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皆さんが自分の仕事を通じて会社はもちろんのこと、

地域社会に奉仕をしていることを自覚し、今まで以上

に高めるようにとお願いいたしました。本日の例会に

おいても、私たちも今一度、個々の職業奉仕について

考えていただきたいと思っています。 

 山口市長の「出前講座～平成23年、千歳市の1年」

があり、東日本大震災発生に伴い陸自・北部隊が素早

い立ち上がりで被災地に赴き、率先して「遺体の収容

から埋葬」などを行い、若い隊員の中には精神的障害

が心配されたものの、自衛隊員としての自覚の下に任

務を達成され、一連の活動が自衛隊の町として自衛隊

の任務を知り、多くの称賛の声をあったことも紹介さ

れました。 

 時間の経つのも早いもので既に今日が11月最後の例

会となります。来月15日は「クリスマス家族会」で

す。年に一度、奥様はじめお子様、お孫さまなど家族

を交えて楽しいひと時を過ごせるように、親睦活動委

員会が中心にお子さんも楽しめるプランを含めて企画

していますので、ご出席をお願いします。 

 本日、例会前に理事会を開催する予定でしたが、手

違いで例会後となりました。つきましては、理事会で

の審議前ではありますが、⑴ 本年度から導入した例

会時の昼食バイキングについて一部会員から要望をい

ただいており、検証する時期と認識しています。近く

アンケートなどによりご意見をお聞きしたいと考えて

います。⑵ 毎月11日を「私達は忘れない東日本大震

災」として、街頭活動をしています。来年3月11日に

千歳セントラルRCとともに各奉仕団体の協賛のもとに

チャリティーなどを考えています。これらについて理

事会で審議していただく予定であることをお伝えし、

ご理解をいただきたいと思っています。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴ 日本事務局財団室から「ロータリー財団東日本震

災復興基金寄付」というタイトルで“元気になろう

日本”プロジェクト事務局と言う差出人から「健康

 

 

 

 

会長 今村 静男 

 
 本日の「友情の握手」は出席され

た皆さんとすることができ、アット

ホーム的な雰囲気の中で例会を進め

ることができるように思います。寒

い日が続きますが風邪などを引かぬ

よう、お気を付け下さい。 

 さて、昨日は「勤労感謝の日」で、恒例であります

千歳商工会議所主催の「優良・永年勤続従業員表彰

式」に出席し、千歳ロータリークラブ会長表彰をさせ

ていただきました。この表彰は1970年（昭和40年）千

歳商工会議所創立10周年を迎えたことを機に始めたも

ので、今年で41回目を数える継続事業です。表彰式の

前に上井PCに「祝辞は短めに･･･」とアドバイスをい

ただき、祝辞の中にロータリーの理念であります「職

業奉仕」について述べさせていただきました。特に、
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サプリメント」販売のメールがロー

タリークラブ会員に配信されていま

す。実態が不明確であり、詐欺的な

ことが予想されるので、同様のメー

ルには対忚しないようご注意くださ

い。  

⑵ 「タイ大洪水被災地への義援金」

について、ご協力をお願いします。 

⑶ 12月1日は健康委員会主管の「駒そば亭移動例会」

です。本日ご案内しますが12時15分現地集合です。

乗合の方はその旨回答ください。 

ロータリー情報・定款細則副委員長 

佐々木 金治郎 

 

○ロータリーの基本的特色について 

 
 昨日、落語会の風雲児とも言われ

ておりました立川談志師匠が亡くな

りました。私は、個人的にたいへん

好きな落語家であり、落語をよく

知っていた方であったと思います。 

 皆さんはロータリーを良くご理解

していますので今更と思いますが、

「ロータリーの基本的な特色」につ

いて復習の意味でお話させていただきます。詳細は、

手続要覧に記載されていますので、時間がありました

らご一読願いたいと思います。 

 

１．ロータリーは、「奉仕の理想」を個人または団体

で推進するために、善良な成人で世間的に評判がよ

い職業人がロータリークラブの下に集う世界的親交

団体です。 

２．ロータリーは、「奉仕の理想」に基づき、理解、

親善、平和を世界中の人々に呼び掛けるものです。 

３．クラブは、ロータリーの綱領を推進するため、地

域社会の生活面を広範に代表する職業分類に基づき

会員を選考するものです。 

４．知り合いとの親睦を永続的友情に発展させるため

に、尐なくとも所定の回数の例会出席をすること

が、会員としての最小限度の義務としています。 

５．クラブは、個人活動及び職業活動において、会員

が常に高度で道徳的な水準で行動することを推進す

ることです。 

６．ロータリアンの宗教的、政治的信念は個人の問題

とみなされています。 

 

 以上、６項目ですが、「ロータリーとは」と聞かれ

た時でも参考になるものと思いますので、新会員掘り

起こしや勧誘など会員増強などに努めていただきたい

と思います。 

 

 

 

