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し振りに戻りました。 

 3月11日、千歳セントラルRCとの共催で「あったか

千歳」チャリティイベントを行い、千歳に避難してい

ますご家族（25世帯66名）への「避難者支援金」とし

て102万円余の寄付金を頂きました。これは、千歳ク

ラブの皆さんをはじめ、多くの市民の皆さんのご支援

によるもので、心より感謝とお礼を申し上げます。 

 今回のチャリティでチケットが527枚で52万7千円、

生活情報誌「ちゃんと」広告料で48万円、会員からの

寄付金4万2千円、千歳RC支援金（新年交礼会での寄

付）8万4千円などを頂き、その中から必要経費を除い

た102万4,056円を「避難者支援金」として千歳にあり

ます福島・宮城・岩手の三県人会を通じて避難ご家族

に贈ることとして、本日、各県人会の指定する口座に

振り込むこととしています。本日、振り込み終了とと

もに実行委員会は解散となりますが、昨年11月に発足

しました実行委員会に携わりました方々やチケット販

売などでご協力を頂きましたクラブ会員皆さんに、重

ねてお礼を申し上げます。 

 18日、由仁RC主催の第24回第7グループインターシ

ティーミーティング（ＩＭ）が開かれ、当クラブは26

名が登録し、13名が出席しました。パネルデスカッ

ションのテーマは「長期計画 未来の夢計画」で、宮

本伸司会員にパネラーとして参加頂きました。大坂ガ

バナー補佐から「パネラーはロータリー歴の浅い方」

という意向があり、宮本会員にお願いしたところ快諾

を頂きましたが、札幌への人事異動発令があった直後

にもかかわらずパネラーとして責任を十分果たして頂

きました。宮本会員に感謝申し上げます。 

 次年度のガバナー補佐は、当クラブから佐々木昭PC

が出ますので、第25回ＩＭは千歳RCが担当ということ

になります。今年度の第7グループの会長・幹事会に

おいて、当クラブからＩＭを含めて各種行事には経費

を掛けないようにと申し入れた経緯がありますので、

当クラブでの開催時においても同額の6,000円程度に

なるものと思っています。具体的には佐々木昭ガバ

ナー補佐を中心に検討すべきと考えています。なお、

次回のＩＭ実行委員長を私、今村が受けることになっ

ておりますので、ご協力の程お願い致します。 

 3月もあっという間に終わりになって来ましたが、

  

 

 

 

 

  

 

 元会員 加藤 武仁 様 
 

 

会長 今村 靜男 
 

 3月1日に通常例会を行いました以

降、8日が11日に振替として「3・11東

日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千

歳』」を行い、15日は18日に由仁で開

かれました「ＩＭ」で移動例会として

振替、22日は春期休会と例年3月は例

会場を離れての例会が多く、本日は久

本日の例会 （4月5日 第40回）早朝例会                      担当：社会奉仕委員会 

                     ～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳前～        
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大きな行事を終えることができました。残り3ヶ月を

各委員会ごとに検証し、計画したもので未実施の案件

は完了するようにお願い致しまして、挨拶といたしま

す。 

幹事 酒井 宏 
 

◇会員の動向についてお伝えします。 

 木村照男PCは3月4日、急病により千

歳豊友会病院に入院しました。岩崎暉

久PCは、千歳豊友会病院に再入院し、

リハビリに努めていますが、退院はま

だ先のようです。村松克重PCは、井川病院で引き続き

入院加療中です。 

 風邪が流行っているようです。会員の皆さんも健康

管理にご配意をお願い致します。“風邪は万病の元”

