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「ちゃんと」の広告掲載も94枠にうち残り10枠ほどと

なりましたので、クラブ会員の企業広告としてご協力

を頂きたいと思っています。 

今回のイベントで被災者家族への支援金として100

万円程を目標にしており、当日、福島・宮城・岩手の

千歳にあります三県人会会長さんに贈呈する予定で

す。また、当日、発足間もない千歳市芸能赤十字奉仕

団による日本伝統芸能などの出し物を予定していま

す。 

3月11日の「あったか千歳」は、例会とさせて頂き

ますので、未だチケットを購入しておりません方は酒

井幹事が当日券を準備しておりますので、是非、購入

をお願いします。 

本来、ロータリークラブは職業を通じて奉仕をする

ことではありますが、チケット購入を依頼し、支援金

を集めることに批判があることは承知しています。昨

年3月11日の未曽有の大震災により千歳に避難をして

いる71名の方々への支援の手を差し伸べることを目的

としておりますことをご理解を頂きますようお願い致

します。 

本日、この後、佐藤秀雄PGよりロータリー財団の

「未来の夢計画」についてお話を頂けますので、ご拝

聴をお願い致します。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴ 3月のプログラムについてのお知

らせを配布しましたが、3月8日が11

日（日）「あったか千歳」に、3月

15日が18日（日）移動例会「第7グ

ループＩＭ（由仁）」と2週続いて

日曜日開催となっています。誤りのないようにお願

いします。 

⑵ 地区大震災救援プロジェクト委員会の復興支援の

「支援ストラップ」を、当クラブが50本購入して会

員皆さんに配布しています。地区の資料では購入数

が多いのは、札幌の130本を最高に、小樽单100本、

 

 

会長 今村 静男 

 
 本日の例会への出席者数がいつも

より尐ない感じがありますが、静養

されておりました上井PCが久し振り

にお元気な姿でご出席を頂き、あり

がとうございます。本日は2月の最終

例会ですが、私の年度となりまして

から8ヶ月が過ぎようとしています。

あと4ヶ月頑張りますと村田年度にバ

トンタッチができると思っています。 

会員皆さんには、例会の都度お願しておりますが、

「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」

チャリティイベントのチケットは500枚弱まで販売し

ていますので予定の90％まで消化しております。目標

まではあと50枚程度を販売しますと目標達成ができる

と思っています。千歳クラブのチケット販売目標は

250枚で、既に会員皆さんのご協力により210枚まで販

売し、残り40枚ほどあります。また、生活情報誌
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滝川60本で次いで苫小牧と千歳が50本となっていま

す。 

⑶ 由仁で開催のＩＭへの登録者は26名で47.3％と半

数を割り込んでいます。次年度は千歳から佐々木昭

PCがガバナー補佐となっていますので、出来れば半

数以上の登録をお願いします。また、村上倫行会員

のフジボウルで千歳RAC主催の「親睦ボウリング大

会」が3月1日開催されます。参加者が非常に尐な

く、アクターから要請が来ています。 

⑷ 今村年度も残すところ4ヶ月です。各委員会の活動

計画書（グリーン表紙）の内容を検証して頂き、未

実施の行事については委員会メンバー全員で活動の

ための行動をして頂くようお願いします。 

職業奉仕委員長 大澤 雅松 
 

 次週3月1日の通常例会は職業奉仕

委員会が担当します。会員卓話とし

て、先般、千歳商工会議所副会頭に

就任された中山和朗会員に「千歳だ

んご３兄弟物語」を語っていただき

ます。皆様方多数のご参加をお待ち

しております。 

 

