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会長 今村 静男 

 
 明けましておめでとうございま

す。平成24年、皆様とともに新春を

お迎えし、ここに千歳ロータリーク

ラブ恒例の新年交礼会を開催するに

当たり、多くの皆様にご出席をいた

だき、心よりお礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

 さて、昨年は日本ばかりでなく世界中が想像をはる

かに超える自然災害による被害が多くあり、特に3月

11日に発生しました東日本大震災は有史以来、未曽有

の災害で多くの犠牲を強いられましたほか、大型台風

による水害、タイの大洪水などがあり、またユーロ圏

の金融不安などで日本も大きな打撃を受け、余りにも

厳しく、辛い多難な一年であったと思っています。そ

の中で日本国民を楽しませ、勇気づけたのは「なでし

こジャパン」の活躍であったと思います。 

 

 

紹介：副会長 藤本 敏廣 
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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  

～ 1月はロータリー理解推進月間 ～ 
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第28回（通算2200回）例会報告 

 
日時：２０１2年1月12日 18：3０～20：30 

場所：ベルクラシック・リアン 

プログラム：新年交礼会＜RAC合同＞  

担当：親睦活動、ＳＡＡ・プログラム、新世代・ＲＡ

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 

SAAプログラム委員会 

     玉山 敬吏 会員 

ご来賓の紹介 

会長挨拶 

千歳市長 山口幸太郎様 

千歳市議会議長 本宮輝久様 

恵庭RC会長  鈴木伊佐男様  

幹事              雛田谷武志様 

千歳CRC会長 羽生有三様 

幹事           須藤  丈  様 

千歳LC 第一副会長 

      片岡健様 

千歳中央LC第一副会長  

   常川聖夫様 

幹事   服部賢二様 

国際ソロプチミスト

千歳会長 

   赤堀美智子様 

千歳青年会議所理事長 

     福田卓也様 

専務理事   増子洋行様 

千歳プロバスクラブ会長 

     奈良孝秋様 

副幹事  森田勝榮様 
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 私どもを取り巻く環境は依然として厳しいものがあ

りますが、新年を迎えて心機一転し、みんなで力を合

わせて頑張って行かなければならないと思っていま

す。私の年度は「人、地域に思いやる心」をテーマに

この半年間活動して参りまして地域に密着した活動を

展開しております。その中で毎月11日は「私達は忘れ

ない東日本大震災」街頭啓発・募金活動を行い、昨日

11日には長都の千歳モール前で7回目のキャンペーン

を行ったところです。その一環として初の試みです

が、千歳の千歳セントラルＲＣと千歳ＲＣの２クラブ

のロータリアンがタッグを組み、共催による支援活動

として、東北地方から千歳に避難されている約60名の

方々に支援の手を差し伸べることを目的に「3・11東

日本大震災『絆の結ぶ♥あったか千歳』」チャリティ

を震災が発生した1年目の3月11日に行う準備を進めて

おります。これも本日お集まりの皆様はじめ、多くの

団体、市民の皆様のご協力なくしてできるものではあ

りませんので、ご理解とご支援の程をお願い致しま

す。 

 本日は、当クラブの名誉会員であります山口幸太郎

千歳市長、そして会員でもあります瀧澤順久商工会議

所会頭、本宮輝久千歳市議会議長、平素よりお世話に

なっております友好団体の千歳ライオンズ、千歳中央

ライオンズ、国際ソロプチミスト千歳、千歳青年会議

所、千歳プロパス、恵庭ロータリー、千歳セントラル

ロータリークラブの皆様を来賓にお迎えしての新年交

礼会であります。多少、新年会疲れがあると思います

が、楽しいひと時を過ごして頂ければ幸いです。本日

はご出席を頂き、誠にありがとうございました。 

 今村会長から山口市長へ、昨年12月15

日（木）に開催の夜間例会(クリスマス家

族会)で行われたビンゴ大会でのビンゴ

カード売上金全額116,000円を千歳市奨学

基金として寄付いたしました。山口市長

から当会宛の感謝状を頂きました。 

〇斉藤  えみこ 会員の紹介 

紹介者 会計 沼田 常好 

有限会社  よつ葉保険企画  （長都駅前４丁目

3－18） 

斉藤 えみこ 会員 （さいとう えみこ） 

昭和４１年（1966）４月生まれ 満４５歳 

昭和６０年（1985）３月千歳北陽高等学校卒 

卒業後、尾島歯科、㈱GMSトサカを経て平成１７年

（2005）５月 (有)よつ葉保険企画 設立 

趣味：ドライブ、映画鑑賞、洋裁 

所属：親睦活動委員会 

 