です。 

◇江別RC創立50周年記念式典参列への謝意 

 3月17日、江別RCの創立50周年記念式典が執り行わ

れ、今村会長、酒井幹事の2名が出席して参りまし

た。この度、式典出席へのお礼の書状が届いていま

す。 

◇第20回理事会開催結果報告 

 本日、第20回理事会を本例会場において開催しまし

た。詳細は、クラブ会報「理事会報告」を参照願いま

す。 

◇ロータリー財団およびポリオ寄付について 

 本日現在、ロータリー財団への寄付総額は、5,037

＄、ポリオ寄付は目標の500＄を超えた515＄です。財

団寄付の目標は一人平均100＄ですから400＄ほど少な

いのが実態です。 

 委員長の佐藤彰二氏がご逝去され、副委員長等が入

院中であることから五十嵐宏国際奉仕委員長がロータ

リー財団への寄付目標額の達成のために個別交渉を行

いますので、ご協力をお願いします。 

◇第17回国際ロータリー日本青少年交換研究会札幌会

議への参加者を 

 4月28日、札幌パークホテルにおいて開催されま

す。登録料は10,000円、懇親会費は3,000円です。参

加を希望する方は、菅原新世代・RA委員長に申し込み

をお願いします。 

〇藤井 雅一 会員の紹介 
ANAクラウンプラザホテル千歳 支配人 

（千歳市北栄２丁目２－１） 

藤井 雅一 会員 （ふじい まさいち） 

昭和３５年（1960）１月生まれ 満52歳 

昭和５７年（1982）３月 専修大学商学部卒 

       同年４月 札幌全日空ホテル入社 

所属：SAA・プログラム委員会 

 

藤井 雅一 会員 
 当ホテルをご利用いただき誠にありがとうございま

す。改めてお礼申し上げます。これからは、ロータ

リークラブに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。 

 

〇金沢 明法 会員の紹介 
北海道ガス株式会社 千歳支店 支店長 

（千歳清水町１丁目） 

金沢 明法 会員 （かなざわ あきのり） 

昭和３９年（1964）８月生まれ 満４７歳 

昭和６３年（1985）３月 北海道大学法学部 卒 

       同年４月 北海道ガス（株）入社 

趣味：将棋、ゴルフ、麻雀、野球（大学時代） 

所属：親睦活動委員会 

 

金沢 明法 会員 
 前任の宮本が、大変お世話になりありがとうござい

ます。私も宮本が築いた実績を汚（毛が）さないよ

う、皆様方のご指導の下、活動して参りますので、よ

ろしくお願い致します。 

  

