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 本年度は、例会場のＡＮＡクラウンプラザホテル千

歳での例会はバイキングですが、今夜は、例会場で食

事をすることは久し振りのことです。昼食のバイキン

グ方式についてはアンケートを行いました結果、当

面、「継続」という結果となり、今後のことにつきま

しては次年度の村田年度に引き継ぎ、最終的に決めて

頂ければ幸いと思っていますが、例会場での会員皆さ

んの食事の様子から「この方法もよい」とも感じてい

るところです。 

 今夜は月末のお忙しいことと思いますが、1月最終

例会としてゆっくりして頂ければと思っています。よ

ろしくお願いします。 

幹事 酒井 宏 
  

⑴ 千歳セントラルRC「1000回例会」

へのメーキャップについて 

千歳セントラルRCは、2月7日、キ

リンビールにおいての夜間移動例会

で1,000回を迎えます。羽生会長か

ら当クラブ会員の出席要請が来てい

ます。メーキャップとなりますので、ご出席をお勧

めします。 

⑵ 会員の動向 

岩崎暉久PCが1月5日に千歳豊友会病院に入院し、

頭部を再手術しています。現在、リハビリを受ける

まで回復しております。 

最近、会員の中に風邪をひいている方が見受けら

れます。寒さ厳しい折、健康管理にご留意下さい。 

⑶ 第15回理事会での審議・報告事項について 

【審議事項 4件】 

① 地区事業「東日本大震災支援ストラップ」購入 

2510地区大震災救援奉

仕プロジェクト委員会

からの要請があり、社

会奉仕活動の一環とし

 

 

 

 

 

会長 今村 静男 

 
 今夜は、たいへん寒さが厳しい中、

夜間通常例会にご出席を頂きありがと

うございます。下山ＳＡＡ委員長から

お話がありました通り、アルコール抜

きの「休肝日夜間例会」とご案内があ

りましたが、ワンコインで「自前調

達？」されており、楽しい雰囲気の中

での例会となるものと思っておりま

す。 

 今夜は、新入会員の斉藤えみこ会員のご出席を頂い

ており、良い雰囲気であることを感じて頂いたものと

思っています。普段が真面目な例会でありますので、

ご安心ください。また、例会担当の出席・資料管理委

員会ではアットホーム的な雰囲気での例会をすること

を計画しておりますので、お楽しみ願います。 

本日の例会 （2月2日 第31回） 通常例会               担当：国際奉仕、新世代・ＲＡ委員会 
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て会員数分を購入する。財源は特別会計（ニコニコ

BOX）より支出する。 

② 「ＩＭin由仁」（3/18）開催に伴う登録等 

具体的な開催要領はないが、登録は希望者とし、

半数以上の登録をお願いする。登録料の半額程度を

クラブ負担、移動手段はバス（往復）とする。 

③「会長幹事会」（2/1・由仁）での地区及び第7グ

ループへの要望等について 

地区には「永年出席100％会員表彰」など5点、第7

グループには「全員登録についての見直し」に関し

て要望することとした。 

④「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」

のチケット購入依頼について 

千歳RC 250枚 千歳セントラルRC 150枚 友好団

体要請 100枚など。詳細は別途。 

【報告事項 2件】 

①2/16夜間移動例会（西洋軒） 

②2月中、3月第1週プログラム 

2/2  通常例会 会員卓話（加藤正浩会員「東日本大

震災以降の北電の取り組み」） 

（担当：国際奉仕委員会、新世代・ＲＡ委員会） 

2/9  通常例会 ゲスト卓話（千歳市長による出前講

座 山口幸太郎氏（名誉会員）～みんなで夢実現

～千歳市のまちづくり） 

（担当：ロータリー情報・定款細則委員会）<アクト

例会> 

2/16  夜間移動例会（西洋軒） 

（担当：親睦活動委員会、出席・資料管理委員会） 

2/23  通常例会（ロータリー創立記念日） 

 会員増強委員による活動実態報告 

 会員卓話（佐藤秀雄PG）  

 （担当：会員増強委員会）《理事会》 

 ◆千歳ＲＡＣ为催「親睦ボウリング大会」フジボウ

ル 

3/1  通常例会 会員卓話（中山和朗会員「千歳だん

ご3兄弟物語」） 

 （担当：職業奉仕委員会） 

新世代・ローターアクト委員長 菅原 正行 
 

 2月9日（木）RAC定例会（第7回）

を開催しますので、ご協力をお願い

致します。 

 2月23日（木）にRAC为催のボウリ

ング大会をフジボウルさんにて開催

いたしますので、ご参加、ご協力を

よろしくお願い致します。 

 

