊りに北ガスチームとして初めて

参加し、アイデア賞を頂きました。 

大澤 雅松 会員 

①妻の誕生日にお花をありがとうございます。 

②ブルーファミリアの坂井さん、目黒さん、ようこ

そ！ 

平間 和弘 会員 

 9月2日のインターゴルフ場で行われた『ジャンボ羽

山・おれが村田だ!!氏』の還暦記念ゴルフコンペで、

ハンデキャップに恵まれ優勝させていただきました。

立派な賞品を頂きありがとうございました。 

長澤 邦雄 会員 

 ロータリーで初めて『四つのテスト』の唱和をさせ

ていただきました、 

酒井 宏 幹事 

 またまた、千歳民報に顔が出ました。有名人になり

つつあります。 

五十嵐 桂一 会員 

 柳委員長に久し振りにお会いできて、たいへんうれ

しく思っております。 

佐々木 昭 会員 

 （祭典委員として）生憎の雨続きではありました

が、無事、千歳神社例大祭が終わりました。多額のご

寄付、たいへんありがとうございました。 

本日のニコニコ集計 １０名 １７，０００円 

スケジュール 
9/22 (木) 夜間移動例会(丸駒温泉旅館) 

支笏湖畔を歩こうか会 

9/29 (木) 夜間通常例会「友好クラブ神戸单ＲＣ合

同例会」 

10/6 (木) 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 笠原綾氏 