 加藤武仁元会員が、息子さんに付き添われ例会に参

加下さいました。冒頭、息子さんから「父は慢性硬膜

下血腫(脳と硬膜の間に血がたまる病気）で昨年1月3

日に入院し、8回もの手術を経て11月に無事退院しま

した。その間、５月には母が亡くなり、幾度となく死

にそうになりながらも、92歳という高齢にも係わらず

元気に復活しました。それも、『ロータリーの皆様に

会いたい』との強い気持ちが励

みとなり成しえたもので、ロー

タリアンの支えがなかったら今

の父は無かったと思います」と

のお話がありました。 

 続いて、ご本人から「1年４ヵ

月もの間、休んでおりました

が、これからは努めて出るよう

にしたい」と、お元気に挨拶さ

れ、ニコニコBOXへも投函されま

した。これからも、お元気なご

参加をお待ちしております。あ

りがとうございました。 

幹事報告 

藤井雅一会員・金沢明法会員の入会式 

今村会長からバッジ授与 所属のSAA・プログラム委員会

秡川副委員長と握手 

今村会長からバッジ授与       所属の親睦委員会宮本委員長

と握手 

お元気になられた加藤 武仁 元会員 
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が溢れかえり、し

かし古い町ではイ

ンフラが未整備で

発展の余地が残っ

ています。特に、

道路、下水、住環

境等は未整備で、

今後も資金投下が続くものと思われます。 

 今後も、中国の発展は日本にとって目を離せないも

のに変わりはなく重要性を増すもので、良きにも悪し

きにも中国抜きには考えられない状況が続くでしょ

う。狙い目は衛生機器、特にウォシュレットは高級ホ

テルでも未整備です。 

 そのほかに、印象に残った点は「中国建築物の足場

は“竹”」「広州の家庭では料理を

作らない（外食主体）」「車優先社

会（轢かれても自己責任）」という

事でした。そして、想像していたよ

り衛生状態が良かったことが挙げら

れます。 

 最後に、中国に進出を考えている

方がいらっしゃれば、橋渡し役とな

りますのでお申し出ください。あり

がとうございました。 

○第２０回理事会開催される。 
                      

 3月29日、11時よりANAク

ラウンプラザホテル千歳

例会場において、第20回

理事会が理事8名の出席の

もと開催されました。 

 今村会長の挨拶では、

「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が成功裏

に終わり、避難者ご家族への1,024,056円の寄付金が

寄せられたことへの感謝と今村年度も残す3ヶ月を迎

え、理事への一層の協力要請がありました。 

 ◇審議事項では、⑴理事及び委員長の補充の可否に

ついては、サラリーマン会員の人事異動に伴いSAA・

プログラム委員長及び親睦活動委員長の代行を副委員

長が、ロータリー財団等委員長の代行を国際奉仕委員

長が代行する。⑵4月12日計画の「社会参加：セーフ

ティコール」を4月26日に行う。26日計画の通常例会

と振替とする。 

 ◇報告事項では、⑴3・11東日本大震災『絆で結ぶ♥

あったか千歳』実施結果。⑵2013年規定審議会に提案

の立法案がファイル№305号に付与とRI定款細則委員

会において審議される事の通知。⑶4月のプログラム

は、別掲のように了承されました。（Ｓ）  

会長エレクト 村田 研一 
 

 国際ロータリー2510地区の「2012-

2013年度 会長エレクト研修セミ

ナー」が3月10日・11日（日）に新ひ

だか町公民館で開催されました。今年

7月から第2510地区のガバナーは、静

内ロータリークラブの細川好弘ガバナー（74歳）が担

当いたします。 

 会長エレクトの研修会初日は、会長エレクトの責務

や次年度目標、クラブの運営管理、分科会等が開催さ

れました。２日目は、ロータリー財団・米山セミナー

等で研鑽を深めてきました。 

RIテーマ：「奉仕を通じて平和を」 

     （Peace through Service） 

強調事項：心・家族・地域・世界に平和の恩恵を 

地区目標：①ロータリーを新世代と共に未来に繋げ

よう。 

②地域や世界に役に立つ奉仕をしよう。 

③今一度、親睦と友情を拡大しよう。 

村田年度テーマ：「向上心・相互扶助・親睦」 

社会奉仕委員会 村上 倫行 会員 
 

〇4月5日（木）早朝清掃例会について 
 ANAクラウンプラザホテル千歳に７

時集合で、レストラン大地の恵み前か

ら二班に分れて清掃活動を行います。

参加される方は軍手、火バサミ、ロー

タリーの帽子をお持ちの上、お集まり

ください。 

 

〇4月9日（月）春の全国交通安全

運動「セーフティーコール」について 
 16時から17時に掛けて、イオン側道路沿いでセーフ

ティーコール活動を行います。ロータリーの帽子を持

参のうえ、15時50分までに市民文化センター駐車場に

集合してください。 

「中国の現状について」 

 

クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会副委員長 

田中敬二（札幌信用金庫 千歳支店長） 
     

 日本国内の報道だけを見ていると、

「中国は今にも破綻しかねない」印象

にとらわれていましたが、「中国いま

だ健在」「中国パワー畏るべし」「し

ぶとい成長」を続けるものと思いま

す。現地感覚からすると、日本に伝え

られるマスコミ報道はアメリカに都合

のいいように伝えられている感すらあ

ります。というのも、都市では人口が多く「人と車」

会員卓話 

ロータリー情報 

委員会報告 
上海のテレビ塔 

広州の街並み 香港の高層ビル群 

第20回理事会の開催  
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今 回：５０．０％（3月29日＝27／54、実数） 

確 定：９０．７％（3月11日＝49／54、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

○次年度4月の行事予定   
4/8  2012～13年度地区協議会(新ひだか町公民館) 

    [前日：懇親会] 

  次年度＝会長、幹事、クラブ奉仕・職業奉仕・ 

            社会奉仕・国際奉仕・新世代各委員長 

4/12 第2回理事会及び第1回クラブ協議会 

     (ANAクラウンプラザホテル千歳) 