親睦活動副委員長 髙橋 都 
  

 これからの予定とお願いです。 

・1月12日、新年交礼会をリアン千

歳平安閣で行います。 

・12月15日のクリスマス家族会で使

う景品について、各企業から寄贈

をお願い致します。 

 

SAA・プログラム委員長 下山 徹哉 

 

○12月のプログラム予定 
・12/ 1  移動例会「駒そば亭」  

（担当：健康、出席・資料管理委

員会） 

・12/ 8  通常例会 （担当：職業

奉仕委員会） 

・12/15  夜間例会（クリスマス家

族会）(ANA) （担当：親睦活動、

ＳＡＡ・プログラム委員会）<アクト合同例会> 

・12/22 通常例会  ・12/29  年次総会 （36分例

会） 

・1/5 休会 

・1/12  夜間例会（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>  

    

◇お願い 

・各委員会は例会計画書を一ヵ月前までに提出をお願

いします。 

職業奉仕副委員長 本宮 輝久 

（千歳市議会議長） 

 

○園遊会について 
 10月13日（木）に、赤坂御苑で催

された園遊会に参加致してまいりま

したので、お話しいたします。 

 ７月中旪に、全国市議会議長会よ

り、「園遊会に推薦したいが、奥様とご一緒にどう

か」という打診がありました。８月中旪には内定しま

したが、一ヵ月ぐらい前に宮内庁から正式発表がある

までは、他言無用との事でした。 

 園遊会は通常、春と秋に行われますが、今年は東日

本大震災の発生により、春の園遊会は中止となってい

ます。そのため、今回は通常より多い2,500人が招待

されています。ちなみに、阪神淡路大震災の時にも、

春の園遊会は中止されています。園遊会の始まりは昭

和28年（1953年）で、その時は秋だけでしたが、昭和

40年（1965年）から、春と秋の２回になりました。一

回の招待者は通常二千人程度です。 

 招待者のリストは、宮内庁の委託を受け、総理府が

各省庁と相談して作ります。行政・立法・司法各機関

の要人をはじめ、都道府県知事、市町村長や各界の功

績者と、その配偶者となっています。各界の功績者と

は、産業・文化・芸術・社会事業などの分野で功労の

あった人となっています。しかし、いわゆる「時の

ロータリー情報 
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卓話 
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 定例会では、会員増強についての積極的活動が喫緊

の課題であり、共同提唱のRCへの要請があり、続いて

11月12日、函館市で行われた「第10回北海道RA交流

会」についての報告と社会・国際奉仕委員会 西村英

晃委員長から「今後、私達に出来ることは・・？？」

と題して、東日本大震災被災地視察を通じて学んだこ

とを多くの写真を使って報告がありました。その後、

各RCの代表者から講評がありました。（S） 

 11月24日、第11回理事会がANAクラウンプラザホテ

ル千歳例会場において理事等が8名が出席して行われ

ました。 

 審議事項は、⑴クラブ細則第5条第2節（会費）（d 

特別な事情のある会員は、年間会費を減額することが

できる）条項の一部改定（幹事）。⑵通常例会日にお

ける昼食（バイキング方式）の変更要望に対する措置

として、アンケートの実施（会長）。⑶2012年3月11

日、東日本大震災発生後1年目に千歳RC、千歳セント

ラルRC共催による「支援チャリティー」（仮称）を開

催（会長）することが審議され、了承されました。 

 報告事項として、⑴「クリスマス家族会」(12/15）

の開催要領（親睦活動委員会）⑵「新年交礼会」

（1/12 ＲＡＣ合同例会）の開催要領（親睦活動委員

会）について報告がありました。(S) 

