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会長 今村 靜男 

 
 朝から台風並みの風が吹き、天候

の加減でしょうかやや出席数が少な

いようです。 

 本日、定例の理事会が開かれ、そ

の中で、西洋軒の岩崎暉久（PC）社

長から「病気入院中」を理由に退会

の申出がありました。昨年12月に退

会届がありましたが、現ロータリー

情報委員長の立場であり、慰留をお願いして参りまし

た。入・退院を繰り返しており、やむを得ないとし、

6月末で退会となりました。西洋軒は、当クラブが創

立時から長い間、例会場でした。岩崎PCは先代社長で

チャーターメンバーの岩崎豊冶さんの後任として入会

し、在籍31年間、頑張っていただきました。岩崎PCは

入院中ですが、自宅に帰られることもあるようです。

お会いした折には、長年のロータリー活動にご活躍い

ただきましたことに労いの言葉を掛けていただくよう

お願い致します。また、レストラン西洋軒は奥様とご

子息さんで営業を続けておりますので、引き続き会議

などでご利用いただきますようお願いします。 

 当クラブは、次年度が創立45年の節目を迎えます

が、会員の高齢化が進み、病気などで止むを得ない状

況にありますが、クラブ独自に「特別会員制度」を設

けました。この「特別会員制度」を利用するか否か

は、本人はもとより、ご家族、会社のご意向もありま

すが、会員減少傾向の中にあって会員各位のご理解を

いただければ幸いです。 

 昨日は20度を越える気温でよい日でしたが、今日

は、風が強く、肌寒い日です。春先の気象は北海道特

有のものがあり、三寒四温ではありませんが、今年は

雪解けが遅い中、昨日に晴天はゴルフ好きの方々には

心がなごむ日であったと思います。これから夏に向っ

て私も何かしなければならないと思っていますが。 

 私は、あと2ヶ月で年度が終わります。この1年間終

わった段階で、皆さんから評価を受ける訳です。会長

就任前にあるパスト会長に“会長は遠慮することはな
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い。1年だから会員はついて行く。これが2年、3年と

