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会長 今村 靜男 

 
  通常例会としては本日が最後とな

り、次回は「さよなら例会」を迎え

ることができます。 

 冒頭、今月16日に急逝された木村

照男PCへの黙とうを捧げていただき

ました。ありがとうございます。私がクラブ会長とし

て推挙された時の会長ノミニー選考委員長が木村照男

PCでした。今年3月、脳梗塞で入院され、大丈夫だろ

うかと気になっていたところですが薬石効なく、ご家

族に看取られて74歳のご生涯を閉じられたところで

す。 

 たいへん辛いことではありますが、私の年度で4名

の会員が他界されたことはクラブ44年の歴史の上では

特異なことであると思っています。自然の摂理とは申

せ、悲しいことであります。心からご冥福をお祈り申

し上げます。 

 会員数は、死亡退会者の他に4名の退会者がおり、

年度末では49名となりますが、今月2名が入会手続き

を終えており、村田年度は51名スタートになり50名の
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大台はキープできています。2名とも50歳代でクラブ

活性化には大いに期待ができると思っています。本

日、メーキャップでお越しの札幌RC会員で北海道空港

㈱の山本邦彦社長ご自身か会社か空港ビル関連会社か

らの入会を心からお待ちしております。 

  本日の例会は、先週に続き各委員会からの一年間の

活動の総括報告です。次年度以降、クラブ運営につな

がるような報告をお願い致します。最後、三役からも

報告いたします。至らぬ三役ではありましたが皆様の

支えにより、来週の「さよなら例会」を迎えることが

できます。本当にありがとうございます。 

 今日、私は59歳の誕生日ですが、恒例では例会日が

誕生日の場合、バースデーケーキなどでお祝をいただ

くのですが、木村PCのご不幸もありましたので辞退さ

せていただきましたことをご報告致します。 

幹事 酒井 宏 

 
⑴ 32年間、千歳RCでご活躍され、故

木村照男PCの葬儀に際して多くの会

員のご参列をいただき、ありがとう

ございます。葬儀は千歳水道設備㈱

の社葬として、千歳市管工事業協同

組合が主体で当クラブの藤本副会長

を中心に行われました。クラブ会員のお手伝いをい

ただきました。ありがとうございます。今年度は、

病気入院中であった4名の会員が亡くなっています

が、健康の大切さを痛感した1年でした。 

⑵ 次週6月28日は「さよなら例会」です。髙橋都親睦

活動副委員長を中心に「楽しい例会を！」と趣向を

凝らしているとの情報があります。楽しみにして下

さい。また、日中は「木曜会主催ゴルフコンペ」が

ちとせインターにおいて行われます。 

⑶ 本例会に2009～10年度、フィンランドからの交換

留学生 セッパラ・エンミさんがご出席です。エンミ

さんは現在、ANAクラウンプラザホテル千歳において

3ケ月間、研修中です。研修経費の支援のためにポ

ケットクリーニングを行いますので、ご協力をお願

いいたします。 

※ポケットクリーニングの結果、30,001円が集まりま

した。ご協力に感謝します。 

札幌ロータリークラブ 

北海道空港㈱代表取締役社長 山本 邦彦 様 
 

 千歳ロータリークラブの皆様に

は、いつも温かく迎えていただきあ

りがとうございます。おかげさまで

空港ビルは7月15日でリニューアル1

周年を迎えます。1周年を記念したイ

べントも多数企画しておりますの

で、皆様方のご利用をお待ちしてお

ります。貴クラブの益々のご健勝と

皆様方のご健勝をご祈念申し上げま

す。 

2009～10年度フィンランドからの交換留学生 

セッパラ・エンミさん 
 

 ２年前に千歳セントラルRCの交換留

学生として千歳高校にお世話になりま

した。現在はフィンランドの大学で観

光を勉強中で、ANAﾎﾃﾙさんで3か月の

研修中です。久し振りの千歳ですが前

回の知人たちから温かい声を掛けられ

てアットホームな感じで助かっていま

す。千歳で色々な出会いがあり、なか

でも北海道文教大学の教授との出会いから受験をして

合格すれば来年４月から、こちらにお世話になります

ので宜しくお願いします♥ 

 

研修経費支援金贈呈 
 

 

 

 

新世代・ローターアクト委員会委員長 

菅原 正行 
 

 6月19日ANAホテルにて、当クラブの

村田次年度会長・沼田次年度幹事と千

歳CRCの彦坂次年度会長、恵庭RCの宮

内次年度会長・前田次年度幹事、そし

て私の6名でローターアクトについて

の話し合いを持ちました。次年度、４

名でのアクト運営は厳しいものの、

「一年間掛けて各クラブでアクトメン

バー増員の努力をする」「各クラブで

今後のアクト存続についての検討する」等を重ね、こ

の会合を年３回ほど行いながら今後の方向性を見出す

ことになりました。 

 