◆12月のプログラム（報告：ＳＡＡ・プログラム委員

会） 

 次頁スケジュールのとおり。 

 勤労感謝の日の11月23日、千歳商工会議所（会頭 

瀧澤順久）主催の「平成23年優良・永年勤続従業員表

彰式」が千歳商工技術研修センターにおいて、受賞者

をはじめ山口市長、本宮市議会議長など来賓及び企業

管理者などの出席の下で行われました。 

 千歳ロータリークラブ会長表彰は、1970年（昭和45

年）11月に千歳商工会議所創立10周年を機に、千歳市

内商工業界において勤勉・誠実で他の模範として企業

等の発展に努力している従業員を顕彰するために始ま

り、今年で41回目を迎えています。 

 今村会長は、祝辞の中で「『ロータリーの職業奉

仕』の考え方が、企業等においてそれぞれの仕事を通

じて社会に貢献することに通じるもの」と問いかけて

いました。本年度は、優良従業員1名、永年勤続従業

員4名に表彰状と記念品が渡されました。（S） 

RAC第6回定例会開催 

人」が招待されるれ例が多く、その年に活躍した文化

人、スポーツ選手、俳優などが招待されている姿はワ

イドショーやニュース等で目にするところです。ま

た、勲章受章者が多くなります。 

 今年の時の人は、サッカーの女子ワールドカップ・

ドイツ大会で優勝し国民栄誉賞を受賞した“なでしこ

ジャパン”の主将沢穂希選手と佐々木監督、大相撲で

歴代一位の通算勝ち星1,047勝を達成した元大関魁

皇、福島第一原発から半径20km圏内の警戒区域に指定

されている福島県富岡町の遠藤勝也町長、NHKの朝の

連続テレビ小説“ゲゲゲの女房”がヒットした漫画家

の水木しげるさん等が選ばれました。また、宮内庁に

よると、東日本大震災に対する各国の支援に感謝を示

すため、今年は148ヵ国の大使らを招待しています。 

 私は、全国市議会議長会から基地協議会会長という

立場のため選ばれ、総務省の推薦だったと思います。

全国の市議会から22名が選ばれたとのことです。著名

人は特別席が与えられるが、私の場合は一般席（自由

席）でテレビなどはお呼びでないところでした。 

 園内には、要所要所にテントが張られ、オードブ

ル・焼鳥・羊の焼肉（宗教上の理由から、牛や豚を食

べられない外国人招待者への配慮）・ちまき・サンド

イッチ・プチ洋菓子が振舞われました。飲み物もソフ

トドリンクはもとより、ウィスキー・ワイン・ビール

等、何でもありました。宮内庁の式部職をはじめ大勢

の接待の職員がいました。お土産には写真に載ってい

るように、皇室の菊花紋（16八重菊）が記されたいわ

ゆる中華菓子（5個入り）を夫婦其々に一箱ずつ頂き

ました。 

 最後に、赤坂御苑は赤坂御用地の中にある庭園の呼

称です。赤坂御用地は紀州徳川家の上屋敷があったと

ころで、現在は皇室専用の敷地となっています。赤坂

御用地内には、東宮御所・秋篠宮邸・迎賓館（旧赤坂

離宮）等があります。 

 

 

 

〇東日本大震災被災地視察報告 

 千歳RACは、11月24日、レストラン・インターにお

いて第6回定例会が開催されました。例会には石川・

珠洲RC平蔵氏、千歳RAC 5名、赤平RAC 1名、千歳RC 5

名（今村会長、藤本副会長、末廣副委員長、大西委

員、酒井）、千歳CRC 8名、恵庭RC 2名の計21名が出

席しました。 

第11回理事会の開催 

優良・永年勤続従業員をロータリークラブ会

長表彰  
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◆千歳ロータリークラブ会長表彰（敬称略） 

・優良従業員 東   誠 （㈱ダイナックス） 

・永年勤続従業員 

 10年以上  石鉢 和博（千歳交通㈱） 

 20年以上  和田 功二（㈱山三ふじや） 

 25年以上  塩田 啓子（千歳印刷㈱） 

 30年以上  古谷 智志（㈱山三ふじや） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

12/1 (木) 移動例会「駒そば亭移動例会」 

[担当：健康、出席・資料管理委員会] 

12/8 (木) 通常例会 会員卓話「選挙管理委員長

の憂鬱」  [担当：職業奉仕委員会] 

12/15 (木) 夜間例会（クリスマス家族会）(ANA) 

[担当：親睦活動、ＳＡＡ・プログラム

委員会] <アクト合同例会> 

12/22 (木) 通常例会「クラブ細則の一部改定」 

[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 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 3名  合計 12,000円 

下山 徹哉 会員 

 本宮会員、本日は卓話をよろしくお願い致します。 

本宮 輝久 会員 

 今日は卓話の機会をいただき、ありがとうございま

す。 

瀧澤 順久 会員 

①久し振りの出席です。 

②私の長年の夢、千歳圏人会を設立しました。 

③東京で甥っ子の結婚式に出席しました。その後、東

京千歳会で野津、森本、高梨、井上４人の元会員に

久しぶりに会いました。 

従業員表彰式で祝辞を述べる今村会長 

優良従業員・東誠氏（㈱ダイナックス）を表彰 

ロータリークラブ会長表彰受賞の塩田啓子さん（千歳

印刷㈱）には、千歳RCの会報等の校正を担当していた

だいています 

左から今村会長、山口市長、塩田さん、

千歳印刷㈱近藤社長、瀧澤会頭 

本宮副委員長の園遊会のスナップ 

今 回：４４．４％（11月24日＝24／54、実数） 
確 定：６８．５％（11月10日＝37／54、 

うちメーキャップ5名） 

出席率 

12月にお誕生日を迎える奥様 

４日  中村 清太郎 会員の奥様 芳枝様 

８日  藤本 敏廣 会員の奥様 喜美子様 

１０日  五十嵐 宏 会員の奥様 キヨ様 

２０日  沼山 佐太郎 会員の奥様 千賀子様 

２２日  加藤 輝明 会員の奥様 好江様 

おめでとうございます！ 


