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が過ぎますと尐しは落ちつかれたものと思いますが、

明日の瀧澤順久会頭の千歳商工会議所新年交礼会で大

きな会合が終わるものと思います。 

 今回の「クラブフォーラム」は、地区第7グループ

ガバナー補佐 大坂直人氏をお招き致しまして、今村

年度の「半年間における活動報告と検証」と「今後の

活動」、「クラブ奉仕活動」等について話し合うもの

ですので、よろしくお願いします。 

 千歳RCとしましては、毎月11日を「私達は忘れない

東日本大震災の日」として街頭啓発・募金活動を行

い、今月で7回を数えました。その延長線上に千歳セ

ントラルRCと共催で「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥

あったか千歳』」というネーミングでイベントを開催

し、福島・宮城・岩手の三県から千歳に避難していま

す60数名へ避難者支援をするために両クラブで協議を

重ねております。 

 大坂ガバナー補佐には、公私ともにお忙しい中、お

越し頂いております。私どものクラブ活動の実態をご

理解頂き、一層のご指導をお願い申し上げます。 

幹事 酒井 宏 
 

⑴ 1月は「ロータリー理解推進月

間」です。ロータリアンは、自ら

ロータリーについての知識と理解を

深めていただきたい。また、ロータ

リアンは、一般市民にもロータリー

を知って貰うため、自己の職業を通

じて活動を積極的に展開してい頂きたいものです。 

⑵ 本日「2011～2012年度プログラム」を配付しまし

た。2月・3月のプログラムに変更がありますので、

確認をいただき、誤りのないようにお願いします。 

⑶ 江別RCが3月17日、創立50周年記念式典を江別市民

会館で開催します。また、地区ＲＡ第39回地区協議

会が2月18日、小樽マリンヒルホテルで行われます。

具体的には別途お知らせします。登録ご希望の方は

幹事までお願いします。 

 

 

 

 

2510地区ガバナー補佐 

第7グループ担当 

（由仁RC） 

  大坂 直人 様 

 

会長 今村 静男 

 
 本日は、年が改まって初めての通

常例会であり、クラブフォーラムは

今年度2回目です。会員の皆様にお

かれましては、いろいろな会合でお

酒を飲む機会が多くあり、1月中旬
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⑷ 第15回理事会を1月26日（木）17時30分より例会場

において開催します。理事の皆さんのご出席をお願

いします。 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

  12日の新年交礼会では皆様のご協

力で無事終わらせることができ、あ

りがとうございました。おみくじを

引いていただいた際に頂戴したお志

84,000円は、3月11日開催の「東日本

大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」

チャリティの千歳への避難者支援金の一部として充当

させていただきます。 

司会進行： 

クラブ奉仕副委員長 下山 徹哉 
 

 これよりクラブ奉仕委員会主催の

「クラブフォーラム」を第7グループ 

地区大坂ガバナー補佐をお迎えして

開 催 致 し ま す。本 日 の「ク ラ ブ

フォーラム」は、ロータリーの第1奉

仕部門の「クラブ奉仕」をテーマに

していますが、四大奉仕委員会にお

いて実践しています活動の発表など

を含めて進めていきます。 

 はじめに、クラブ奉仕委員会福田委員長から「クラ

ブ奉仕活動」についてお話をお願い致します。 

 

〇クラブ奉仕委員長 福田 武男 

 
 さて、「ロータリーに対する各

ロータリアンの捉え方は“十人十

色”」であります。 

 

《親睦だけで満足だと言う人》 

 

《地域社会などでの奉仕活動の実践

こそがロータリーだと言う人》 

 

《職業奉仕がロータリーだと言う人》 

 

……と、さまざまな捉え方がありますが、誰にでも共

通していることは「会員同士の互いの交流で親睦が深

まり、ロータリーの例会などが楽しいこと」でしょ

う。それはどんなクラブも、漢字で書けば「倶楽部」

ですから、倶に（いっしょに）楽（楽しむ）部（集ま

り）でなくてはならないことは当然のことです。 

この役割を担っているのが7～8つの小委員会からな

る「クラブ奉仕委員会」であります。勿論、例会出席

は楽しくなければなりませんが、しかし、「楽しけれ

ば全てよし！」と言う訳ではありません。ロータリー

は何処にでもある趣味の会や寄付団体とかボランティ

ア団体ではありません。例会は自己研鑽の場、米山梅

吉翁曰く、「ロータリーは人生の道場」でありますか

ら、例会に出席することは「楽しい」と同時に「自己

研鑽の場」でなければなりません。では、毎例会でど

のようにして「自己研鑽」をするのでしょうか？ 

その方法として、ロータリーでは1905年にロータ

リーができた時に、会員が「輪番」で自分の職場を例

会場として提供したことから『ロータリークラブ』と

名付けられたように、ロータリーの原則としては、代

わるがわり『会員卓話』を通じて互いに会員同士のこ

とを知り合い、かつさまざまな業界の最新の情報を勉

強することができることが、例会の基本となっていた

と思います。現在では『会員卓話』は時間がとれない

こともあってか、新入会員がするというような慣例に

なってきておりますが…。 

何故、会員卓話が自己研鑽に役立つかと言うと……

それぞれの会員は、各々の業界での成功者であり、業

界を代表する人でありますから、成書を読んで学ぶよ

りも業界の代表である会員からその分野の話を詳しく

聞いた方が、よりアップツーデートな即ち最新しかも

詳細な情報を聞くことができるという訳です。しかし

ながら、ここ10年以上のロータリーを振り返ってみる

に、徐々にロータリーの勢いや魅力もステータスも昔

ほどではなくなった気がするのは私だけではないで

しょう。 

何故でしょうか？ 

 

