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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（４月２５日 第４３回）夜間例会                        担当：健康委員会 

２０１３年 ４月 ２５日 

第４０号 （通算２１4７号） 

第４２回（通算2266回）例会報告  

日時：2013年４月18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：職業奉仕委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会   藤井 雅一 委員 

四つのテスト： 会員増強委員会 委員長 村上 倫行               

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） 

 皆さんこんにちは。まず、4月に入り、8日には

春の全国交通安運動｢セーフティ－コール｣へのご参

加と、11日には「早朝清掃例会」にご出席をいた

だき、誠にありがとうございました。 

 さて、今月は、「ロータリー雑誌月間」です。先

日、「ロータリーの友」などを読んでおりました

ら、「すべての人間は、自分を自覚していない素晴

らしい能力を持っている」また「人間は、たった一

人で出来ることには限界があり、そして一人では切

磋琢磨できません。大勢の仲間が必要です。志を同

じく、励まし合える仲間が必要なのです。限界のあ

る一人ひとりがチームを組み、その力を合わせれば

成し遂げられないことはない」と書かれていまし

た。～中略：ホームページをご覧ください～ 

 我々はいつも「四つのテスト」を唱和しています

が、特に、「真実かどうか」「みんなのためになる

かどうか」と、黙っていたのでは改革はできませ

ん。来年以降、よい方向に進んでいただきたいと思

う一心でお話を致しました。 

 最後になりますが、次週の例会は、緩和ケア・ク

リニックの柴田先生の“緩和ケア・サービス～終末

期医療～看取り”についてですが、現段階での出席

者が少ないようです。一人でも多くのご出席をお願

いしまして会長の挨拶と致します。 

～ ４月はロータリー雑誌月間 ～  

⑶ 5月11日、13時開始、長沼ロータリークラブ主

催の「第21回長沼国際交流フェスティバル」が長

沼町民会館で行われます。村田会長、沼田幹事、村

上（光）国際奉仕委員会副委員長、酒井クラブ奉仕

委員長の4名が出席予定です。他に参加希望者は事

務局まで申し込み下さい。 

⑷ 第23回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会の

ご案内がきています。開催日 6月17日（月）8時

スタート 会場 恵庭カントリー倶楽部 プレー代 

11,000円 参加登録料15,000円（プレー代は含

まない） 参加希望者は、沼田幹事か事務局に申し

出ください。 

⑸ 5月9日18時30分から「リアン」で新旧クラブ

協議会が開催されます。新旧各委員長は活動報告ま

たは活動計画をまとめた上で出席をお願いします。

（詳細はHPをご覧ください） 

委員会報告 

⑴ 次週の夜間例会（4/25）は、緩和ケア・クリ

ニックの柴田先生をお迎えしての講演を行います。

現時点での出席希望は、会員23名、家族9名、千

歳セントラルＲＣ5名と、総数が37名と低調で

す。会員はじめ、ご家族のご参加をお願いします。 

⑵ 5月11日、創立45周年記念行事の一環として

「創立45周年記念ふれあい例会」を昨年9月に桜

の木を植樹しました河畔公園で行います。 

◆ＩＭ実行委員長 今村静男 

 ３月17日に開催されたⅠMの会計・収支報告。

収入合計 928,000円。現在の支出は反省会も含

めて884,706円で差引43,294円の黒字収支と

なっています。                                                        

○木曜会の連絡  

◇５月16日木曜ゴルフ会を開催シャムロックCC

で 12:00集 合、13:00ス タ ー ト の 予 定 で す。  

（詳細はHPをご覧ください） 

 

◆健康委員会委員長 長澤 邦雄 

○報告 3月14日の例会で配付しました「健康プ

ラザ」に載せ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」を4月25日の健

康委員会例会までに目を通して欲しいとお話をし

ました。その件について大竹さんから1週間ほど

前に礼状が届きました。不思議な絆を感じるお手

紙であり、また、次回例会の「緩和ケアーサービ

ス（終末期医療～看取り）」に参考となる内容で

もありますので、髙橋都副会長に代読してもらい

ます。 

 