SAA・プログラム委員長 下山 徹哉 
 

２月のプログラムについて 

 

2/2  通常例会 会員卓話「東日本大

震災以降の北海道電力の取り組

み」（加藤正浩会員）（担当：国

際奉仕委員会、新世代・ＲＡ委員

会） 

2/ 9 通常例会 ゲスト卓話「千歳市長による出前講

座～みんなで夢実現～千歳市のまちづくり」 

 （担当：R情報・定款細則委員会）<アクト例会> 

2/16 夜間移動例会 会員の意見交換「ほらでも吹い

て長期不況を吹き飛ばそう会」（西洋軒）(担当：

親睦活動委員会、出席・資料管理委員会） 

2/23 通常例会（ロータリー創立記念日）会員卓話

「ロータリー創立記念日とポールハリスについ

て」（佐藤秀雄 PG）（担当：会員増強委員会）

《理事会》 

3/ 1 通常例会 会員卓話「建設業の憂鬱~千歳だんご

三兄弟物語」（中山和朗会員）（担当：職業奉仕

委員会） 

出席・資料管理委員会 川端 清 会員 
 

〇今村年度における会員状況の中間報告 
 

・会員55名（男性会員52名、女性会

員3名） 

・平均年齢63歳（80歳台1名、70歳台

20名、60歳台15名、50歳台13名、

40歳台6名） 

・今年度27回中出席率（60％以上34

名、60％未満21名）（85年以上の

方2.34％、85年未満の方66.58％） 

 

現状、定款９－３－（ｂ）における年齢とRC歴が85

年以上で殿堂入りできる会員さんが現在20名、次年度

3名もいらっしゃいます。千歳RCの先駆者として、い

ろいろ苦労をしながら築き上げてくださったから現在

があるものと敬意を表します。 

 また、今期に入って亡くなられた会員2名、退会1

名、入会4名でした。なお、現在2名の方が入院加療中

であり、早く健康を取り戻し活動されることをご祈念

申し上げます。 

 

☆新春の夢を語ろう☆彡 

 

斉藤 えみこ 会員 
 

 損保代理店の評価ランクアップを

目指しています。業績面はクリアー

しています。あと、内部経営審査、

理念、ビジョン、3カ年計画・5カ年

計画等々をオールクリアーしてラン

クアップを達成したいです♡ 

 

 

 

五十嵐 桂一 会員 
 

 最近、車の調子が良くないので新

しい車をネットで検索中です。あ

と、事業所をもう一箇所持ちたいと

思っています(^^) 

委員会報告 

出席・資料管理委員会の中間報告 
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⑴ 3・11「東日本大震災『絆の結ぶ♥あったか千

歳』」開催に伴い、チケット250枚を当クラブで販

売。 

⑵ 地区事業「支援ストラップ」を社会奉仕事業とし

て55本購入し、会員に配付。 

⑶ 3/18「ＩＭin由仁」開催に伴う登録（希望者）登

録料の一部クラブ負担、移動手段について。 

⑷ 2/1「会長・幹事会」への要望・提案事項について

審議し、提案通り了承されました。 

 

◇報告事項として、 

⑴ 夜間移動例会（2/16）（西洋軒）開催（親睦活動

委員会）。 

⑵ 2月のプログラム。 

⑶ 3月11日「私達は忘れない東日本大震災」街頭活動

を新千歳空港施設内で行うため関係機関との調整等

（社会奉仕委会）について報告がありました。

（Ｓ） 

 

◇2月中・3月第1週プログラム 

2/2  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  通常例会 ゲスト卓話「千歳市長による出前講

座」 （担当：ロータリー情報・定款細則委員会） 

 <アクト例会> 

2/16  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  通常例会（ロータリー創立記念日） 

会員増強活動報告・会員卓話（佐藤秀雄PG）（担当：

会員増強委員会）《理事会》 

3/ 1  通常例会 会員卓話（中山和朗会員） （担

当：職業奉仕委員会） 

「私達は忘れない東日本大震災」街頭募金を 

千歳市社協に預託 

 当クラブでは、今村年度スタート以来、毎月11日を

「私達は忘れない東日本大震災」として、ＪＲ千歳駅

はじめ、タウンプラザ、千歳モールなど大型ショッピ

五十嵐 宏 会員 
 

 私、今年4月で73歳になります。丹

治さんが今年2月で89歳になられま

す。15年後の私も、丹治さんのよう

に元気で健康でいたいなと思います

(^^) 

