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PCには、毎年たいへんお世話になっ

ておりますことに感謝申し上げま

す。 

 私の年度に入りましてから、10 月

には曙恒平会員、11月には佐藤彰二

会員、そして12月3日には元会員で当

クラブ25代会長をされた高慶繁博氏

がご逝去されるなど、クラブとして

は非常に残念なことが続いております。 

 今年度は佐々木昭会員増強委員長を中心に特別委員

会を立ち上げて、会員増強に努めていただき、確実に

新会員を確保しています中で、現役メンバー2名を病

気により失っています。また、1～2名の会員が病気に

より入院を余儀なくされて退会したいとのお話です

が、このままでは年度初めよりマイナスになるのでは

ないかと心配をしているところです。一日でも早く全

快され、クラブに残って欲しいと念願しています。ま

た、後継者がクラブに入会するなどのご配慮をいただ

ければと思っています。 

 「私達は忘れない東日本大震災」の街頭活動を毎月

行っていますが、来年の3月11日にロータリークラブ

としてチャリティーイベントを行うことをお話してご

理解をいただいておりますが、12月6日、千歳セント

ラルRCの理事会において千歳RCとの共催で行うことが

審議され、承認されたと羽生会長から連絡がありまし

た。これから実行委員会を開催して本格実施に向けて

進めて参りますので、皆さんのご支援をよろしくお願

いします。今夜、第1回実行委員会を開催し、具体的

な取り組み等について協議する予定です。基本的な考

え方は、明年3月11日開催のイベントは、「東日本大

震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」として義援金を集

め、東日本大震災の被災を受けた方々で千歳に避難し

ています23家族59名の方々に支援をするということで

す。 

 今月は、「ロータリー家族月間」です。12月15日開

催の「クリスマス家族会」はご家族とともに大いに楽

しみたいと考えています。奥様はじめご家族のご出席

を心からお待ちしています。 

 

 

 

 

 

会長 今村 静男 

 
 12月の第1例会の「駒そば亭移動例会」では、たい

へん美味しい蕎麦を堪能することが出来ました。武石
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日時：２０１1年12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：職業奉仕委員会 

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 

四つのテスト 

黙祷～故佐藤彰二会員（11月26日ご逝去） 

環境保全委員長 村上 倫行 

会長挨拶 

併せて、心の中で元会員高慶繁博氏への哀悼の誠を捧

げました 
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幹事 酒井 宏 
 

⑴ 昼食時のバイキング方式について

のアンケートの実施 

 経費削減の一環として例会時の

「バイキング方式」についてご意見

をいただき、年度の折り返しに迎

え、検証する意味からアンケートを

行うものです。因みに今村年度5ヶ

月を前年と比較しますと41,580円の経費削減となっ

ています。 

⑵ 沼山佐太郎PCが、目まいに襲われることが多く、

最近その度合いが強くなったということで恵み野病

院に検査入院されています。皆さんによろしくお伝

えして欲しいとのことです。一日でも早い全快をご

祈念いたします。 

⑶ 今月の「私達は忘れない東日本大震災」街頭啓発

活動は、千歳タウンプラザ前において行います。大

勢の会員のご参加をお願いします。 

⑷ 瀧澤項久会員よりロータリー財団に10万円の寄

付、米山記念奨学会に10万円の特別寄付の申し出が

ありました。贈呈式は、別途、行うこととしており

ます。 

紹介 会長エレクト 村田 研一 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 三上内科呼吸器科クリニック（東郊１

丁目東郊メディカルビル１F）院長 

三上 洋 会員 （みかみ ひろし）   

家族構成 妻・子供３人家族 

昭和23年（1948）9月生まれ 満63歳    

昭和49年（1974） 北海道大学医学部卒   

平成13年（2001）10月 三上内科呼吸器科クリニック 

開院 

趣味：ゴルフ、囲碁、読書   

所属：健康委員会 

 