☆元国際ロータリー会長のビチャイ・ラタクル氏

は……… 

 

『ロータリーの拠って立つ万古不易の原則を守り抜

き、我々にインスピレーションを与え、1世紀の長き

にわたって我々を導いてくれた4大奉仕の枠組のなか

で、クラブ運営をすることが大事です。世界の多くの

クラブが基本を、ロータリーの心臓ともいえる「クラ

ブ奉仕」と「職業奉仕」をないがしろにしてきた』

……と、彼は「クラブ奉仕」と「職業奉仕」がロータ

リーの文字通り『根幹』であることを明確に公言して

おります。 

 

最後に尐々時間があるということですので、簡単に

『奉仕の実践にかかる決議23-34号』について解説を

したいと思います。 

 

≪奉仕の実践にかかる決議23‐34号≫ 
これは、ロータリアンとロータリークラブの指針で

あり、かつまた、各種の奉仕活動をするに当たっての

指針である。 

 

1. 《ロータリーとは何か？》 

本来、ロータリーとは、自己のために益せんとする

願望と、他人に奉仕せんとする義務意識との間に絶え

ず生じる葛藤を調和せしめんとする人生の哲学のこと

を言う。 

 

2. 《一言にして言えば、ロータリークラブとは？》 

奉仕哲学を信奉する代表的職業人のグループのこと

である。 

3.《だから代表的職業人が常に追求すべきことは？》 

委員会報告 

クラブフォーラムの模様 
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実施中です。1月で７回目の実施となりました。酒井

幹事から配付された街頭啓発・募金活動実践報告書

をご参照ください。また、3月11日は千歳の２RC共催

による「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千

歳』」チャリティの開催も計画されています 

  

〇会員増強委員長 佐々木 昭 
 

 「会員増強のための特別グループ

編成による活動」が功を奏し、新入

会員3名の確保をしています。まだ、

任期が6月までありますので、更なる

会員増強を図ります。また、2月23日

に各グループリーダーからの経過報

告を予定しています。 

 

 

〇ロータリー情報・定款細則委員会 
（佐々木金治郎副委員長東京出張中で不在） 

報告：酒井宏幹事 

 

 「会員の退会防止・会員の処遇対

策」～2011年12月29日例会報告「提

言」をご参照ください。 

 会員の高齢化に伴い、経済的、精神

的、体力的な問題から惜しまれて退会

が余儀なくされているが、「生涯ロー

タリアン」として終の時間（とき）ま

で名前だけは残し、ロータリーとの関

わりを続けたい強い意志を持っている会員が多い。そ

こで当クラブでは、忚分の個人負担をすることを前提

に千歳ロータリークラブ細則第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）の条項を運用して、退会防止を図るもので

す。 

 なお、当クラブから2013年度規定審議会に「終身会

員」を新設する立法案を提案しています。 

 

∼下半期における主な活動∼ 

 

〇今村 靜男 会長 
 

 千歳の２ロータリークラブ共催と県

人会さんの協力を得て「3・11東日本

大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」

チャリティの開催（3月11日 18時30分

ANAホテル）を企画しております。東

北３県から千歳に避難している家族約

60名への支援活動として、地元で行う

初の取り組みです。 

 

〇会員増強委員長 佐々木 昭 
 

 退会防止と会員増強のための活動を

下期も継続して行ないます。皆様から

の情報が非常に重要となりますので、

ご協力を引き続きよろしくお願いしま

す。 

◎ 奉仕理論を学び！ 

◎ 奉仕理論の提唱を行い！ 

◎ 奉仕理論を実践に移す！ 

◎ ロータリー理論の実践の尊さを世に植え付けて行

く！ 

 

4. 国際ロータリーとは？ 

◎ 奉仕の心を世界中に広めること！ 

◎ ロータリークラブの設立、管理・監督すること！ 

◎ ロータリーにとっての直面する諸問題の研究、ク

ラブ間の情報媒介機関の機能を果たすこと。 

 

5．ロータリー哲学は、ただ単に主観的心の状態にと

どまるものであってはならず、客観的活動に移さな

ければならない。できるだけ奉仕の実践活動は、一

会計年度で終わらせなければならない。 

 

