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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８日 第４０回）社会参加「セーフティコール」【４月４日振替】     担当：社会奉仕委員会 

２０１３年 ４月 ８ 日 

第３７号 （通算２１4４号） 

第３9回（通算2263回）例会報告  

日時：2013年3月28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：夜間例会 

担当：次年度三役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  委員長 大西 信也 

四つのテスト：社会奉仕委員会  藤本 敏廣 委員                

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） 

 前段略～ホームページをご覧ください 

 ロータリーの奉仕の理想について、桐生ＲＣの

前原パストガバナーは、「ロータリーは、はじめ

に親睦・友愛があり、これから職業奉仕が生ま

れ、社会奉仕に成長し、それが広がって国際奉仕

へと発展した。これを貫く思想を『奉仕の理

想』」と示されています。 

 これを私なりに学ばせていただきますと、「自

分を大切にし、周りの人を想いやる心から、自分

の生業を高め、人様に喜んでいただけるように心

を配り、喜んで下さる方の輪がどんどん広がり、

最後は自分自身が報われる」と理解しました。挑

戦を楽しみましょう。 
～以下、ホームページをご覧ください～ 

～ ４月はロータリー雑誌月間 ～  

◇２０１３～１４年度 ＲＩ会長テーマ 

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」に

ついて  

担当：次年度三役  

司会進行：大澤雅松 副幹事 

 

会長エレクト 川端 清 
  

 次年度のＲＩ会長テーマは、「ロータ

リーを実践し みんなに豊かな人生を」

と掲げています。  

中略 

 ロン次年度ＲＩ会長は、『すべての

ロータリアンが、あのようなひらめきの

体 験、つ ま り、「ロ ー タ リ ー と は 何

か」、「ロータリーとはどんな可能性を開いてくれる

か」、「ロータリアンであることがどれほど栄誉であ

るか」を実感する経験を持てるようにすることです』

と言うことです。 

～以下ホームページをご覧ください～ 

 

◇２０１３～１４年度の会長方針について   

会長エレクト 川端 清 

 私は、来年度は「いい仕事をしよう」と会長方針を

掲げました。 

 １９０５年にシカゴでロータリークラブが誕生した

会員卓話 

 ～ 以下内容は概略です。詳細はホームペー

ジをご覧ください ～ 

創立45年の歴史を振り返る。  

～4.5月の予定は次ページをご覧ください～ 

委員会報告（ＩＭ実行委員長 今村 静男） 

前段略～ホームページをご覧ください 

 今回のＩＭは、佐々木昭ガバナー補佐

の方針で行いましたが、第7グループと

してのＩＭの運営に一石を投じたと思っ

ております。次回開催の恵庭クラブの大

川次年度ガバナー補佐から「次回も全員

登録でお願いしたい」とのことで、今後

このような形で続くものと思っております。大川次年

度ガバナー補佐は、5～6月に開催し、ゴルフ大会を

行った後にＩＭを行いたいとのことです。改めて、会

員皆様のご協力にお礼を申し上げます。本当にありが

とうござました。 

 幹事報告は、本日の例会前に第17回理事会を開

催しましたので、その結果を報告させていただき

ます。 

⑴ 5月11日（土）「創立45周年記念の集い」の

開催 

場所：芝生広場及び河畔公園（2012年9月20日  

   桜の木植樹・「四つのテスト」碑建立） 

オープニングセレモニー9時45分 クラブから三

役 出席 

集合時間：11時 例会・懇談（焼き肉）    

会費：年会費充当  記念写真撮影 

案内先：千歳市長（名誉会員）、千歳プロバスク

ラブ、千歳ローターアクトクラブ 

45周年記念事業の一環として市民とともにクラブ

http://www.chitose-rc.jp/2013/03/17098/img_0025-36/
http://www.chitose-rc.jp/2013/03/17081/img_0015-33/
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ニコニコBOX 