続くのであれば、文句が出てくる。会長は1年間思い

切りやれ”と言われました。会長になって思ったこと

は、“1年間、無事に過ごしたい”ということです。

新しことをするとか、クラブを変えたい気持ちは薄ら

いでいましたが、食事をバイキング方式に変更、東日

本大震災避難者への「3･11絆の結ぶ♥あったか千歳」

などを行うなど、その時々に対応すべきことがあるも

のです。これらは、すべて会員皆さんのご協力があっ

て実現できるものです。私はそのような思いで会長と

いう立場で会の運営をして参りました。残る2ヶ月、

そして村田年度に皆さんのご協力、ご支援をお願い致

します。 

幹事 酒井 宏 
 

(1) ロータリー財団寄付称号徽章と

して、マルチプル・ポール・ハリ

ス・フェローを瀧澤順久会員、本

宮輝久会員の2名、ポール・ハリ

ス・フェローを浅沼廣幸会員に贈

られます 

(2) 5月26日開催の第20回長沼国際交

流フェステバルには、今村会長、

藤本副会長、酒井幹事、五十嵐(宏)国際奉仕委員

長の4名が参加します。 

(3) 本日は風が強い中ですが、例会後、当ホテル前で

ゴールデンウィーク中の交通事故防止を呼び掛け

る「セフティーコール」を行います。ご協力をお

願いします。 

(4) 本日、第21回理事会を開催しました。結果は、別

項で記載します。 

(5) 事務局員はGW中の４月27日（金）～5月6日（日）

まで休暇です。 

新世代・ローターアクト委員会副委員長 

末廣 孝  

 
 新世代・ローターアクトの歴史と

現状についてお話します。昨年度の

アクトメンバーは12名から13名でし

たが、卒業が多い所為もあり、今年

度は僅か6名まで減少しました。現在

は1名増えて7名体制で活動中です。 

 ローターアクトは24年前の武石会

長の時代に24名で発足しました。発

足当時を振り返ってみると、青少年主張コンクールが

5年ほど続き過渡期に差し掛かった時期で、青少年委

員長を担当していた私が、ローターアクトやインター

アクトを調査研究していました。当初は考察だけと

思っていたものが、クラブ20周年の節目ということも

あり、そのままローターアクトの発足になりました。 

 当初は年令帯を18歳から28歳までとしていました

が、現在は30歳までとしています。最近は25・26歳か

ら入会するケースが多く、すぐ卒業を迎えてしまうの

で、なかなか人員が増えない状況です。アクトのメン

バーたちも自分たちで新メンバーを開拓しています

が、限りがあります。私達も、家族や社員たちをアク

トメンバーへ振り向けるなど出来る限りの支援をして

いきたいと思いますので、ご支援ご協力をお願いいた

します。 

環境保全委員会副委員長 平間 和弘 
 

 5月10日（木）の早朝例会で「桜の

木の下草刈り」を実施しますので、

皆様のご協力を宜しくお願いしま

す。スポーツセンター駐車場に朝7時

に集合して下さい。その際、ロータ

リーの帽子・軍手・長靴・鋸（草刈

り鎌）等の御用意もお願いします。

雨天の場合は草刈りは中止します

が、例会ですので集合はして下さい。なお、朝食にお

弁当（おにぎり）を配付しますので、忘れずにお受け

取りください。 

 

国際奉仕委員会委員長 五十嵐 宏  

 

「書き損じはがきを市教育委員会に」 
 

国際奉仕委員会の年間活動計画の一

つに「恵まれない国や地域の子ども

たちに学用品などを贈るために書き

損じはがきの収集」を掲げていま

す。 

本年度は、会員皆さんから145枚の

書き損じはがきの提供がありまし

た。昨日（4月25日）、酒井幹事とと

もに千歳教育委員会に行き、担当者にお渡しして来ま

した。書き損じはがき1枚は、切手45円に換算されま

す。その書き損じはがき1枚がアフガニスタンでは

ノート2冊、インドでは石鹸1個、カンボジアでは消し

ゴムが２個、ネパールでは鉛筆が7本に代えることが

でます。枚数が多くなる世界寺子屋運動もできます。

また、約1万円程の書き損じはがき223枚で、アフガニ

スタンでは、一人の子どもが1年間学ぶことができる

と言うことです。今回、千歳市教育委員会にお渡しし

ました書き損じはがき145枚は、切手に換算して6,525

円となります。学びたくても困窮のために教育を受け

ることができない子どもたちへの支援に繋がるもので

す。ロータリ―では、識字率向上月間による意識高揚

のための月間がありますが、書き損じはがきが恵まれ

ない国や地域の子どもたちの識字率向上や生活環境の

向上に大きく役に立つものです。 

私は次年度も国際奉仕委員長を受けていますので、

年賀状の当選番号発表の後に、会員皆さんに提供依頼

を行います。書き損じはがき１枚に新たな命を与えて

下さい。お願いします。 

委員会報告 

ロータリー情報 

幹事報告 
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国際奉仕委員会

（委員長：五十嵐

宏）が中心となっ

てユネスコ世界寺

子屋運動支援のた

めに「書き損じは

がき」の収集活動

を 行 っ て 来 ま し

た。 

4月25日（水）、五十嵐宏委員長、酒井幹事の2名が

千歳市教育委員会（担当部局：教育部生涯学習課）を

訪れて、クラブ会員から寄せられた「書き損じはが

き」145枚を“ユネスコ世界寺子屋運動に役立てて下

さい”と寄贈しました。 

この運動は、世界には、学校に行けない子どもや、

読み書きができない人が多くいるため、ユネスコが全

ての人が、読み書きや計算を学べるように、教育の場

をつくるために「世界寺子屋運動」を展開していま

す。 

「書き損じはがき」1枚が45円に換算され、アフガ

ニスタンではノート2冊、ネパールでは鉛筆7本が買え

ます。会員のお宅や会社などで眠っている「書き損じ

はがき」1枚でもよろしいです。例会場の箱に入れて

下さい。会員一人ひとりの善意で「書き損じはがき」

に“新しい命と息吹き･･･”をお願いします。（Ｓ） 

4月26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21回理事会を理事7名が出席して行

われました。今村会長から「残す2ヶ月間、一層の協

力を願う」との話がありました。 

◇審議事項では、⑴ 退会会員の会費未納について

の減額による納付を要請。⑵ 6月末で退会申し出の

あった会員の処遇について了承。⑶ ガバナー公式訪

問（7/19）に伴い、関連資料作成のために新旧クラブ

協議会等の早期開催について了承。 

◇報告事項では、⑴ 長沼RC主催「第20回国際交流

フェステバル」に三役など4名参加。⑵ 5月のプログ

ラムは、別掲のように了承されました。（Ｓ） 

 

