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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 

本日の例会（３月１７日 第３８回）ⅠＭｉｎ千歳【21日振替】            担当：ⅠＭ実行委員会 

２０１３年 ３月 １７日 

第３5号 （通算２１４２号） 

第37回（通算2261回）例会報告  

日時：2013年3月14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 

担当：ⅠM 実行委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  南雲 州治 会員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会  前田 浩志 会員                

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） 
 

幹事報告（沼田 常好 幹事） 

 まず3月17日に開催されます「第25回第7グ

ループ都市連合協議会」に会員皆様のご協力をよろ

しくお願いします。佐々木昭ガバナー補佐、今村Ｉ

Ｍ実行委員長、酒井クラブ奉仕委員長が中心とな

り、幾度も会議を開き、ＩＭ実行委員会メンバーと

ともに諸準備を進めていただきました。我がクラブ

も「おもてなしの心」を持って、ご来賓はじめ、地

区役員・委員、第7グループ6クラブ会員をお迎え

したいと考えていますので、よろしくお願い致しま

す。 

 次に3月5日には、当クラブ会員であるキリン

ビール北海道千歳工場長 小森俊明氏の送別会を開

きましたところ多くの会員のご出席をいただき、あ

りがとうございます。 

 続いて3月7日は村上倫行会員のフジボウルにお

いて夜間移動例会を開催し、千歳ローターアクトク

ラブとの合同ボウリング大会を行い、アクターはじ

め千歳セントラル、恵庭両クラブから参加された皆

さんと交流と親睦を深めました。なお、ローターア

クトクラブは、次代を担う青年男女がロータリーク

ラブと同じく、クラブ制度の長所を生かして自己研

さんのため奉仕活動をする目的で誕生しました。千

歳ローターアクトクラブの会員数が一時期３名とな

りましたが、現在９名まで会員増強を計っていま

す。あと１名で２桁台に入ります。皆様のご協力で

会員増強をお願いたします。 

 また、昨夜（3月13日）千歳セントラルＲＣ主

催の夜間例会「東日本大震災～“忘れない、忘れて

はいけない”」にメークアップとして13名の会員

が出席していただきました。ご苦労様でした。 

 最後になりましたが、皆様もご承知の通り、人間

という動物は、どうしても「ティク・アンド・ギ

ブ」を考えてしまいがちですが、ロータリアンは

「ギブ・アンド・ティク」＝「先に与えよ！」の精

神こそがロータリアンです。 

～ 3月は識字率向上月間 ～  

 ⑴ 3月7日、 村上倫行会員の「フジボウル」に

おいてアクトとの合同ボウリング大会を行いまし

た。ボウリングが始まる前は、「歳だからダメ」と

言いながら、スタートすると元気いっぱいで汗を流

しておりました。前段で夜間移動例会を行いました

が多くの出席をいただき、ありがとうございます。

ボウリング以外では藤井雅一会員の指導でビリヤー

ドが行われました。 

 ボウリング大会2位の成績を収めましたのが村田

会長です。最初からターキーを出して183点の高

得点でした。3位は、マイボールを持っています五

十嵐宏ＰＣで素晴らしいボウリングをしていまし

た。 

⑵ 3月21日は、17日開催のＩＭとの振替で休会

です。 

⑶ 3月28日、17時30分から第17回理事会を開

催します。理事各位の出席をお願いします。当日

は、夜間例会です。担当は、次年度三役となってい

ます。 

⑷ 17日（日曜日）開催の「第25回第７グループ

都市連合協議会」には全員の参加の上、ご協力をお

願いします。 

⑸ 会員皆さんに配布しております「健康プラザ」

については、5月25日、健康委員会（長澤委員

長）担当例会の資料としてお渡しします。日本医師

会賞を受賞した栃木県小山市の大竹伸子さんの「手

をつないだまま母は逝った」全文が掲載されていま

す。例会までに目を通して欲しいとのことです。           

   【世界ローターアクト週間（3/13を含む１週間】 

委員会報告 

職業奉仕委員会 副委員長 浅利 美恵子 

 

 既にご案内しておりますが、3月21日、18時

30分よりＡＮＡホテルにおいて勉強会の「第４回

職業奉仕を考える会」を開催します。当日は、例

会が振替で休会となっています。 

 今回のテーマは「シェルドンと職業奉仕」で

す。18日が締め切り日ですが、現段階では12名

の申し込みがあります。出席を希望される方は、

例会後にお申し出ください。                              
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ニコニコBOX 