会長エレクト 村田 研一 
 

①下山会員の転勤に伴い、次年度副

会長を高橋都会員に快く了承を得て

おります。 

②佐藤秀雄PCが、次年度に2510地区

の3委員会に所属することになりま

した。 

 〇ガバナー諮問委員会 〇ガバナー指名委員会 

 〇第1ゾーン財団学友コーディネーター 

会員増強委員長 佐々木 昭 
 

〇会員増強活動について 
 

会員増強活動の進捗状況をご説明し

ます。5つのグループに分かれて新会

員獲得のため、幾度となく打ち合わ

せをしたり会合を設けたりして精力

的に活動をして頂き、ありがとうございました。その

努力の成果として現在３名の新入会員を獲得し、さら

に新年度の７月に２名の方の入会を予定しておりま

す。さらに各グループ全体で10名弱の見込み会員をお

持ちです。次年度まで４ヵ月ありますので、更なる増

強に向けてご尽力とご協力をお願いいたします。 

当初、この増強活動において、クラブ会長の“会長

賞”なるものを想定しておりましたが、成果の違いは

あるものの、いずれのグループも鋭意努力をしてお

り、優劣をつけることは困難であるとの思いもありま

す。しかし、何らかの労いは必要であり、成果を上げ

たグループにはお酒やワインの贈呈等も考えておりま

す。 

会員増強は大切なことであり、村田会長エレクトの

考え方を踏まえた上で、次年度も今年度同様に会員増

強を最重点頄目とし、精力的に増強活動を行いたいと

思います。皆様方の更なるご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

パストガバナー 佐藤 秀雄 

 

〇ロータリー創立記念日 

 （1905年2月23日）にあたって 

 
本日は「国際ロータリー創立記念

日」と「未来の夢計画」についてお

話をさせていただきます。 

ロータリー経験年数の長い会員は十分ご承知のこと

ですが、新会員の方々もおりますので改めて尐しふれ

ておきます。107年前の1905年2月23日、米国イリノイ

州シカゴにおいて、青年弁護士ポール・ハリスが、石

炭商・鉱山技師・洋服屋の３人と鉱山技師ローアの事

務所で最初の会合を４人で開いたのが始まりです。そ

の後、各会員の事務所をぐるっと回りながら会合を持

つことから“ロータリー”と言われるようになったそ

うです。 

中心人物の青年弁護士ポール・ハリスは、なぜ国際

ロータリー・ボランティアを始めたかにふれます。法

科大学を卒業後、５年間の放浪の旅に出ていろいろな

場所で種々の仕事･･･新聞記者、農園の労働者、大理

石の販売等々に就きたくさんの経験を積んでシカゴに

戻りました。そして、法律事務所を開業し、最初は苦

難の道のりでしたが、ある程度軌道に乗った頃、日曜

日の教会礼拝後に無性に寂しさに襲われ、「本当に親

しい友人を創りたい」との想いで３人の仲間と語らっ

て派生したものです。そして、ポール・ハリスが他の

３人と初めて会合を開いた２月を、特別月間として

「世界理解月間」として制定されています。 

皆様方も国際大会がアメリカで開催される時など

は、ロータリー本部を訪問し学ばれることと、ポー

ル・ハリスの生涯等の本が多数出ておりますので、眼

を通していただきたいと思います。 

次に、「未来の夢計画」についてお話します。 

「未来の夢計画」はクラブと地区が実施する人道

的・教育的プロジェクトを支援するためのロータリー

財団の新しい事務手続きを簡素化した補助金モデルで

す。 

活動において更なる大きな成果をもたらし、公共に

よる認識を高め、補助金のプロセスを簡素化する必要

性が高まって来たことを受けて、ロータリー財団管理

委員会は、新しい補助金は「ロータリーの戦略的計

画」として掲げる5つの中核的価値観に沿った活動を

実施することで、地元や海外での人々に奉仕をし、よ

り良い世界を実現することを目指していますが、ロー

タリー財団の事務の簡素化を図ったものです。 

既に「未来の夢計画」は試験段階に入っており、日

本では6地区で3年間、パイロット地区として試験運用

しており、問題点について修正を図り、2年後の2013

年7月の川端年度には新しい補助金モデルが全面導入

されることになります。 

「未来の夢計画」では、地区の3年前の基金と恒久

的基金の収益の50％がＤＤＦ（地区財団活動資金）

に、50％がＷＦ（国際財団活動資金）となり、クラブ

委員会報告 

会員卓話 
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⑶ 3月のプログラムについて報告された。詳細は、会