挨拶 三上 洋 会員 

 
 皆 様、こ ん に ち は。ウ ェ イ ト

シューターという言葉を初めて耳に

しましたが、80㎏にならないよう努

力していまして、76～77㎏をうろう

ろしています。患者さんにはメタボ

リックシンドロームを注意していますが、なかなか難

しいものです。逆にウエイトシューターの方は、これ

からは簡単にできてしまう危険性があり、注意してい

きます。 

 簡単に自己紹介をさせていただきます。昭和23年9

月生まれの満63才、昭和49年に北大医学部を卒業し北

大第一内科に勤務し、北海道対がん協会、岩見沢労災

病院等の勤務医を経て千歳で開業しました。 

 開業するなど考えていなかったのですが、このクラ

ブ会員でもある3期後輩の浅沼先生から勧められて

2001年10月15日に開設し10年経ちました。千歳には何

のつながりもない立場でしたので、上手くやっていけ

るのか不安な開業でした。しかし、千歳は良い所で、

周りも良い人ばかりで「人」に恵まれてここまでやっ

て来れました。お世話になったお返しの意味でも、地

域医療にこれからも尽くしていきたいと思っていま

す。最後に、ロータリークラブに入会させていただき

ありがとうございます。これからもよろしくお願いし

ます。 

 
○ロータリーバッジの授与 

ロータリー情報・定款細則副委員長 

佐々木 金治郎 

 
「家族月間について」 

 会員の皆さんもご承知の通り、12

月は「家族月間」です。例会場の正

面に「家族月間」のスローガンが掲

示されていますが、その内容につい

てお話をします。 

 ご承知の通り、1995～96年度・RI会長のハーバー

ド・ブランク氏が「世界平和は地域家庭から始まる」

という考え方を表明し、RI理事会がこれを承認したこ

とが始まりですが、2003～04年度のRI会長のマジィア

ベ氏が、「家族の重要性」を強調していることをRI理

三上 洋 会員の入会式 

幹事報告 

ロータリー情報 

今村会長からロータリーバッジが授与されました 

所属は健康委員会で、長澤委員長からネームプレート

授与と固い握手 
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「千歳市選挙管理委員会委員長の憂鬱」 

  

