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○小樽で地区大会開かれる～千歳RC 28名登録              

  

 2011～12年地区大会は、10月15・16日、小樽市民会

館及びグランドパーク小樽において登録者数1600余名

が参加して行われ、当クラブから28名の登録・参加し

ました。 

 大会決議案上程では、当クラブ提案の「決議第12号

～2013年の規定審議会に制定案を提出することを決議

する件」が、賛成多数で可決された。午後は、数学

者・作家であるお茶の水女子大学名誉教授 藤原正彦

氏が「日本のこれから」というテーマで記念講演を行

い、現在の日本を憂い、「歴史から学び」「日本人の

持つ心」を忘れてはならないと話し、観衆を魅了する

講演内容でした。 

 

○永年出席率100％会員表彰                      

 地区大会において下記の会員が表彰を受けました。

記念品は、後日、伝達を行います。 

 30年 岩崎暉久、上井昭一、沼山佐太郎 3名 

 10年 今村静男、玉山敬吏 2名 

 

本日の例会 （10月27日 第１7回）早朝移動例会「分収造林」         担当：環境保全委員会 

～千歳ロータリーの森林（もり）～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１１年10月27日 

第１6・17合併号 （通算２０75・2076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  

～ 10月は職業奉仕・米山月間 ～ 

２０１1年～２０１2年度 

第15回（通算２１８7回）地区大会 

 
日時：２０１1年10月15日・16日 

場所：小樽市民会館、グランドパーク小樽 

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

地区大会 

早朝から小樽市民会館に集合

した千歳RCの皆さん 熊澤ガバナーの開会の辞 

クラブ紹介で今村会長壇上に  
壇上にて佐藤PG紹介 

当クラブ提出の上提

案可決 

小樽市民会館

での昼食 

小樽政寿司ほか美味しい料理

にニッコリ 
記念祝賀会で、皆で乾杯!! 

途中で消費拡大・地域に貢献 

ビールと揚げ立ての 

かまぼこは美味しいゾ  

バスで記念懇親会場の 

グランドパーク小樽へ移動 

「国家の品格」で有名な

藤原正彦 お茶の水女子

大学名誉教授記念講演                 
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会長 今村 靜男 

 
 16日、小樽で開催されました地区大

会には早朝よりご参加していただき、

ありがとうございます。おかげさまで

千歳クラブが提案いたしました「終身

会員の件」は無事承認され、2年後のRI

規定審議会に諮られることになりま

す。このことは、今後のロータリーク

ラブの在り方について一石を投じたものと自負してお

ります。 

 今一つお願いですが、既にご案内しています第７グ

ループの長沼RCの創立20周年記念式典が11月20日にあ

ります。多数の登録参加をお願いします。 

 2週間ぶりの通常例会の冒頭に、私がこの様な報告

をすることになるとは夢にも思っていませんでした。

残念ながら曙恒平会員の不幸の知らせを受けたのは15

日、RI会長晩餐会の最中で長男嘉輝君からの一報でし

た。16日、本会議のクラブ紹介時に壇上にて熊澤ガバ

ナーと握手をする段取りになっていましたので小樽を

離れることもできずに、古谷会員に後の事を依頼して

地団駄を踏んでいました。16日、一足先に会場を離れ

て千歳に戻り、曙会員の変わり果てた姿に接し、声も

出ませんでした。彼とは千歳青年会議所時代からのお

付き合いで、地区協議会にも室長、幹事として出向し

ました。千歳RCに入会させていただくきっかけも彼で

した。 

 私の社長就任祝いを個人的にしてもらった時の雑談

の中でクラブの話になり、二次会で佐々木昭会員とた

またま同席させて頂き本格的な入会話となり今日に

至っております。彼が病に侵されていなければ、これ

からの千歳クラブを代表する人材であり残念でなりま

せん。彼は私より2歳年下でしたが昔から人望も厚く

面倒見の良い人で、いろいろな意味で彼にお世話に

なった方も数多くいると思います。 

 本来なら千歳RC会長として弔辞を述べるのがクラブ

の慣例ではありますが、今回は私より古谷会員の方が

ふさわしいと思い、お願いしましたことを事後報告さ

せていただきますとともに、曙恒平会員のご冥福を祈

り、会長挨拶とします。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴16日開催の地区大会本会議において

