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千歳ロータリークラブ会報 

村田会長方針 

“向上心・相互扶助・親睦” 
会 長 村田 研一     副会長 髙橋 都    幹 事 沼田 常好 

会長エレクト 川端 清   会 計 大澤 雅松  

第2510地区ガバナー 細川 好弘 第７グループ・ガバナー補佐 佐々木 昭  

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

真宗大谷派真光寺住職 阿部正信会員   

人間というのは「死ぬまで勉強」とい

われております。歳を重ねるにつれ勉

強することが減りがちですが、これか

らは、ロータリアン皆様の深い知識を

頂きながら学んでいきたいと思いま

す。お世話になりますので、よろしく

お願い致します。            

○昭和32年（1957年）4月生まれ 

満55歳             

京都大谷大学文学部卒業後 札幌 

真宗大谷派札幌別院 を経て現在

の真光寺住職            

所属：親睦活動委員会       

～細川ガバナーからバッジ授与～     

ロータリー情報・定款細則委員会委員長佐々木金治郎 

◇誕生                     

ポールＰ・ハリスは、1868年（明治元年）4 月19日、シ

カゴから北に100キロほど離れたウィスコンシン州ラ

シーン市において、父ジョージ・ハリス、母コ―ネリア

の二男として誕生しています。           

◇幼少期                      

父母の両家は富豪だったが、家庭に恵まれず、3歳の時に

家計困難で兄と供にバーモンド州ウォーリングフォード

町に住む資産家で賢明な祖父母に養育され、祖父母の教

育と、この町に住む人々が職業を理解し合って楽しく生

活をしていることがハリス少年の記憶に残り、後のRC構

想の発端となった。～詳細はホームページをご覧下さい 

静内ロータリークラブより第2510地区細川好弘ガバナー

をお迎えしております。千歳ロータリークラブを代表し

まして、心よりお礼を申し上げます。本日、10時より

「会長・幹事会」を実施し、11時から「クラブ協議会」

が開催され、細川ガバナーから貴重なご意見、アドバイ

スを等を頂きまして、ありがとうございました。皆様に

は、後ほどご報告申し上げます。それでは、本日の例会

およろしくお願い致します。           

◇報告事項                 

（1）佐藤秀雄パストガバナーより2012-13年度バー

ナー（ペナント）を頂きました。       

（2）8月2日（木）理事会開催予定～グリーンベルト

の桜の木について              

（3）7月13日 千歳市交通安全都市宣言50周年記念式

典に出席〈村田会長・沼田幹事〉                   

（4）7月5日 新ひだか町での地区会員増強セミナー

に出席〈村田会長〉                      

◇お知らせ                                 

2510地区の地区大会が10月14（日）に新ひだか町で開

催、静内RCの皆さんが準備を進めています。千歳ク

ラブ会員として多くの登録をして他のロータリーアン

と親睦と交流を深めましょう。 

本日の例会 （7月26日 第4回） 夜間移動例会（キリンビール）〈RAC合同〉     担当：親睦活動委員会 

２０１2年7月26日 

第4号 （通算2111号） 

第3回（通算2227回）例会報告 

日時： ２０１2年7月19日12:30～13:30 

場所： ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム： 通常例会（ガバナー公式訪問）          

担当： 三役 

司会： SAAプログラム委員会副委員長 齊藤 博徳 

四つのテスト： パストガバナー 佐藤 秀雄 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

会長挨拶（村田 研一会長） 

阿部 正信 会員の入会式 

～ 7月はロータリー親睦活動月間 ～ 

お客様紹介 

第2510地区ガバナー（静内RC） 細川 好弘 様 

ガバナー補佐・第7グループ担当（千歳RC）佐々木昭様 

幹事報告（沼田 常好幹事） 

ロータリー情報「ポール・ハリスの生涯と寛容について」  

 