斉藤 えみこ 会員挨拶 

 
 皆様、こんばんは。ロータリークラ

ブの活動を早く勉強して、一日でも早

く貢献できるよう頑張ってまいりま

す。これからお世話になりますので、

よろしくお願い致します。 

 

〇单雲 州治 会員の紹介 

紹介者 会長エレクト 村田 研一 

 

有限会社  单広（なんこう）・株式会社  アイワ不動

産 （東郊１丁目5-3） 

单雲 州治 会員 （なぐも しゅうじ） 

昭和２５年（1950）４月生まれ 満６１歳 

昭和４８年（1973）３月 東北学院大学 卒 

昭和４８年（1973）４月 日本ケミファ 

昭和５０年（1975）11月 千歳信用組合 

昭和６３年（1988）10月 同組合錦岡支店長にて退職 

平成 ９年（1997）11月 (有)单広 設立 

趣味：ゴルフ、麻雀、野球（S42年3月選抜体会で甲子

園出場）、合気道五段（北海道合気道連盟事務局長） 

所属：出席・資料管理委員会 

 

单雲 州治 会員挨拶 

 
 高校の後輩でもある村田さんの“強

力な勧め”で入会いたしました。その

ため、まだ奉仕の精神は持ち合わせて

おりませんが、入会した以上は少しで

も早く奉仕の精神を身に付けたいと思

います。皆様方のご指導の下、活動し

ていきますので、よろしくお願い致し

ます。 

進行： 

親睦活動委員長 宮本 伸司 
 

 

 

千歳市奨学基金へ寄付金贈呈 

今村会長から山口市長へ贈呈 山口市長から感謝状を

頂きました 

斉藤えみこ会員・南雲州治会員の入会式 

今村会長からバッジ授与 

今村会長からバッジ授与 

新年交礼会の模様 
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のみです。景気はマインド（気持ち）に掛かっていま

すので前向きな気持ちで今年一年を過ごしたいもので

す。 

 昨年は「東日本大震災」という大事がありました。

当ロータリークラブでは、その後７月から毎月11日に

社会奉仕委員会が主体となり街頭募金活動を行ってい

ます。復興には、まだまだ年月が掛かりそうであり、

支援の気持ちを風化させないためにも続けていきま

す。本年も、この「地域の絆」「家族の絆」「人と人

との絆」そして「他人を思いやる心」「千歳市に対す

る愛着の心と誇り」を忘れずに今年一年を頑張りま

しょう。 

 それでは、本日ご参会の各クラブの皆様のご隆盛と

千歳クラブの隆盛、そしてご参会の皆様の本年一年の

ご健勝、ご多幸を祈念しまして、祝杯をあげたいと思

います。乾杯！！ 

 

※各団体代表の皆様のご挨拶は割愛いたします。 

(ホームページをご参照下さい) 

 

~余 興~ (^_^)v 

 宮本委員長もジョイントで

ノリノリですが仕事は忘れて

いません。“おみくじを引い

て頂き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”とのアナウン

スは忘れていませんでした。 

 

〇御礼の挨拶 

 次年度会長 村田 研一 

 

 改めまして、明けましておめでと

うございます。私、今年の７月より

〇開会の挨拶 

 副会長 藤本 敏廣 
 

 懇親会の開催に先立ちまして、一

言ご挨拶をさせていただきます。 

 本日は、公務ご多忙の中、山口市

長をはじめご来賓の皆様方のご出席

を頂き、ありがとうございました。

１月４日の千歳市新年交礼会で、山口市長が今年の漢

字一字“進”を発表されました。今年の辰年に合った

漢字であり感銘を受けております。本日、ご参会の皆

様方も天に向かって高く高くご活躍されることを祈念

しましてご挨拶とさせていただきます。本日はごゆっ

くりとお楽しみください。 

 