「永年出席100％会員表彰者」とし

て、30年表彰は岩崎暉久、上井昭

一、沼山佐太郎、10年表彰は今村静

男、玉山敬吏の5氏が受章しました。

記念品の伝達は、次回の夜間例会に

おいて行う予定です。 

⑵18日、紫明女子学院「教育活動発表会」があり、幹

事が出席しました。矯正施設での各種教育実習・活

動について真剣に取り組み、更生のために努力して

いる様子がうかがえました。 

⑶本日、例会終了後、第10回理事会を「セーフティ

コール」街頭啓発活動終了後に行います。各理事の

方々は例会場にお集まりください。 

ロータリー情報・定款細則副委員長 

佐々木 金治郎 

 
 ロータリアンの義務と特典につきま

しては、皆さんはご承知ではあります

が、復習の意味で簡単にお話ししま

す。特典についての明文化はありませ

ん。ロータリアンとして「超我の奉

仕」を通じて特典を得るべく活動をし

ていただきたいと念願します。 

◆会員の義務と特典 

 ロータリークラブ定款第15条にロータリアンの「義

務」について、「会員は、入会金と会費を支払うこと

によって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受

諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守

し、これに拘束されることを受諾するものとする」と

明示化されています。 

 「義務」は明文化されていますが、特典についての

記載はありません。ロータリーは特典を得るための義

務履行ではなく、「超我の奉仕」を通じて得るもので

す。 

《義務》 太字：ロータリアンの三大義務 

⑴RI定款・細則並びにロータリークラブ定款・細則を

遵守すること。 

⑵入会金・会費を支払うこと。 

⑶例会に出席すること。 

⑷新会員を推薦すること。 

⑸委員会活動、その他のロータリープログラムに参加

すること。 

⑹雑誌「ロータリーの友」の購読すること。 

《特典》 

 義務を履行することによってのみ、会員としての特

典が受けられますが、有形的なものはない。人生哲学

的なものであります。 

⑴ロータリークラブ会員には本人が希望してもなれな

い。会員によって推薦され、選挙されて初めて会員

となります。 

⑵全世界に品位高潔なロータリアンの友人を得ること

ができます。 

ロータリー情報 会長挨拶 

幹事報告 ２０１1年～２０１2年度 

第16回（通算２１８8回）例会報告 

 
日時：２０１1年10月20日12：３０～13：３０ 

場所：ＡNAクラウンプラザホテル千歳および 

   同ホテル前千歳道道早来千歳線 

プログラム：通常例会、セーフティコール 

担当：社会奉仕委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

四つのテスト 

職業奉仕委員会 村上 光輝 会員 
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⑶世界のロータリークラブの例会、ロータリー会合に