6．どのような奉仕活動をするかは、クラブに絶対的

自治権がある。国際ロータリーは、有益な助言はで

きるが、クラブの奉仕活動に対して「積極的にも消

極的にも」命令する権限をいささかももってはなら

ない！ 

 

 ロータリークラブの最善かつ最高の行動は、「世の

警鐘者たる活動」である。ロータリークラブの奉仕活

動は、会員に対する「奉仕活動の訓練」であり、クラ

ブで行う「団体での奉仕活動」よりも「個人による奉

仕」の方が、よりロータリー精神に沿うものである。 

 

 以上のほとんどの項目は、現在の国際ロータリーに

とっては受け入れられないことばかりです。半世紀に

わたって、RIはこの「23－34決議」と「職業奉仕理

念」を意図的にないがしろにしてきました。現在の

「ロータリーの衰退」は世界のロータリーの指導者で

あるRIにあるかも知れません。 

 

∼上半期における主な活動∼ 

 

〇社会奉仕委員長 五十嵐 桂一 
 

①千歳市内の２RC・２LC・JC・ソロ

プチミストの協力により「女性特有

のがん受診率向上啓発活動支援ゴル

フコンペ」を11月6日に実施しまし

た。 

②毎月11日11時に「3・11私達は忘れ

ない東日本大震災」街頭啓発活動を



4 

 

〇大坂ガバナー補佐からの総括 

第2510地区ガバナー補佐・第7グループ担当

（由仁RC） 大坂 直人 様 

 
 皆様から内容の濃い報告を受けま

して、私自身も啓発された思いで

す。ガバナー補佐として参加してい

ますが、熊澤ガバナーは「ロータ

リーについて語ることが重要であ

る」と言われます。最近は新しく

入った会員への教育の機会が減って

います。そこでロータリアンの教育

として、ロータリーについて大いに語ること･･･

「ロータリーとはどんなものなのか」「ロータリーで

はどのように活動をしていくのか」「ロータリーはど

のように考えているのか」等々を大いに語ることが大

切であると。 

 また、今いる会員に対しての教育も重要なことで、

ロータリアン同志でロータリーのことを語り継ぐのも

重要です。そこで得られた理解が会員増強と脱会防止

につながるものです。こちらの千歳クラブでは、弛ま

ぬ活動を内に外に向けて続けられており、その努力

を、そのエネルギーを絶やすことなく続けていただ

き、他のクラブの良い刺激となり、目標となるよう活

動を継続してほしいと思います。 

 最後に東日本大震災に関して、2510地区でも継続し

て支援活動を行うものですが、千歳クラブでは毎月11

日に啓蒙活動を行っており敬意を表します。このよう

な地道な活動が被災された方々の力になることは元よ

り、ロータリークラブの存在と理解を深めることにも

なります。これからもご協力をよろしくお願い致しま

す。本日はありがとうございました。 

 

〇今村会長から大坂ガバナー補佐へ謝辞 
 

 お忙しい中、ご出

席して頂き、また、

貴重なご意見を頂き

ありがとうございま

した。残りの半年間

をご意見を参考にし

ながら活動してまい

り ま す の で、ご 指

導、ご支援をお願い

致します。時間的に余裕がないフォーラムで、十分な

お話ができなかったものと思います。お詫び致しま

す。本日はありがとうございました。 

 

今 回：６３．６％（ 1月19日＝35／55、実数） 

確 定：６６．０％（12月22日＝35／53、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

沼田 常好 会員 

 妻の母の葬儀に際してご弔意を頂きありがとうござ

いました。行年99歳、白寿でした。 

 

酒井 宏 会員 

 千歳民報に２件の記事が掲載されました。 

 

村上 光輝 会員 

 1月13日に、外ひ孫が誕生しました。 

 

田中 敬二 会員 

 妻の誕生日に、素敵な

お花をありがとうござい

ました。 

 

大西 信也 会員 

 かみさんの誕生日のお

花、ありがとうございま

した。 

 

髙橋 都 会員 

 お花のプレゼントを頂き、夫が新春早々、縁起が良

いと喜んでいました。ありがとうございました。 

 

宮本 伸司 会員 

 新年交礼会は皆様のご協力で盛会のうちに終えるこ

とができました。ありがとうございます。 

 本日のニコニコ集計 7名  合計 17,000円 

ニコニコＢＯＸ 

2月にお誕生日を迎える奥様 

３日  菅原  正行 会員の奥様 清美様 

スケジュール 

2/2 (木) 通常例会 

会員卓話 加藤正浩会員 

（担当：国際奉仕、新世代・ＲＡ委員会） 

2/9 (木) 通常例会  

千歳市長 山口幸太郎氏「出前講座」 

（担当：Ｒ情報・定款細則委員会）   

2/16 (木) 夜間移動例会（西洋軒） 

（担当：親睦活動、出席・資料管理委員会） 

2/23 (木) 通常例会 

佐藤秀雄ＰＧ卓話 

ロータリー創立記念日 

（担当：会員増強委員会） 

理事会 