〇来賓代表のご挨拶 

 千歳市長 山口 幸太郎 様（名誉会員） 
 

 新年明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願い致しま

す。 

 私もロータリーの名誉会員であり

「来賓」という立場とは少し違うも

ののご挨拶させていただきます。ま

ずは今年がロータリーの皆様方に

とって希望と活力に満ちた一年とな

ることを祈念しております。 

 さて、先ほど藤本副会長からご紹介いただきました

今年一年の所信となる漢字一字“進”は、「行政」に

おいては昨年から始まりました第六期総合計画の着実

な実行と前進を目指すものです。また、東日本大震災

では、今年こそ被災地のみならず日本国中が復興に向

けて槌音を高くしていく年になりたい。そのように前

に進む思いを込めた漢字一文字です。 

 まだまだ厳しい状況は続いております。その厳しい

環境の下でロータリークラブの皆様は職業奉仕を拠り

どころに活動をされており、地域社会貢献等々の奉仕

活動を続けられていることに大変感謝申し上げます。

また、本日は友好クラブの皆様方も多数いらっしゃい

ます。皆様方の活動につきましても、この場をお借り

して大変感謝申し上げます。 

 最後に行政に対する皆様方のお力添えをお願いする

と共に、皆様のご発展、ご健勝を祈念しまして、新年

のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

〇祝杯のご発声 

 千歳市議会議長 本宮 輝久様 

 （職業奉仕副委員長） 

 

 新年明けましておめでとうござい

ます。ご家族ともども健やかな新年

を迎えられたことにお喜び申し上げ

ますとともに、この一年が輝かしい

良い年となることをご祈念申し上げ

ます。 

 さて、株の街「兜町」では「戌亥の借金、辰巳で返

せ」という諺があるそうです。辰年は相場が上がるそ

うでして、今年もそうなってくれればよいのにと願う

スマッシュエースのお二人の演奏 

美味しい料理に舌鼓(^_^)v 

おみくじで今年の運勢は(^_^;) ３巨頭談義･･･ 
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千歳ロータリークラブの４５代目会長を仰せつかりま

した村田でございます。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 なお、本日の新年交礼会に、大変お忙しい処、お越

しいただきました山口市長様をはじめ、多数のご来賓

のご出席を賜りまして誠にありがとうございました。 

 さて、今年は辰年でございます。昇竜のように飛躍

する良い年でありますようにお祈り申し上げます。最

後になりますが、皆様方のご健康とご多幸をお祈り申

し上げ、ご挨拶と致します。本日は本当にありがとう

ございました。 

 

〇中締めの乾杯 

 千歳商工会議所会頭・(社)千歳観光連盟会長 

 瀧澤順久様（ロータリー財団・ 

  米山記念奨学委員会） 

 

 改めまして、明けましておめでと

うございます。今年は辰年であはあ

りますが、オリンピックの年でもあ

ります。オリンピックというものは

「人・物・金」が動きます。何故か

というと自国の選手が活躍しますと

嬉しくなって消費指向が高くなりま

す。また、日中友好40周年なので大陸から大挙して中

国人が押し寄せますし、LCCの安売り航空券が売られ

980円？で関空と千歳が結ばれる等々の報道で、経済

の活性化が図られる見通しがあります。 

 今年は“龍（りゅう）”の年です。その龍（たつ）

の年が私たちにどのような効果・影響をおよぼすかは

受け止め方で違ってきます。正なのか悪なのか？ある

いは味方なのか敵なのか？そして、慈悲深いのか冷酷

無比なのか？それは、この龍（りゅう）の時代を我々

が、どう受け止めるかによって変わってくるものと思

われます。 

 どうぞ、ご参会の皆様にとって今年一年が素晴らし

い年となりますよう祈念いたしまして三本締めで締め

ましょう。皆様、お手を拝借!!! 

 

○手に手つないで 

1/26 (木) 夜間通常例会 

(担当：出席・資料管理委員会) 

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）   

スケジュール 

今 回：７４．５％（ 1月12日＝41／55、実数） 

確 定：５６．６％（12月22日＝30／53、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

第７回「私達は忘れない東日本大震災」街頭

募金活動実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1月11日11時」に第7回街頭募金活動を！ 
 

 東日本大震災発生後10ヶ月を迎えた1月11日11時

「11並びの日」に千歳モール（千歳市勇舞）前におい

て「第7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。 

 買い物客で賑わう千歳モール入口前で佐々木昭パス

ト会長はじめ5名の会員が「東日本大震災が発生して

10ｶ月が経ちました。日頃の備えが大切です」と呼び

掛けをしました。今回、札幌信用金庫田中千歳支店長

から提供のあっ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。

（Ｓ） 

募金額 ５，８２３円 

参加者：五十嵐桂一、川端清、酒井宏、佐々木昭、宮

本伸司各会員（敬称略・五十音順） 

（撮影：酒井宏幹事） 

買い物客に「日頃の備え

を･･･」と声掛けを 

千歳モール前･･･ 

寒いけど頑張ってます！ 

〇大集合写真 