〇 5月のプログラムについて 
 5/3  GW休会 

 5/10 早朝例会（桜並木の下草刈り） 

       （担当：環境保全委員会） 

   <アクト第11回定例会：レストランインター> 

 5/17 通常例会  

      （担当：次年度三役） 

       次年度三役活動報告 

 5/24 夜間通常例会 

   （担当：職業奉仕委員会） 

「In Your Life（あなたの人生の中で）」 

～会員によるトーク 

  5/31 通常例会 

      （担当：健康委員会・国際奉仕委員会） 

    会員卓話「肺の生活習慣病 COPDについて」 

   三上 洋会員   

  《理事会 11時：例会場》 

  6/7 早朝例会（分収造林） 

     （担当：環境保全委員会） 

新世代・ローターアクト委員会委員長 

菅原 正行             

 

5月10日（木）18：30よりレストラ

ンインターにてローターアクト定例会

を開催いたします。担当委員長へはご

連絡済みですが、まだご返事を頂いて

いない委員長は、5月2日（水）までに

ご連絡をお願い致します。 

 

〇クラブ独自の「セーフティコール」街頭活動

の実施             

  

 4月26日、通常例会の一環として、交通事故防止の

ためにクラブ独自の「セーフティコール街頭活動」を

ANAクラウンプラザホテル千歳前において行いまし

た。 

 春の全国交通安全運動の一環として、当クラブ会員

が独自に街頭において「セーフティコール」を通じて

ドライバーに安全運転を呼び掛け、終了後、千歳警察

署地域・交通課課長代理山中警部に「交通事故防止ミ

ニ講演」を行っていただきました。当日はものすごい

強風で、メンバーに事故の危険性が出たため早めに切

り上げ、ミニ講義はANAﾎﾃﾙさんのロビーをお借りして

行いました。 

五十嵐宏委員長から担当者に贈呈 

 

ユネスコ世界寺子屋運動 

～書き損じはがき145枚を！ 

道道早来・千歳線で街頭啓発 

千歳警察署地域・交通課課長代理山中警部のミニ講義 

第21回理事会の開催 

セーフティーコールの模様 



4 

 

   ○その他行事 

  5/11（金） 11:00 「3･11私達は忘れない東日本大

震災」街頭啓発・募金活動 

  大型商業施設「ちとせモール」（勇舞） 

○村松克重パスト会長逝く  

当クラブ会員 村松克重パスト会長 が5月1日、入院

先においてご逝去されました。満75歳。 

村松パスト会長は、1980年10月、千歳ロータリーク

ラブに入会以来、31年余在籍し、2002年～03年度会長

（第35代）はじめ、副会長、各委員長などを歴任する

など、クラブ運営に貢献しており、当クラブを支えて

スケジュール 

いただきました。 

村松パスト会長は、豪放磊落で親分肌、新入会員を

誘っては盃を交わしながらロータリーについて熱く語

るなど、若い会員に対しては熱心に指導し、ロータ

リーを愛し、日々、実践しておりました。昨年、ご病

気で入院後もクラブを退会することなく、ロータリア

ンとしての誇りを持っておりました。クラブ運営の厳

しい折、村松パスト会長のご指導を得られなくなった

ことは、誠に残念でなりません。彼の地から見守って

下さい。安らかにお眠りください。合掌 

川端 清 会員 

 4月16日タウンプラザ3Fに於いて、成りすまし詐欺

撲滅「騙されたふり要員講習会」に出席し、4月23日

の民報に写真が載りました。 

 

今村 靜男 会長 

 特別なことはありませんが、不幸なことが無いこと

にニコニコです(^^) 

 

五十嵐 宏 会員 

 ABの会で、誕生日の日に花束を頂きました。 

 

中山 和朗 会員 

 恒例の安全大会が無事終わりました。 

 

酒井 宏 幹事 

 ダイナックスの車両紹介制度のチラシを配布させて

いただきました。OBとしての役割です。ご協力をお願

いします<(_ _)> 

 

大澤 雅松 会員 

 早稲田大学グリークラブ千歳公演のポスター・ちら

しができたので、配布させていただきました。チケッ

トもできましたので、ご購入お願いします<(_ _)> 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 6名  合計 6,000円 

5/17 (木) 通常例会（担当：次年度三役） 

次年度三役活動報告 

5/24   (木) 夜間通常例会（担当：職業奉仕委員会） 

「In Your Life（あなたの人生の中で）」 

～会員によるトーク 

5/31   (木) 通常例会 

（担当：健康委員会・国際奉仕委員会） 

会員卓話「肺の生活習慣病 COPDについて」

三上 洋会員   

《理事会 11時：例会場》 

6/7   (木) 早朝例会（分収造林） 

（担当：環境保全委員会） 

 

今 回：４５．５％（4月26日＝25／55、実数） 

確 定：６９．１％（4月12日＝38／55、 

うちメーキャップ3名） 

出席率 

村松克重パスト会長逝く  

弔辞を捧げる酒井幹事 

参列したロータリーの面々 