 平成16年1月頃、当時の自民党議員

団桂成会の会長を務めておられまし

た沼田議員から「選管の委員を受け

てもらえないだろうか」とお話があ

りました。当時は選管といえば、私

たちの大先輩でありました「橋場孝

光元東千歳農協の組合長が務めてい

たなあ」ぐらいの知識で、固い法律

用語ばかりの選挙の職務内容や行政

委員のなんたるかは全く分らないまま、新人だから当

然平委員だろうと、気軽に引き受けたのが間違いの元

で、最大会派（自民党）から選出の一番若い私が委員

長を拝命する羽目になった訳であります。 

 あれから8年になるわけですが、選挙の「思い出ば

なし」はたくさんあります。まずは、選挙の度に市の

職員やお手伝いを願う人が何百人と動員され、その都

度、莫大な費用を伴うことに、まずびっくりしまし

た。また、無投票で選挙がない場合でも、一通りの手

項と段取りは全て行う必要があり、そのための費用の

省略もままならない実態にあるということでした。ま

た、肝心の主権者である、市民・道民、特に若年層、

女性層で今一つ盛り上がらないのは、いったい何なの

かと憂わざるを得ないのは、実務担当の責任者だから

仕方のないことなのでしょうか。 

 以下、「千歳市選挙管理委員会について」「千歳の

選挙データと今後の選挙執行予定」「明るい選挙」の

実態をかい摘んで紹介しますが、詳細は配布資料を参

照してください。 

・選挙管理委員会は、議会で選出された４人の委員を

もって組織される機関で、「選挙の管理、執行」

「選挙人名簿の調整」「在外選挙人名簿の登録」

「選挙啓発」「直接請求」等の主な職務がありま

す。さらに、市長及び市議会議員の選挙に関する事

務をはじめ、公職選挙法に規定された事務等を管理

します。そして、委員会には定例会と臨時会があ

り、公職選挙法に定める事頄についての議決を行い

ます。 

・平成23年4月10日の北海道知事選、北海道議会議員

選挙の投票結果及び投票率や、同年4月24日の千歳市

議会議員補欠選挙の投票結果及び投票率の分析 

・明るい選挙とは、私たち国民が、買収や饗忚接待と

いった選挙犯罪や義理人情等によるゆがんだ選挙を

排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思

が政治に正しく反映される選挙のことです。「贈ら

ない」「求めない」「受け取らない」が基本理念で

す。 

 以上、ありがとうございました。 

 「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』

チャリティー開催準備始まる。 

 1000年に一度の未曽有の東日本大震災により、被災

家族23世帯59人が千歳の地に避難し、不自由な生活を

余儀なくされています。このことから千歳市民がこ

ぞって被災者を温かく受け入れるための支援活動の一

事会が認識し、12月を家族月間に指定しました。この

「家族月間」について、あるパストガバナーが話され

た要旨がありましたのでご紹介します。 

 「家族と言うのは、社会を構成する最小の限度の単

位であると同時に最も親しい関係が保たれる場」であ

ると定義し、みんなが家族となって、その輪を広げ、

世界の平和につなげたいという思いがこの言葉の背景

にあるように思うと言っています。  

 “ロータリー家族”と言う表現からは、ロータリー

と言う奉仕の輪がロータリーに関わるすべての人たち

をつなぎ、「家族」としてロータリーの喜びを共に分

かち合おうという思いが伝わってくるということで

す。“ロータリー家族”は、身近な自分の家の「家

族」とか会社の「従業員」よりももっと範囲が広いと

言われています。クラブの会員、元会員などすべての

ロータリアンとその配偶者をはじめとする家族、イン

ターアクターやローターアクター、米山奨学生、青少

年交換学生、ロータリー財団奨学生などの若い人たち

や、ロータリーと関わりのあるあらゆる人々が「ロー

タリー家族」と言えます。 

 以上、簡単ですが、ロータリー情報とします。 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

 12月15日（木）の「クリスマス家

族会」の申し込み締め切りは、明日

金曜日の9日です。本日現在100名程

度の参加予定です。まだ申込みされ

ていない方はご家族を含め、早急に

お申し込みください。また、クリス

マス家族会のチャリティービンゴで使う景品提供も、

まだ受付していますのでご協力よろしくお願いしま

す。 

 また、1月12日（木）新年交礼会ですので、よろし

くお願い致します。 

紹介 職業奉仕委員長 大澤 雅松 
 

 前年度からの職業奉仕委員会によ

る会員卓話「憂鬱シリーズ」を継続

します。一回目の「市議会議長の憂

鬱」に続き第二弾は、職業奉仕委員

で、千歳市選挙管理委員会委員長の

佐々木昭会員を講師に「市選挙管理

委員会委員長の憂鬱」をテーマに

語っていただきます。 

 その前に“職業宣言”を朗読します。前年度から職

業奉仕委員会の担当例会において『職業宣言』を朗読

しています。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の頄目につ

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。 

 (職業宣言文の掲載は割愛します) 

 

職業奉仕委員会 佐々木 昭 会員 

（千歳市選挙管理委員長） 

委員会報告 

会員卓話 

東日本大震災被災地からの避難家族への支援

を！ 
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環として、千歳RCと千歳セントラルRCが共催してチャ

リティーをすることとなり、12月8日第1回実行委員会

を開催し、準備のために本格始動をしました。 

タイトル： 

「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』

チャリティー」 

と き：2012年3月11日（日）18時～ 

ところ：ANAクラウンプラザホテル千歳 

[現実行委員会メンバー] 