①大西信也 会員 17日のⅠMで司会をやります！失敗

しても笑わないでないでください!(^_^;)②川端清 会長

エレクト 先日、次年度第1回・第2回理事会、第1回

クラブ協議会が無事終わりました。③秡川勝文 会員 

お久しぶりです。今日はカメラマンです。④藤井雅一 

会員 3.11ホテルメモリアルイベントを民報さんに取

り上げていただき、ありがとうございました。⑤福田

武男 PC ㋐末娘の結婚式がタイのサムイ島で無事執

り行われ喜んでおります(^^)㋑千歳インターGCのゴ

ルフツアーでタイへ行きました。㋒北洋銀行の「はま

なす会ゴルフ」に行ってきました。⑥加藤正浩 会員 

8日で一昨年度と比較して7％以上の節電要請期間が

終了いたしました。大変、ご不便、ご迷惑をお掛けし

ましたが厚くお礼申し上げます。⑦前田浩志 会員 通

夜と葬儀が入りドタキャンとなってしまいました。ご

迷惑をお掛けしました。⑧村田研一 会長 3月7日の

ローターアクトとのボウリング大会に出席し最初に

ターキーを取って「パーフェクトが出るのでは！？」

と心配しました。1番のビックリは5年ぶりのボウリ

ングで183点も出たことです(*_*; ⑨五十嵐宏 PC ボ

ウリング大会で個人３位でした。⑩沼田常好 幹事 ボ

ウリングの商品を頂きました。また、村田会長、村上

（光）会員とのチームで1位でした✌ ⑪村上倫行 会

員 久し振りに、フジボウルでの例会開催をありがと

うございます。ボウリングのアクト女性の黄色い声で

元気をもらいました。⑫藤川俊一 会員 ㋐今季の除

雪契約も明日までになりました。昨年より雪の量が多

くて十分に行き届かなくてご迷惑をお掛けしました。

大きな事故もなく無事に終われそうです。㋑長男が東

大！に受かりました!(^^)! 親に似ない子で良かった。 

本日のニコニコ集計12名 合計 29,000 円  

ⅠＭについて （ＩＭ実行委員長 今村静男） 

出席率 

今回：64.2％（3月14日＝34／53、実数） 

確定：88.7％（2月28日＝47／53,うちMu0名） 

ロータリー情報 ｢ロータリーの徽章について｣ 

 2013―2014年度（川端年度）の第2回理事会と

第1回クラブ協議会が12日、

千歳平安閣リアンで開かれま

した。会長方針「いい仕事を

しよう」をはじめ、次年度の

組織図、年間プログラムなど

が審議されました。 

 理事会には10名、クラブ協

議会には理事以外の委員長も加わり20名が出席しま

した。千歳ＲＣ会長方針「いい仕事をしよう」が、Ｒ

Ｉ会長テーマ、さらにはロータリー財団標語「世界で

良いことをしよう」と軌を一にする考え方であること

が説明されました。 

（担当：大澤 雅松） 

～詳細はHP【理事会欄】をご覧ください 

 

第５回ＩＭ実行委員会を開催 

 3月14日、例会終了後、ＡＮＡクラウンプラザホ

テル千歳において、ＩＭ実行委員会メンバーなど１

４名が出席して行われました。  

～詳細はHP【活動報告欄】をご覧ください。 

次年度第2回理事会と第1回クラブ協議会を開催 

ロータリー情報・定款細則委員会   

委員長 佐々木 金治郎 

 新会員がロータリークラブに入会して

初めてのセレモニーが「入会式」です。

会長から歯車がデザインされた「徽章（きしょ

う）」を襟に付けて貰って、はじめてロータリー

の仲間入りの証であり、ロータリアンの象徴とも

いえます。 

 皆様は入会の際に頂く三種の神器の一つ「徽

章」は、じっくり見たことがあるでしょうか？私

自身、じっくり見たことはありません。実は、一

般の会員が付けている徽章とガバナー、会長、幹

事経験者が付けている徽章の色合いが違っている

ことに気付いていますか。しかし、三役のうちで

も副会長経験者の徽章の色は変わらないのは？と

いう疑問がありますが、今日は「徽章」について

ロータリー情報とします。 

 以下、ＨＰをご覧ください 

 いよいよ17日にはⅠＭ開催となりますので、本

例会では確認の意味も含めてⅠＭ各委員長から報

告をお願いします。また、佐々木昭ガバナー補佐

には昨年７月からの各公式訪問を終えて、第７グ

ループの総仕上げの行事となります。ＩＭは「そ

の年度のガバナーとガバナー補佐の意向を踏まえ

て」開催されるものですので、まずは佐々木昭ガ

バナー補佐からお話をいただきます。 

◆ガバナー補佐 佐々木昭 

 ６クラブとも全員登録となりました。これは千

歳クラブが何時も第７グループの中で「別け隔て

なく等しく協力し助け合ってきた賜物」であり、

感謝申し上げます。ＩＭはクラブあるいはロータ

リアンに求められていることを勉強し、学ぶ場と

捉えております。今回は、塚原房樹ＰＧから基調

講演をいただき各クラブからの質疑応答を通し

て、何かを掴み取っていただきたいと思います。 

 また、オープニングに使う「千歳クラブ誕生か

ら４５年の活動」を映像で紹介するのに３分59秒

のＣＤを創りました。作成に当たっては千歳ロー

ターアクトクラブ吉岡毅幹事、当クラブの酒井宏

会員、加藤正浩会員の貢献によるもので、大変な

力作となっています。誠にありがとうございま

す。 

 ＩＭには細川ガバナー、安孫子ガバナーエレク

トも出席しますので第７グループはじめ千歳クラ

ブを知っていただくのに良い機会です。今村ⅠＭ

実行委員長のお力の下、ここまで漕ぎ着けてお

り、成功裏に終わることを祈念しております。今

村委員長はじめ、ご協力いただいた皆様に厚くお

礼申し上げると共に、当日のご協力を宜しくお願

い致します。 

 以下、各委員会報告（総務関係委員長 佐々木金

治郎/研修関係委員長 大西信也/登録資料関係委員

長 加藤正浩/懇親関係委員長 佐藤晴一/健康関係 

委員長 長澤邦雄)はＨＰをご覧ください。 

http://www.chitose-rc.jp/2013/03/16871/wh-4p-ol/
http://www.chitose-rc.jp/2013/03/16847/exif_jpeg_picture-4/