次年度幹事 沼田 常好 
 

⑴ 本日、18時から由仁町で「第3回 

会長・幹事会」が開催されます。当

クラブから佐々木昭 第7グループ・

次年度ガバナー補佐も出席予定で

す。 

⑵ 次年度から夜間例会を月２回の開

催予定です。現在、理事会等で検討

中ですが“夜間通常例会”ではなく

“夜間例会”とし、その場合は弁当のほかに会費一

人1千円ほどを負担していただき、「おつまみ」

「オードブル」の対応も考えています。 

 

 

幹事報告 

お客さま挨拶 

 

来年からの学費に

使わせていただき

ます。ありがとう

ございます(^^) 

今村会長からエンミさんへ贈呈 

委員会報告 
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⑥国際奉仕委員会委員長 

 五十嵐 宏 

 
 書き損じはがき収集を通じて恵ま

れない国・地域の子供たちへ支援が

できました。  

 

 

⑦三役 

 幹事 酒井 宏 
 

 従来からの活動を継承しつつ、新

たに導入したものもあり、クラブ会

員皆様のご協力に感謝申し上げま

す。 

 

  

 副会長 藤本 敏廣 
 

 今村会長、酒井幹事そして会員の

皆様にご協力いただき１年間ありが

とうございました。 

 

 

会長 今村 靜男 
 

 会員各位のご協力、ご支援の下、

なんとか一年間を終えることができ

ます。ありがとうございました。 

 

〇木村照男パスト会長逝く 

 
 当クラブ会員木村照男パスト会長 が6月16日、入院

先において急逝されました。満74歳。 

木村照男パスト会長は、1982年8月、千歳ロータリー

クラブに入会以来、30年余在籍し、1996～97年度会長

（第29代）はじめ、1991～92年度には幹事、各委員会

委員長を歴任しており、2003～04年度佐藤秀雄地区ガ

バナー年度では地区代表幹事として佐藤秀雄ガバナー

を支え、その手腕は高く評価されており、地区及びク

ラブ運営に多大な貢献をされました。 

 木村パスト会長は、温和で親しみがあり、何事にも

「NO」と言うことなく、何事も受け入る度量がありま

した。ロータリーを愛しており、常に会員との融和を

図り、酒を好み、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

ては熱心に指導しておりました。 

 今年3月、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、ロータリーについて経験

豊富な木村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 

 

 

《報告内容の詳細は後日配布の「計画書・報告書」を

ご覧ください》 

 

司会 会長 今村 靜男 
  

 

 

①クラブ奉仕委員会委員長 

 福田 武男 
 

 クラブとしての機能が果たされる

ように各委員会が活動し親睦が深ま

るよう配慮しました。 

 

②クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会委員長 

 佐藤 晴一 

 

  

身の丈に合った会報とホームページ

の充実を目標に取り組んできまし

た。 

 

 

 

 

③職業奉仕委員会委員長 

 大澤 雅松 

 
 職業奉仕を通じた「人・地域に思

いやる心」を基礎に活動した一年間

でした。 

 

④社会奉仕委員会委員会 五十嵐 桂一 

 
  

「私達は忘れない東日本大震災」街

頭啓発で不断の備えを市民にアピー

ルすることができました。 

 

 

 

 

⑤環境保全委員会委員長 村上 倫行 
 

  

分収造林や市内へ植樹した樹木の育成

管理を通じ、「美林」を残すべく活動

しました。  

 

 

 

 

年次報告 

木村PC逝く 

※「クラブ奉仕活動を通じて思うこ

と」については、紙面の都合上、割

愛いたします。ＨＰを参照下さい。 
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〇千歳RAC、会員減少に伴い次年度4名でスタート 

   ～企業からのローターアクトへの推薦を～ 

 