以下、「お願い」「大竹さんのお手紙」はホーム

ページをご覧ください 
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ニコニコBOX 

⑴ 川端清会長エレクト 4月14日次年度地区協議会に

7名出席、ご苦労様でした。⑵ 福田武男ＰＣ 4月14

日次年度地区協議会、無事終了しました。⑶ 村田研

一会長 前回の交通安全セーフティーコール、早朝清

掃例会、出席ありがとうございます。来週の夜間例会

＝緩和ケア・クリニックも宜しくお願いします。⑷ 

沼田常好幹事 ①3月25日千歳市の交通事故死者ゼロ

が300日達成 ②4月8日春の交通安全運動セーフ

ティーコールの参加、ありがとうございました。⑸ 

佐々木金治郎PC 今年の湖水開きが4月14日に行われ

ました。今年の支笏湖の観光シーズンの幕開けです。

ヨロシク！！ ⑹ 村上光輝PC 妻の誕生日に綺麗な花

をありがとうございます。 ⑺ 平間和弘会員 妻の誕生

日に素晴らしい花をありがとうございます。⑻ 浅利

美恵子会員 母の誕生日にお花をありがとうございま

す。⑼ 榊原潤会員 「久し振り(^^)」と多くの人に言

われました。⑽ 伊藤一三会員 3月29日所属している

業界団体の北海道宅建協会札幌東支部が実施した社会

奉仕事業で就労継続支援施設ワークセンター「ピア

ハーブ」にロッカー購入資金10万円を寄贈し、千歳

民報の記事に載りありがとうございました。 

本日のニコニコ集計10名 合計 11,000 円  

出席率 

今回：69.2％（4月18日＝36／52、実数） 

確定：84.6％（4月 ８日＝44／52,うちMu7名） 

会員卓話 

5・6月のスケジュール 

第19回理事会の開催 

 ４月18日の通常例会前に、例会場のＡＮＡクラウ

ンプラザホテル千歳で開かれました。 

 緩和ケアの柴田岳三さんをゲスト講師に迎える４月

25日の夜間例会について確認したほか、５月11日の

創立45周年記念行事について、午前11時から「千歳

ＲＣ創立45周年記念ふれあい例会」の名称で行うこ

とや、出席者全員が法被を着用して焼き肉と飲み物を

楽しみながら、昨年植樹した桜の成長ぶりを見守ると

いう趣旨が確認されました。 

       以下、ホームページをご覧ください。 

5/ 2 繁忙休会（ＧＷ） 

11(土) 創立45周年記念「ふれあい例会」 

                 担当：クラブ奉仕 

16 早朝例会（桜の木下草刈り）  

           担当：環境保全 （ＲＡＣ定例会） 

23 通常例会「次年度の活動方針」  担当：次年度三役 

30 夜間例会（ＡＮＡ）   担当：社会奉仕    （理事会） 

6/ 6 早朝例会（分収造林）          担当：環境保全 

「ＩＭ反省＆懇親会」を開催 

 2013－2014年度ＲＩ第2510地区（安孫子建雄

ガバナー）の地区協議会が4月14日、岩見沢平安閣

で開かれ、千歳ＲＣから2013－2014年度の福田武

男地区職業奉仕委員長、川端清会長ら8名が出席しま

した。    以下、ホームページをご覧ください。 

 4月12日、番屋においてＩＭ実行委員会顧問の佐藤

秀雄ＰＤＧはじめ、委員会メンバー10名が集まり、3

月17日開催の「第25回都市連合会（ＩＭ）」の反省

＆懇親会を行いました。 

                     以下、ホームページをご覧ください。 

ＲＩ第2510地区2013－2014年度地区協議会 

●次年度の職業奉仕フォーラムについて 

職業奉仕委員会委員長 福田 武男 
 当委員会担当例会で会員卓話を実施していなか

たったので、本日は次年度職業フォーラムについて

の話しは早めに切り上げ、卓話を村上倫行会員にお

願いしました。（中略）毎回、従業員の教育が行き

届いた対応に感心しております。そこで村上社長に

社員教育について卓話をお願いしました。本来、職

業奉仕の訪問例会とか卓話は会員・非会員企業に係

わらず、この様に手本となる会社へ訪問して職場の

方にお話をお願いしたり勉強したりしてノウハウを

吸収し役立てて行くことが重要な要素となります。 

  卓話の前にロータリー用語の和訳について触れま

す。皆様もご覧になってお分かりのようにロータ

リーの友2013年1月号に嬉しい記事が載っていま

す。「The Object of Rotary」の日本語訳が久

し振りに「ロータリーの綱領」から「ロータリーの

目的」へと本来のObjectの意味に改訂されました。

（中略）また、 「四つのテスト」も私が10年ほど

前から提唱し、千歳クラブだけが使っている「言

行」の前に「思いと」を挿入する和訳が嬉しいこと

に受け入れられました。 

 最後に、私は2510地区の次年度職業奉仕委員長

となっています。職業奉仕の理念がロータリー活動

の中で一番重要な位置を占めると認識していますの

で、次年度から「地区の職業奉仕フォーラム」を始

めたいと考えています。以下、HPをご覧ください。 

 

●会員増強委員会委員長 村上 倫行 

 本日は職業奉仕委員会の最後の担当例会というこ

とですが、私どもの会社に関して福田先生からお褒

めの言葉を頂戴しました。（中略）また、かなり前

の出来事ですがロータリーの仲間からボウリングの

仕事取引に参入させて欲しいとの依頼がありました

が、業者のラインが出来上がっており断るのに苦慮

しましたが「ロータリアンの職業宣言第8項目」を

もってお断りしたことがあります。因みに第8項目は

「事業または専門職務上の関係において、普通には

得られない便宜ないし特典を、同僚ロータリアン

に求めず、また与えることなかれ」と書かれてお

り救われた思いがあり大切にしております。 
 私どもの会社の経営理念は「誠意と責任」「誠実

なる言動によって相手から好意と信頼と理解を得

る」です。これは父の現会長 村上正治の「正治イズ

ム」と称し、役職員に啓蒙しています。（中略） 

 「正治イズム」は「仕事に厳しく思いやりのある

経営」を貫いていますので従業員も理解してくれて

おり定着率は高めです。先ほど申し上げた2つの経営

理念が十分ではないにしろ浸透しているものとご理

解いただければ幸いです。 

      以下、ホームページをご覧ください。 