千歳RC：会長 今村静男、会長エレクト 村田研一、

幹事 酒井宏、社会奉仕委員長 五十嵐桂一、 

SAA・プログラム委員長 下山徹哉、副幹事 沼田

常好 

千歳セントラルRC：会長 羽生有三、会長エレクト 

彦坂忠人、幹事 須藤丈、地域活動委員長 加藤晶

啓、社会奉仕委員長 入口博美 

～東日本大震災から９ヶ月、街頭啓発・募金活動～ 

  東日本大震災が発生して9ヶ月を迎えた12月11日、

千歳タウンプラザ前において「第6回私達は忘れない

東日本大震災」街頭募金活動を行いました。   

 生憎、街頭活動を始めたころから雪が降りはじめ、

買い物客や道行く人が少ない中で、今村会長はじめ6

名の会員が「東日本大震災が発生して9ヶ月が経ちま

した。日頃の備えを･･･」と呼びかけました。今回

は、北海道電力㈱千歳支社加藤正浩支社長のご配慮で

頂いたポケットティッシュ（150個）に「四つのテス

ト」などを記載したカードを貼り付けて配布し、あわ

せてロータリー活動をＰＲしました。 

 1月11日は14時から始めます。啓発場所は別途、お

知らせします。多くの会員にご参加をお願いします。 

 募金額 ５，２０５円 

 参加者：五十嵐桂一、今村靜男、大西信也、川端

清、酒井宏、秡川勝文の各会員（敬称略・五十音項） 

 

12/22 (木) 通常例会・会員卓話「ロータリー研究

会に出席して」(佐藤秀雄PG) 

[担当：Ｒ情報・定款細則委員会]  

12/29 (木) 年次総会（36分例会） 

[担当：三役]《理事会：ANA 11時～》 

1/5 (木) 繁忙休会（正月） 

1/12 (木) 新年交礼会（リアン） 

[担当：親睦活動、ＳＡＡ・プログラ

ム、新世代・ＲＡ委員会] <アクト合同

例会> 

スケジュール 

 本日のニコニコ集計 8名  合計 10,000円 

ニコニコＢＯＸ 

三上 洋 会員 

  千歳ロータリークラブに入会させていただき、誠

にありがとうございます。風邪が流行っておりま

す、体に気を付けて下さい。  

村田 研一 会員 

  三上先生、入会おめでとうございます。とてもう

れしく思っております。 

武石 忠俊 会員 

①駒そば亭の例会、ありがとうございました。 

②そばのロールケーキ（駒千：こまち）を千歳民報で

紹介していただきました。 

大澤 雅松 会員 

①11月27日に野津元会員が支配人のロッテシティホテ

ル錦糸町に夫婦で一泊しました。最上階の部屋で眼

の前にスカイツリーがそびえていました。 

②11月30日、千歳民報に武石パスト会長のお孫さんも

参加した共同開発商品「駒千（こまち）」の記事を

掲載しましたが、値段が間違っていました。申し訳

ありません。訂正記事を２日後に掲載しました。 

佐々木 金治郎 会員 

  このたび、日本観光新聞主催の2011年度「日本の

ホテル・旅館250選」に今年度も選ばれました。あ

りがとうございます。 

長澤 邦雄 会員 

 今年度、シャムロックCCで74回の健康ラウンド（歩

いて）ができました。同伴していただいた仲間に感

謝して。 

秡川 勝文 会員 

  11月14日の千歳民報に、大きく載せていただきま

した。大澤様、ありがとうございました。おかげさ

まで、RC会員の方々にもカプセルに入ってもらいま

した。 

髙橋 都 会員 

  いつものメンバーで四国の旅に行って来ました。

金毘羅様の階段700段を登りました。来年は、きっ

と良いことがあるのではと思っています。でも、

300段は篭に乗りましたから、ご利益も半分かも？ 

今 回：６８．５％（12月 8日＝37／54、実数） 
確 定：５３．７％（11月24日＝29／54、 

うちメーキャップ6名） 

出席率 

第６回「私達は忘れない東日本大震災」街頭

募金活動実施 

親子で募金！ありがとう♡ 

寒いけど心はあったかポカポカ(*^_^*) 

（記録・撮影：

酒井幹事） 