参加できます。 

⑷奉仕活動に参加できます。 

⑸ロータリアンとしての絶大な信用が得られます。 

⑹ロータリアンとして適格な人を推薦することができ

ます。 

 この特典は、個人の営利目的に利用することは、

ロータリーの精神に反するもので、あくまで知り合い

と奉仕の機会が深まり、奉仕の内容が充実され、更に

高次元のロータリー奉仕活動ができ、また参加するこ

とができることを特典として捉えるべきであると思っ

ています。  

社会奉仕委員長 五十嵐 桂一 

 
⑴本日の例会後半に当クラブ単独で

セーフティコールを実施しますの

で、よろしくお願い致します。 

⑵毎月11日実施の「私達は忘れない東

日本大震災」募金活動の9月、10月分

をまとめて来週25日（火）に社会福

祉協議会へお届けする予定です。今月から、さっし

んさんに提供していただいたポケットティッシュ裏

面に「四つのテスト」を入れ、ロータリーのPRも兼

ねて募金に協力して下さった方や近くを通った方へ

お渡ししています。来月は千歳モールで実施予定で

すので、皆様方のご参加をよろしくお願いします。 

⑶11月6日（日）は“女性の為のゴルフコンペ”を開

催します。女性特有のガンに対する検診率向上を目

指すチャリティー活動で、昨年のピンクリボン運動

に引き続いての開催です。木曜会を中心に多数のご

参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

環境保全副委員長 平間 和弘 
 

 来週27日開催の早朝例会で「分収造

林の下草刈りと除伐」を実施します。

のこぎりは用意しておきますが、ロー

タリーの帽子・軍手・鎌等をお持ちの

上、集合時間7時厳守でお願いいたし

ます。いつもお話していますが、この

場所は王子製紙発電所の鍵をお借りし

て行動しておりますので時間は絶対厳

守です。また、天候が悪いときは作業中止ですが、例

会ですので集合はしてください。そこで、お弁当をお

渡しします。皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

職業奉仕委員長 大澤 雅松 
  

⑴10月6日に行いました環境省支笏湖

自然保護官 笠原綾氏の卓話に多数の

ご出席をいただき、ありがとうござ

いました。 

⑵11月10日予定の移動例会「企業訪

問：デンソーエレクトロニクス見

学」は現在のところ参加予定28名です。昼食等の用

意の関係もありますので、変更される方は早目にお

知らせください。乗合で行かれる方は当ホテル前に

集合してください。前回は支笏湖の自然がテーマで

したが、今回は最先端技術の場として雇用も創出し

成長を遂げている現場を見学させていただきます。

得るものも多い見学と思いますので、皆様のご参加

をよろしくお願いします。 

〇次々年度（2013～2014年度）会長ノミニー選考方法

について [今村会長] 

 

 本日は、「次々年度（2013～2014年度）会長ノミ

ニー選考」について千歳ロータリークラブ定款及び細

則とクラブ例会の日程と理事会開催との関係から急

遽、提案しました。 

 今村会長の発議により、出席会員の意見を聴取した

結果、「指名委員会によるノミニー選考」との意見多

数により、クラブ内規「指名委員会の設置」と本日開

催の理事会において「指名委員を決定」して、次回の

例会において発表することとなります。 

 10月11日、11時からタウンプラザ前において第4回

「私達は忘れない東日本大震災」街頭啓発活動を丹治

秀一PCはじめ会員8名の参加により行いました。 

 今回は、札幌信用金庫千歳支店長の田中敬二会員の

ご厚意により、ポケットテッシュ100個の提供を受

け、「四つのテスト」と「私達は忘れない東日本大震

災」を印刷したカードとともに道行く人に手渡して、

災害に対する日頃の備えを呼びかけました。義援金は

13,865円（9月分を含む）が寄せられ、会員の知人か

ら栄養剤10本の差し入れも頂きました。また、千歳民

報（10月13日）に活動記事が掲載されました。ありが

とうございます。 

参加者：今村静男、五十嵐桂一、大澤雅松、酒井宏、

丹治秀一、平間和弘、藤本敏廣、宮本伸司 

 10月13日（木）18時30分からレストランインターに

おいて千歳RAC第4回定例会が開かれ、当クラブから5

会員が出席しました。いずみ学園の学園祭（10/2）へ

の支援、西村英晃副会長から東日本大震災被災地の視

察、被災地RACを通じての義援金贈呈等について報告

がありました。会員増強の対策として、出席者が4グ

ループに分かれて「会員募集のためのオリジナルポス

ター作成」を行い、意見交換をしました。 

出席者：今村静男、大西信也、酒井宏、末廣孝、藤本

敏廣 5会員 

 

 