 

中山 和朗 会員 
 

 40年前に8泊9日で新婚旅行で行っ

たところに、再度訪れたいと思って

います。新婚当時は宮崎からレンタ

カーでしたが、今回はバスの旅で美

味しい魚料理を食べてきたいと思っ

ています(^^) 

 

 

 

丹治 秀一 会員 
 

 私、今年の2月で89歳となります。

平均年齢を押し上げてしまいます

が、当千歳RCが50周年を迎える2018

年まで元気でいて、“分収造林”が

立派に育つのも観たいです（拍手）

(^^) 

 

 

沼田 常好 会員（次年度幹事） 
 

 今年の2月1日で社長となって丸30

年、3月27日で会社設立50年を迎えま

す。節目の年となりますので、いろ

いろな意味で積極的に挑戦していこ

うと思っています(^^) 

 

 

 

村田 研一 会員（次年度会長） 
 

 私の夢は40年前に戻りたい･･･ 

私も女房も･･･新婚生活を味わってマ

スターズに挑戦！（笑い）。それと

現実に戻りまして、7月から会長職を

仰せつかっております。無事、務め

れますよう頑張っていきますので、

皆様方のご協力とご支援をよろしく

お願いします<(_ _)> 

 1月26日、第15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10名が出席して行われまし

た。 

◇審議事項は、 

第15回理事会の開催 

千歳市社協に預託  

沼田常好理事・藤本副会長・酒井幹事  

（撮影：五十嵐桂一社会奉仕委員長） 
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ングセンター前などにおいて昨年7月から本年1月まで

7回にわたり街頭啓発・募金活動を行ってきました。 

 昨年 11月（11,933円）12月（5,205円）本年 1月

（5,823円）の3回行った募金活動において市民から寄

せられた浄財22,961円を、1月30日、藤本敏廣副会長

ら3名が千歳市社会福祉協議会を訪れ、沼田常好理事

に預託しました。 

 なお、昨年7月から本年1月まで7回行いました街頭

啓発、募金活動で市民の皆さんから寄せられた浄財の

合計金額は、36,646円となりました。 

 

 

 

 

今 回：５８．２％（1月26日＝32／55、実数） 

確 定：７４．５％（1月12日＝41／53、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

川端 清 会員 

 

 年男として民報に“辰年で良い年になりますよう

に”と記事を掲載していただきました。 

 

佐々木 金治郎 会員 

 

 妻の誕生日に美しいお花をありがとうございまし

た。大変喜んでおりました。 

 

大澤 雅松 会員 

 

 今週から始まる千歳支笏湖氷涛まつりで土曜、日

曜、祝日の夜は千歳民報担当の花火を打ち上げます。

寒いですが見に来て∼!! 

 

五十嵐 桂一 会員 

 

 1月21日に議会報告を開催いたしました。ご参加の

方々、ありがとうございました。 

 

齊藤 博徳 会員 

 

 リニューアル中の社屋が完成しました。場所は元の

ままです。また、手作り雑貨の店は近日中にグランド

オープン予定！ 

 

下山 徹哉 会員 

 

 佐々木昭会員、齊藤博徳会員にビールをご馳走にな

りました。今日のビールは格別に美味しいです♪ 

 

髙橋 都 会員 

 

 うっかりビールを飲んでしまいました･･･（同上）

今日のビールは格別に美味しいです♪♪ 

 本日のニコニコ集計 7名  合計 7,000円 

ニコニコＢＯＸ 

スケジュール 

2/9 (木) 通常例会 ゲスト卓話  

千歳市長 山口幸太郎氏「出前講座」 

～みんなで夢実現～千歳市のまちづくり 

（担当：Ｒ情報・定款細則委員会） 

<アクト例会>   

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（ロータリー創立記念日） 

会員増強委員による活動実態報告 

会員卓話（佐藤秀雄PG） 

（担当：会員増強委員会） 

理事会 

千歳RAC为催「親睦ボウリング大会」フジボ

ウル 

3/1 (木) 通常例会  

会員卓話（中山和朗会員「千歳だんご3兄弟

物語」） 

 （担当：職業奉仕委員会） 

夜間例会の模様  

久しぶりの夜間通常例会 例会場での食事風景 

本日の美味しいメニュー 

ロータリーソング斉唱に続き四つのテストの唱和 