⑴ 佐々木昭ガバナー補佐 3月17日開催のＩＭへの

ご協力ありがとうございます。3月23日第3・5グ

ループのＩＭに出席して塚原パストガバナー、細川ガ

バナー、安孫子ガバナーエレクトに直接、お礼を申し

上げました。 ⑵ 今村静男ＰＣ ①3月17日のＩＭを

無事、終了することができました。皆様のご協力あり

がとうございました。②今日3月28日は妻の誕生日

です。 ⑶ 村田研一会長 3月17日開催されました

ＩＭが皆様のご協力のお陰で無事終了することができ

ました。 ⑷ 長澤邦雄ＰＣ ＩＭでは立派な医務室

を準備していただきました。残念ながら利用するまで

にはいきませんでした。ありがとうございます。 ⑸ 

菅原正行会員 久し振りの例会出席となりました。 

⑹ 今野良紀会員 久し振りの出席です。 ⑺ 大澤雅

松副幹事 次男が大学を卒業しましたが就職せず、も

う2年勉強するようです。 ⑻ 末廣孝ＰＣ 中学生の

孫がテニスの全国大会出場で今日、昼に岐阜へ向かっ

て出発しました。 ⑼ 加藤正浩会員 ①千歳民報の

14日、25日に記事が掲載されました。昨日、電気料

金値上げ検討開始の表明を行いました。何卒ご理解賜

りますようお願い致します。②妻の誕生日にきれいな

花をいただきました。ありがとうございます。③息子

たちが大学を卒業しました。4月から長男は研修医、

次男は食品商社勤めになります。これで家計が少し楽

になります。 ⑽ 前田浩志会員 ガバナー月信に写

真が掲載されたようです。⑾沼田常好幹事 ＩＭでは

佐々木昭ガバナー補佐、今村ＩＭ委員長、酒井クラブ

奉仕委員長ご苦労様でした。 ⑿加藤輝明会員 久し

ぶりに出席しました。（3/17ＩＭ分） 

本日のニコニコ集計12名 合計 20,000 円  

出席率 

今回：60.4％（3月28日＝32／53、実数） 

確定：84.9％（3月14日＝45／53,うちMu5名） 

4・5月の例会スケジュール 

背景に商業道徳・職業倫理の実践があり、職業を通じ

て自分のためだけでなく、社会に奉仕するという考え

方が「超我の奉仕」といわれております。 

 会長方針に掲げさせていただいた「いい仕事をしよ

う」は、ロータリー発祥の原点となる考え方に基づ

き、ロータリーの金看板とされる「職業奉仕」を単純

明快に自ら、声の及ぶ周囲に呼び掛ける言葉でありま

す。   ～以下、ホームページをご覧ください～ 

 

◇「ピンクリボン運動」について 
次年度社会奉仕委員会 副委員長 今野良紀 

 事業の目的は、乳がん検診の普及と啓発活動への支

援です。「ピンクリボン in SAPPORO」が窓口とな

り、北海道対がん協会と協議して行くこととなりま

す。検診車に千歳まで来て貰い、検診人数は４０名を

限定として行い、事業費の概算は１３万円程度で乳が

んの早期発見です。あと乗り越えなければならないこ

とは、費用とレントゲンを撮った後の写真を読影する

医師を地元で探さなければならない事です。 

～以下、ホームページをご覧ください～ 

◇補足説明 

健康委員会 委員長  長澤 邦雄ＰＣ（産婦人科 医師） 

 乳房検診は、マンモグラフィーを行い、Ｘ線技師が

いれば写真を撮ることは出来ますが、それを判定する

ことについて厚労省の検診事業に対する指導では専門

医２名が判定することになっています。そのために医

師を２名準備しなければなりません。実施するとなっ

た場合、注意を要することがありますので、よく調

査、検討をした方がよいと考えます。検診事業につい

てはよく吟味された上で結論を出して下さい。 

 ～以下、ホームページをご覧ください～ 

 

◇「年間プログラム２０１３～２０１４（案）」 

◇「２０１３～２０１４年度 千歳ロータリークラ

ブ組織図（案）」について 

副幹事 大澤雅松～ホームページをご覧ください～   

◇今後のスケジュール  
・新旧クラブ協議会 ５月の連休後に行う予定、場合

によっては連休前に実施。 

・地区資金活用申請作業 作業の見通しが付いた段階

で第３回理事会を開催予定～４月に第３回理事会の実

施。 

・新委員会の開催 ５月に入ってから各委員会を開催

し、活動方針を協議する。～委員会開催に当たってク

ラブから１万円の補助。 

・新委員会による会議 ６月に入ってから上旬に実施

し、次年度の計画書を作成する。                    

「第４回明日の職業奉仕を考える会」の開催 

 3月21日（木）18時30分より、ANAクラウン

プラザホテル千歳2F会議室（石狩の間）において

職業奉仕委員会主催の「第4回明日の職業奉仕を

考える会」を開催致しました。三役はじめ、佐藤

パストガバナー、佐々木ガバナー補佐他、13名が

出席しました。 

 会長挨拶に始まり、福田職業奉仕委員長から、

本日のテーマ「シェルドンと職業奉仕」につい

て、シェルドンの生立ち、職業奉仕とは～、奉仕

の理念等の話がありました。 

～以下、ホームページをご覧ください～ 

第17回理事会の開催 

 ３月２８日、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の例

会場において、村田会長はじめ理事及びオブザーバー

として健康委員会長澤邦雄委員長の１２名が出席して

第１７回理事会を開催しました。 

◆審議事項 ◆報告事項 は 

ホームページをご覧ください。 

4/ 8 社会参加 「セーフティーコール」（4/4振替）     

              担当：社会奉仕委員会 

 11 早朝例会（社会奉仕・清掃活動）          

          担当：社会奉仕/環境保全委員会 

 18 通常例会「次年度の職業奉仕フォーラムについ     

       て」      担当：職業奉仕委員会 

 25 夜間例会「緩和ケア―・サービス（終末期医療～       

           ～看取り）」緩和ケア－クリニック   

       恵庭院長 柴田岳三医師    

                             担当：健康委員会 

      （理事会） 

5/ 2 繁忙休会（ゴールデンウィーク） 