委員会報告 

次々年度会長ノミニー選考方法について 

第4回「私達は忘れない東日本大震災」 

たくさんのご厚意が寄せられました ありがとうございました 

RAC第4回定例会の開催 
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○制定案上程決議 

 10月15日、地区大会

「会長・幹事会」（第

1 日 目）が グ ラ ン ド

パーク小樽において行

われ、佐藤秀雄PG、今

村会長、酒井幹事の 3

名が出席しました。協

議では、千歳クラブ提

案の「決議第12号～2013年の規定審議会に制定案を提

出することを決議する件」が上程審議され、出席者全

員により承認（拍手）され、熊澤ガバナーから「上程

承認」事頄として発表され、本会議に上程されまし

た。 

○クラブ独自の「セーフティコール」街頭活動の実施             

 10月20日、通常例会の一環と

して、交通事故防止のためにク

ラブ独自の「セーフティコール

街頭活動」をANAクラウンプラザ

ホテル千歳前において行いまし

た。 

 秋から初冬にかけて交通事故

による被害者が増加することか

ら、当クラブ会員が独自に街頭において「セーフティ

コール」を通じてドライバーに安全運転を呼び掛け、

終了後、千歳警察署交通課統括官小杉警部に「交通事

故防止ミニ講演」を行っていただきました。 

 10月20日、第10回理事会が例会後にANAクラウンプ

ラザホテル千歳例会場で行われた。審議事頄は、⑴

次々年度会長ノミニー選考を指名委員会設置により選

考、指名委員指定（次年度幹事）。⑵11/24 「クラブ

フォーラム」（クラブ奉仕委員会）を1/19通常例会

（SAA・プログラム委員会）に入れ替え。⑶「女性の

ためのゴルフコンペ」（11/6）実施内容の一部変更

（社 会奉仕委員会）。⑷「クリスマス家 族会」

(12/16)の実施計画の提案（親睦活動委員会）⑸次年

度地区ガナバー補佐候補者を佐々木昭PCに要請し、快

諾を受けて地区に報告する（会長）。⑹千歳商工会議

所主催：平成23年度優良従業員・永年勤続従業員千歳

RC会長表彰者選考、ロータリー会員企業外からの受賞

候補者を含めて審査する。⑺移動例会「デンソー企業

訪問」（11/10）時の移動手段で乗合車両の協力要請

（⑹・⑺は職業奉仕委員会）⑻会員選挙候補者 職業

分類 内科医院 医療法人社団三上内科呼吸器科クリ

ニック院長 三上 洋（63歳）入会手続きを了承 

 次回、第11回理事会は、11月24日11時、ANAクラウ

ンプラザホテル千歳例会場で開催。  

◆11月のプログラムについて  
11/ 3 休日休会（文化の日） 

11/10  移動例会 企業訪問（デンソー工場見学） 

   （担当：職業奉仕委員会）《RAC第5回定例会》 

11/17  夜間通常例会(ANA) 

（担当：会員増強委員会、R財団・米山）                                                                                                                                             

11/24  通常例会（担当：ＳＡＡ・プログラム委員会） 

   《第11回理事会》 

12/ 1  移動（昼間）例会（駒そば） 

   （担当：健康、出席・資料管理委員会） 

 

今 回：５７．４％（10月20日＝31／54、実数） 
確 定：６５．５％（10月 6日＝36／55、 

うちメーキャップ1名） 

出席率 

ニコニコBOX 

 本日のニコニコ集計 14名  37,000円 

           累計 402,000円 

西村副会長の東日本大震災

被災地視察報告 

会員募集オリジナルポス

ター作成、作品発表 

地区大会「会長・幹事会」 

矢橋PGが大会決議案を上程 

「セーフティコール」街頭活動 

千歳警察署交通課統括官 

小杉警部のミニ講義 

道道早来千歳線で街頭啓発  

第10回理事会の開催 

本宮 輝久 会員 

 園遊会へ行って参りました。皆さんのご支援のお陰です。あ

りがとうございました。 

今村 靜男 会長 
 11日の「私達は忘れない東日本大震災」活動の様子が、母と

一緒に千歳民報に載りました。 

佐々木 金治郎 会員 

 10月9日支笏湖紅葉まつりが良い天気の中で行われました。

また、支笏湖の紅葉が見頃です。どうぞ支笏湖へ！！ 

瀧澤 項久 会員 
 先日の会員増強のグループ会議に、突然の欠席でご迷惑をお

掛け致しました。 

佐々木 昭 会員 

 10月18日、住宅改築のため４ヵ月のアパート暮らしを経て、

引越しをしました。どうぞ遊びに来てください。 

中村 堅次 会員 
①自分の不注意から手首を骨折し、無事退院しました。 

②11年度、市の功労賞を頂きました。 

藤川 俊一 会員 
①妻の誕生日にお花を頂きました。ありがとうございます。 

②最近出席できず、すいません。 

長澤 邦雄 会員 
 地区大会での藤原正彦氏の講演に感謝して。 

末廣 孝 会員 
 妻の誕生日に花束をありがとうございました。 

加藤 正浩 会員 

 先週、今年４回目の心臓カテーテル手術をしたため、地区大

会を欠席いたしました。皆様も、くれぐれも健康にご留意下さ

い。 

大西 信也 会員 

 １４日にRCの内輪の会であります「ABの会」があり、私の誕

生日を祝っていただきました。５５才になりました。 

髙橋 都 会員 
 もう、ずいぶん前の事になりますが、神戸RCとの親善コンペ

で優勝しました！！ 

宮本 伸司 会員 

 おかげをもちまして、ニコニコの累計４０万円となりまし

た！！ 

榊原 潤 会員 

 久々に出席し、ニコニコBOXを紹介させていただきました。 