「細川ガバナーの略歴」ご紹介～幹事 沼田常好 

 平成17年に全国技能士会連合会の最高栄誉「全技連

マイスター」認定、平成19年度厚生労働大臣表彰「卓 

越した技能者：現代の名工」に北海道からただ一人、広

告美術工の部で認定。文字通りの「現代の名工」。性格

は温厚で、駄洒落が好きで、酒をこよなく愛し、カラオ

ケも上手。そして、なにより苦労人の為、他人の面倒見

がよく信頼の厚い方です。公職は民生・児童委員（北海

道社会貢献賞受賞）、観光協会会長、社会福祉法人静内

ペテカリ理事等々。 
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～26日の夜間移動例会について～ 

ANAから“ハウぺ”までのハイヤー移動のご案内                                                  

① 工 場 見 学 希 望 の 方  17：25 ANAホ テ ル 出 発                                                          

②例会から 出席の方 18：10 ＡＮＡホテル出発                                                                     

ご利用方法を7月23日（月）までに再確認します。 

 7月18日（水）18：30より「みなくーる」にて今年度

第一回定例会を開催いたしました。例会には、細川ガバ

ナー、佐々木昭ガバナー補佐はじめ、当クラブより村田

会長、沼田幹事、五十嵐桂一社会奉仕委員長、新世代

RAC委員会より菅原委員長、斎藤えみこ副委員長、齋藤

博徳委員及び大澤会計（副幹事）が出席しました。      

千歳ロータリークラブさんは、村田会長

率いる今年度は45周年を迎える年であ

り、お祝い申し上げます。また、佐藤パ

ストガバナーには地区の運営に対し、貴

重なご指導を頂き改めてお礼を申し上げ

ます。更に、地区として佐々木昭ガバ

ナー補佐、職業奉仕委員会に福田武男委

員にご協力を頂いておりありがとうございます。また、

五十嵐桂一さんとは新世代奉仕委員会の仲間だった事や

佐藤秀雄ガバナー年度に、私は第8グループのガバナー

補佐を務めた事もあり千歳クラブさんには親近感を覚え

ます。先ほど10時から会長・幹事懇談会、11時からクラ

ブ協議会に出席させていただき、千歳クラブさんがしっ

かりとした素晴らしい理念とメンバーで構成されている

ことを確認させていただきました。桜の植樹に対する地

区の補助金は、満額回答ではありませんが、近々ご報告

できる段取りになっています。 

 それでは、RIの方針・考え方

などを皆様方にお話したいと思

います。2012-13年度RI会長は田

中作次氏です。日本人として3

人目で30年振りのRI会長となり

ます。奉仕活動に献身されてい

る方で、今年度テーマも「奉仕

を通じて平和を」を掲げています。ロータリーの中核に

あるのは、奉仕の力に対する信念で、奉仕を優先すれ

ば、自分よりも他者のニーズが優先され、考え方が変わ

り、人々が抱える困難に対し、深い同情の心が生まれま

す。そして、人々を助けよう、人々がもっと幸せになる

よう自分にできることをしよう、という気持ちが更に湧

き上がります。ロータリーの奉仕は、さまざまな形で平

和を助長し、クラブと地区で世界中の地域社会に健康・

安全・人間の尊厳をもたらす為に活動し、競争よりも協

力、自分の儲けよりも公益に価値を置こうという気持ち

が生まれてきて平和へ繋がっていきます。このRI方針は

日本人だからこそ提唱できる究極のテーマと本会議場で

称賛を頂きました。世界平和フォーラムを2012年11月：

ドイツ/ベルリン 2013年1月：アメリカ/ホノルル 5

月：日本/広島を計画しています。 

 次に地区目標として①ロータリーを新世代と共に未来

に繋げよう ②地域や世界に役立つ奉仕をしよう ③今

一度、親睦と友情を拡大しよう を設定しています。ま

ず、ロータリーの原点を振り返り、五大奉仕を通じて、

ロータリアン並びにロータリー家族・未来を担う新世代

に、ロータリーを一続きに結ばれていくよう継続して行

動していきましょう。そして、会員増強が充実したクラ

ブ作りに貢献します。クラブが充実すれば新会員を惹き 

 

今 回：76.5％（7月19日＝39／51、実数） 

確 定：92.2％（7月 5日＝47／51、うちMK0名） 

出席率 

委員会報告 (親睦活動委員会委員長 佐藤 晴一) 

ニコニコＢＯＸ 

 本日のニコニコ集計13名  合計46,000 円 

ニコニコ紹介 親睦活動委員会 斉藤 えみこ 会員 

①村田研一会長②高橋都副会長③沼田常好幹事 各々より

「細川ガバナーようこそ！千歳ＲＣへ、お越しいただき

ました」「本日のガバナー公式訪問例会よろしくお願い

致します」  ④川端清会員⑤佐藤秀雄会員⑥武石忠俊

会員⑦小笠原良会員「細川ガバナーをお迎えして」  

⑧菅原正行会員「昨日、ロータ―アクト第一回例会に

て、細川ガバナー・佐々木ガバナー補佐をはじめ出席し

ていただいた方、ありがとうございます」  ⑨大澤雅

松会員「14日は予定通り晴れて、市民納涼花火大会、と

てもきれいに打ち上げることができました。次は28日、

支笏湖湖水祭りで花火を打ち上げます」  ⑩加藤正浩

会員「本日、2012-2013年度の会員名簿を配付することが

できました。ご協力ありがとうございました。7/23から

節電要請期間が始まります。昨年対比7％以上の節電と万

が一の計画停電について、ご理解とご協力をよろしくお

願い致します。 ⑪佐々木昭会員「細川ガバナーをお迎

えして公式訪問させていただきました、ありがとうござ

います」 

⑫2510地区ガバナー：細川好弘 様 ⑬第7グループ担当

（千歳RC）・ガバナー補佐：佐々木昭 様 

会長・幹事懇談会及びクラブ協議会開催 

ガバナー卓話 （地区ガバナー 細川 好弘 様） 

 7月19日（木）、ガバナー公式訪問を受けANAクラウ

ンプラザホテルにて10時より「会長・幹事懇談会」を

開催しました。その後、11時より同所に於いて「クラ

ブ協議会」を開催しました。クラブ協議会は細川ガバ

ナーをはじめ、佐々木昭ガバナー補佐、ご出席の下、

当クラブ各委員会委員長など19名が参加して開催され

ました。 

スケジュール  

 

8/9 (木）通常例会 担当：国際奉仕委員会  

8/16(木）夏期休暇（事務局：10～16日休み） 

8/17(金）夜間移動例会（盆踊り）23日振替 

つけます。今年度は純増3％を目標とします。ロータリ 

ーの功績を世界中に広め、併せて環境保全や地域の関

心事項から、世界理解・親善・平和を達成するための

奉仕活動や災害支援等に取り組み、信頼される公共イ

メージを作り出す、地区およびクラブの重責を果たさ

なければなりません。平和に関する活動が顕著なクラ

ブへ地区平和賞の授与や効果的な奉仕活動を実施され

たクラブへ会長賞授与などを計画しております。最後

に、地区組織内に、ロータリーの未来へ繋げるための

「RYRA（ライラ）委員会」と、クラブの活性化を支援

する「CLP（シーエルピー）特別委員会」を新設しまし

た。地区内の72クラブ、そして皆様にとって楽しく心

休まる「超我の奉仕」活動が着実に、一歩一歩、平和

の道へ前進するために、田中作治RI会長に平和への

デッサンをしていただきました。このデッサンに着色

をし、名画として仕上げていくのは、私たちロータリ

アンです。ご協力をよろしくお願い致します。 

RAC第1回定例会の開催 
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