 6月19日（火）、19時30分よりANAクラウンプラザ

ホテル千歳多目的ルームにおいて千歳ローターアク

トクラブの喫緊の課題である「会員増強のための打

ち合わせ会」を開催しました。 

 打ち合わせ会には、共同提唱である千歳・千歳セ

ントラル・恵庭の３RCから6名が出席して、千歳RCの

沼田幹事から⑴ 千歳RACの現況～会員数減少に伴

い、次年度会員数4名と極めて少ない。⑵ 喫緊の課

題であることを共通認識として、今後の対応。⑶ 会

員増強のための具体的対応策の検討。等について報

告がありました。 

 打ち合わせ会では、厳しい経済状況の中、「当

面、休会または解散する」との厳しい意見が出され

たが、千歳RACとして4名で新年度のスタートを準備

しており、千歳CRCが入会可能性のある2名と交渉中

であり、共同提唱の3クラブが新会員の確保のために

努力することの共通認識を持ち、会員増強を重点課

題として取り組むこととしました。（記録：酒井幹

事） 

〇「第３回会長・幹事会」が由仁で開催される 

 
 6月21日（木）18時から由仁町健康元気づくり館に

おいて、第7グループ大坂直人ガバナー補佐をはじ

め、次年度ガバナー補佐 佐々木昭（千歳RC）とグ

ループ内の6クラブ現及び次年度会長・幹事など24名

が出席して行われました。 

 冒頭、大坂ガバナー補佐から挨拶があり、6クラブ

会長から本年度の活動報告があり、今村会長は、

「会員の高齢化が進む難しいクラブ運営を強いら

れ、会員増強を進める中、50歳代、70歳代各2名の4

名を病に倒れて不帰の人となった。東日本大震災関

連では、千歳に避難しているご家族への支援として

千歳CRCと共催で“絆で結ぶ♥あったか千歳”を行い

102万余円を支援金として贈呈した事業、 立法案の

撤回などについて報告されました。また大坂ガバ

ナー補佐は⑴ＣＬＰ。⑵ R財団「未来の夢計画」。

⑶ 本年度の総括などについて報告があり、次いで、

次年度ガバナー補佐佐々木昭（千歳RC）から活動計

画 の 概 略 と 次 年 度 Ｉ Ｍ を 千 歳 市 で 開 催

（2013/3/17）、全員登録を希望しているなどの報告

がありました。 

 懇親会に入り、各クラブとの意見交換と次年度会

長から活動計画について発表はありました。 

（記録・写真：酒井） 
 

 

 

今村靜男会長・藤本敏廣副会長・酒井宏幹事 各三役

より 
 １年間、ありがとうございました。 

佐々木金治郎・今村靜男・秡川勝文・佐々木昭・長澤

邦雄・末廣孝・菅原正行 各会員より （6/14分） 
 6月14日の年次報告をさせていただきました。 

武石 忠俊 会員 （6/14分） 
 そば駒里の件で、何度か民報さんに報道されました。 

高橋 都 会員 （6/14分） 
 前任宮本委員長のあと、副委員長を及ばずながら務めさ

せていただきました。ご協力ありがとうございました。 

今野 良紀 会員 
 復活しました。長い間すいません。 

五十嵐 桂一 会員 
 社会奉仕の活動報告をさせていただきます。1年間お世話

になりました。来年もよろしくお願い致します。昨夜から6

日間、アンカレジからの女の子を２人預かり、大家族で楽

しく過ごしております。 

平間 和弘 会員 
 6月16日カンセイさんのゴルフ大会で、順位は20位以下で

したが、理事長賞と馬券が当たりましたのでニコニコBOXに

還元します。 

武石 忠俊 会員 
 今年度のそば会、終了しました。 

佐藤 晴一 会員 
 クラブ会報委員会、一年間ありがとうございました。 

大澤 雅松 会員 
 職業奉仕委員会、一年間ありがとうございました。 

五十嵐 宏 会員 
 千歳暴力追放運動推進協議会定期総会が6月18日に行われ

ました。暴力団の事で何かあれば私のところまで。 

長澤 邦雄 会員 
 第17回駒そば会の記事を民報に掲載していただきまし

た。大澤会員に感謝。 

中山 和朗 会員 
 暴追協の表彰を受けました。これからも清水町のパト

ロールに励みます。また、警察友の会の会長になりまし

た。 

末廣 孝 会員 
 中山さんと同様に暴追協の表彰を受けました。 

今 回：７３．６％（6月21日＝39／53、実数） 

確 定：６３．０％（6月7日＝34／54、 

うちメーキャップ1名） 

出席率 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計 22名  合計 64,000円 

スケジュール 

7/5   (木) 通常例会(年度計画発表) （担当：三役） 

7/12   (木) 夜間通常例会(年度計画発表)（担当：三役） 

RA会員増強のための打ち合わせ 

いまにでも語りかけてい

ただけそうです。 

友人代表で弔辞を読まれ

る佐藤秀雄PG 

「第３回会長・幹事会」の開催 

今村会長が本年度の活動

報告中 