報最後の頄に掲載（2/23 全会員に通知） 

その他として、3月22日に次年度第１回理事会・第

１回クラブ協議会を開催（沼田次年度幹事）すること

が報告された。（Ｓ）  

〇下山総支配人・藤井支配人歓送迎会を開く 

 ～札幌から尾﨑伊智朗さんも駆けつける 

2月25日（土）18時30分より、ＡＮＡクラウンプラ

ザホテル千歳11階において、今村会長をはじめクラブ

会員など28名が出席して、3月1日付でＡＮＡクラウン

プラザホテル新潟総支配人にご栄転される下山徹哉会

員（千歳RC理事）と、その後任の札幌全日空ホテル藤

井雅一氏（千歳RC入会予定）のお二人を迎えて歓送迎

会を開催しました。 

今村会長の挨拶から始まり、下山会員からの謝意と

今後の抱負、藤井新支配人からの挨拶と千歳RCへのご

入会の意思表示があり、佐々木昭次年度ガバナー補佐

の乾杯で懇親に入りました。 

懇親会では、宮本会員によるギターを弾いての“贈

る言葉”シリーズが披露され、出席者一人ひとりから

は下山会員への贈る言葉と藤井新支配人への歓迎の言

葉があり、下山会員への千歳での公私にわたる活躍と

新天地での激励の言葉となかには“暴露話？”もある

など大いに盛り上がりました。前北電千歳支社長の尾

﨑伊智朗さんが下山総支配人の送別会の噂を聞きつけ

てご出席されました。最後は、千歳商工会議所会頭の

瀧澤会員が“下山総支配人の新天地での活躍と入会予

定の藤井支配人の心からの歓迎を”と締めの挨拶があ

りました。 

出席者は盛り上がった雰囲気のまま、親睦と交流の

場を清水町の巷に移したところです。（Ｓ） 

 

【追記】懇親の場では、大澤会員から2月24日発行の

千歳民報第2社会面に下山会員の写真入り記事と

「まちの本棚」に五木寛之著“下山（げざん）の思

想”が紹介されていることに引用して“下山（しも

やま）の思想”と洒落？で本が贈られました。 

 

 

 

と地区は、新地区補助金とグローバル補助金の2種類

となります。 

千歳RCとしては、過去に单アフリカのＲＣを通じて

消防自動車（1992年3月・山田年度）を寄贈した際

と、最近では千歳道の駅に不老長寿の木「ハスカップ

の樹」を植樹（2006年4月中山年度）した際に、地区

財団資金を運用しています。 

プログラムの簡素化のために「平和と紛争予防・紛

争解決」「疾病予防と治療」「水と衛生設備」「母子

の健康」「基本的教育の識字率向上」「経済と地域社

会の発展」に集約されています。ロータリアンが、世

界の貧しい人たちの健康改善、教育支援を高め、貧困

を救済することを通じて世界理解と親善、平和を達成

できるものです。 

申請書を提出する計画年度と補助金支給されるのが

2年サイクルとなっていますが、地元、海外、ロータ

リークラブのない国での事業が可能となっており柔軟

性があるますので、千歳クラブとしても知恵を絞って

実行に移していただきたいものです。  

○第17回理事会開かれる。 

2月23日、第17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7名が出席して行われ

ました。 

審議事頄は、 

⑴ 次年度副会長の下山徹哉会員の人事異動により退

会、後任副会長に髙橋都会員を了承。 

⑵ 3月第3例会日計画のパークゴルフ大会は、諸般の

事情により４月第３木曜日に開催の変更が了承（木

曜会） 

⑶ プログラム4月第2週の「セーフティコール」は他

行事との関係から4月第4週と入れ替えが了解され

た。 

報告事頄は、 

⑴ 3/18開催の第７グループＩＭ（由仁）は移動例会

（3/15振替）。2月23日現在26名の登録（登録料の半

額はクラブ負担）、より多くの登録を依頼する。  

⑵ 3/11開催「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥あった

か千歳』」例会（3/9振替）とする。チケットの販売

は100％販売を目標とし、当日、クラブ会員の支援要

請。 

第17回理事会の開催 

下山総支配人の送別会の開催 

下山総支配人の挨拶 



4 

 