  次年度＝理事及び各委員長 

〇宮本伸司・金沢明法両氏の歓送迎会を開催 

 3月29日（木）、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

において、北海道ガス㈱千歳支店長宮本伸司会員が4

月1日付で本社・部長付への異動に伴い、後任の金沢

明法氏のお二人を迎えて、今村会長はじめ会員を含め

て30名が出席して、歓送迎会が盛大に行われました。 

 今村会長の挨拶から始まり、宮本会員からロータ

リー活動での思い出と謝意が述べられ、後任会員の金

沢氏からの挨拶があり、佐藤秀雄PGの乾杯により懇親

に入りました。 

 懇親会では、出席者一人ひとりから宮本会員に対す

る“贈る言葉”があり、笑いの起こるコメントが多く

あり、あわせて金沢会員への歓迎の言葉が述べられま

した。 

 宮本会員は、音楽に造詣が深く弦楽器を得意とし

て、音楽好きの会員とともにクリスマス家族例会はじ

め、新年交礼会、丸駒温泉例会など親睦の場において

“盛り上げ隊”として実力を発揮していただきまし

た。最後は、秡川会員の締めの挨拶と乾杯がありお開

きとなりました。 

 出席者は、盛り上がった雰囲気のまま、親睦と交流

の場を清水町に移した二次会では、“宮本＆大澤”に

よる最後の「千歳ロータリー」のハーモニーが会場に

響き、会員だけでなく他のお客様からも大きな拍手と

賞賛の声が掛けられたという情報がありました。

（Ｓ） 

 

 

 

 

 

加藤 武仁 元会員 

 1年４ヵ月ぶりの出席です。 

 

宮本 伸司 会員 

①先日の民報一面に、カラーで掲載していただきまし

た。 

②本日が最後の例会出席、夜も歓送迎会でお世話にな

ります。皆様には、本当にお世話になりました。感

謝申し上げます。 

4/12 (木) 通常例会 ゲスト卓話〔コンサドーレ札幌育成

部長 石井 亮氏 〕(担当：クラブ会報・広

報・雑誌・IC委員会)《RAC第10回定例会》  

4/19 (木) 夜間通常例会 ＡＮＡ（親睦活動委員会）  

4/26 (木) 通常例会 （社会参加・セーフティコ 

ール）（担当：社会奉仕委員会）《理事会》  

5/3 (木) 繁忙（GW）休会  

5/10   (木) 早朝例会（桜の下草刈）  

           （担当：環境保全委員会） 

《RAC第11回定例会》  

スケジュール 

金沢 明法 会員 

 本日より入会させていただきます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

今村 靜男 会長 

①「3.11あったか千歳」実行委員会を代表しての御礼 

②妻の誕生日の御礼 

③三男のカズヤが４月より道警に就職します。 

 

大澤 雅松 会員 

①由仁の蟹、美味でした。ごちそうさま！！ 

②昨日（3月28日）、早稲田大学グリークラブ千歳公

演実行委員会が発足しました。8月11日（土）千歳市

民文化センターで開催します。実行委員長は浅利会

員のおじさん、副委員長に藤本副会長、相談役に村

田エレクトのご就任をいただきました。よろしくお

願いします！！ 

 

藤川 俊一 会員 

 長男が後期試験で大学に合格できました。まだ下に

二人いるので大変です。 

 

末廣 孝 会員 

 孫が高校に入学します。 

 

中山 和朗 会員 

 IMで佐々木さんと長澤さん、お二人の間で歌った

ら、とっても上手になったような気がして、お酒が旨

かったです。 

 

田中 敬二 会員 

 今日は、私のお話を聞いていただきありがとうござ

います。 

 

加藤 正浩 会員 

 妻の誕生日に、きれいなお花をいただきありがとう

ございました。 

 

沼田 常好 会員 

 3月12日から4泊5日で台湾に妻と行ってきました。 

 

大西 信也 会員 

 3月1日のアクト主催のボウリング大会で、私のグ

ループ（3名）が団体戦で優勝しました。 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 12名  合計 31,000円 

宮本支店長の送別会を開催 