   

今 回：４９．１％（2月23日＝27／55、実数） 

確 定：６５．５％（2月 9日＝36／55、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

 

丹治 秀一 会員 

 

 本日はロータリーの創立記念日ということで。 

 

今村 靜男 会長 

 

“あったか千歳”のポスター作成発表に伴い、千歳

民報に千歳セントラルRCの羽生会長と二人で新聞掲載

されました。 

 

村田 研一 会員 

 

次年度副会長の下山会員が急遽転勤され、高橋都会

員に次年度副会長を快く承諾していただきました。 

 

上井 昭一 会員 

 

体調を崩し長期間欠席致しました。酒井幹事さんに

会報誌やロータリーの友を届けていただき恐縮してお

ります。 

 

 

 本日のニコニコ集計 19名  合計 39,000円 

ニコニコＢＯＸ 
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） 

  ◇千歳 RAC主催「親睦ボウリング大会」

（18:30 フジボウル） 

3/8 (木) ◇千歳RAC第9回定例会（18:30 リアン）  

3/11 (日) 
 

 

夜間例会「3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥

あったか千歳』」チャリティ 

【3/8振替】（千歳PB合同） 

 （担当：健康、社会奉仕委員会）  

3/18 (日) 移動例会：ＩＭ（由仁） 

【3/15振替】               （担当：三役）  

3/22 (木) 春季休会  

3/29 (木) 通常例会 会員卓話（田中敬二会員「（仮

称）中国の現状」）（担当：ロータリー財

団・米山記念奨学委員会） 

《理事会》 

4/5 (木) 早朝例会（社会奉仕活動・清掃） 

             （担当：社会奉仕委員会）  

スケジュール 

「贈る言葉」を熱唱する宮本

会員と秡川会員 

藤井雅一新支配人の挨拶 瀧澤千歳商工会議所会頭の

締めの挨拶 

札幌から駆け付けた尾﨑伊智朗

さん（前北電千歳支社長）  

 

３月にお誕生日を迎える奥様 

１７日  南雲 州治 会員の奥様 直子様 

２１日  加藤 正浩 会員の奥様 浩美様 

２２日  玉山 敬史 会員の奥様 ひろみ様 

２８日  今村 靜男 会員の奥様 恵子様 

おめでとうございます！ 

斉藤 えみこ 会員 

 

ロータリーの昼の会に初めて出席をしました。ラン

チがおいしかった。よろしくお願いします♡ 

 

佐々木 昭 会員 

 

①この度の千歳神社宮司のご逝去に伴い、葬儀が万端

滞りなく終了することができました。たくさんのお

参りありがとうございました。 

②千歳青年会議所OB会会長を、佐藤秀雄先生の後を務

めることになりました。今後ともご指導をよろしく

お願いいたします。 

 

佐藤 秀雄 会員 

 

千歳青年会議所OB会会長を無事終えることができま

した。ありがとうございました。 

 

田中 敬二 会員 

 

中国三都市（上海・広州・香港）の視察研修が終了

し、無事帰国しました。お土産はありませんが、土産

話はあります。 

 

大ホラ吹き大会（2月16日夜間移動例会：西洋軒）の

参加者11名【髙橋（都）、村上（光）、日向、中山、 

小原、末廣、本宮、五十嵐（宏）、武石、单雲、村

田：各会員発表項】からニコニコBOXへ２万円頂きま

した・・・因みに栄えある優勝者は村上光輝会員でし

た！ 


