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千歳ロータリークラブ会報 

川端会長方針 

“いい仕事をしよう” 
会 長 川端 清      副会長 齊藤 博徳      幹 事 大澤 雅松 

会長エレクト 藤本 敏廣    会 計 五十嵐 桂一   

第2510地区ガバナー 安孫子 建雄 第７グループ・ガバナー補佐 大川 健一 

 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（７月１８日 第３回） 「ハウベ」夜間移動例会               担当：親睦活動委員会 

２０１３年 ７月１８日 

第３号 （通算２１５８号） 

第２回（通算227８回）例会報告  

日時：２０１３年７月１１日（木）1２：30～１３：３０ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場   

プログラム：年度計画発表（第２回）      

担当：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長 

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 

                         委員長    

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（ 川端 清 会長） 

 会計監査報告（村上 光輝 監査）  

 例会出席ご苦労様です。今日は

２回目のクラブ活動計画の発表の

日でございます。よろしくお願い

致します。本日は「ロータリー文

庫」はロータリー情報の「宝の

蔵」であるという記事についてお

話をしたいと思います。 

 

 「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事

業の一つとして記念史編纂の折に収集された資料保存の

ため、１９７０年（昭和４５年）｢ロータリー資料室｣と

して創立されたものです。１９７３年（昭和４８年）、

｢ロータリー文庫｣と改称されました。また１９９９年

（平成１１年）、国際ロータリー（RI）は「Japan 

Rotary Clubs Library」の名称を公式に承認されて

います。ロータリアンに「ロータリー文庫」の活用を奨

励する、ロータリー文庫運営委員会の具体化策として、

各クラブによる｢文庫訪問ツアー｣の実施を提案していま

す。 

  

 ロータリー文庫が収蔵している文献資料は２万点を超

え、ホームページ（http://www.rotary-bunnko.gr.jp）
のアクセス・資料請求に関しては、毎月１万件余を数え

ています。ロータリー文庫とロータリアンとの接点は

「ガバナー月信」に掲載される｢文庫通信｣です。また、

ロータリー文庫ではコピーサービスを提供しており、ビ

デオによる映像資料やホームページの充実にも力を注い

でいます。次代に｢宝の蔵｣を相続するロータリー文庫

は、内外の資料を収集・整理し、次の時代へと伝えてい

く、という大きな使命を担っています。 

 

 ２０２０年（平成３２年）、日本ロータリー創立１０

０年という記念すべき時を迎えます。既に、「ロータ

リー日本１００年史」刊行に向けて、準備活動がスター

トしました。｢宝の蔵｣の継承者・相続人として、是非

ロータリー文庫を訪ねては如何でしょうか。 

～ ７月はロータリー親睦推進月間 ～  

    昨年度の会計監査報告が、 

２０１２－１３年度 会計監査 

（酒井 宏・村上 光輝両監査） 

を代表して、村上 光輝 監査より 

行われました。  

そして、ロータリー文庫の運営に理解を深めてくださ

い。ロータリー文庫が｢宝の蔵｣として輝くか否かは、

ひとえに皆さんのセンスにかかっています。 

 

 千歳ロータリークラブ会員の皆さんは、どのような

資料があるのか是非拝見してみてはどうでしょうか。

「ロータリーの友」２０１３年７月号４１ページに

ホームページに入る為の情報が載っていますのでご確

認ください。それでは本日の例会、宜しくお願いしま

す。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

 第１回例会前の７月１日に十数カ

所、挨拶回りをしましたが、回りきれ

ない所がありました。本日はその報告

からいたします。 

①７月５日に千歳商工会議所、千歳青

年会議所、千歳警察署を会長・幹事で

訪れ、就任挨拶をしました。商工会議

所では瀧澤会頭、中山、入口、本多の

３副会頭と長谷川専務理事にお目に掛

かり、永年勤続従業員表彰など職業奉仕に関して長年続

いている事業や、今年から始まるビアガーデンなどへの

協力について懇談しました。千歳署では永嶋署長から

「まちの声を聴きたい」とお話があり、当クラブで機会

があれば卓話などにお招きできればと思います。 

②国際ソロプチミスト千歳様から新役員就任のご挨拶状

が届いています。会長は石村真由美さんです。 

③新しい会員名簿ができました。ハスカップ色の表紙で

す。７月入会予定者のうち６月に会員選挙をした粟津さ

んは掲載できましたが、７月に会員選挙となった喜多さ

んは間に合いませんでした。 

④１０月１９・２０日の地区大会出欠回答ファックス・

メールを本日発信しました。 

⑤地区青少年交換委員会から２０１４～１５年度の青少

年交換派遣学生募集要綱が来ています。アメリカ、カナ

ダ、フィンランド、オーストラリア、台湾などの各地区

に１名、合計７～８名の高校生を１年間派遣する内容で

す。 

http://www.rotary-bunnko/
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ニコニコBOX 

 １ 武石 忠俊ＰＣ JRのPR紙に駒そば亭の記事が載

りました。２ 五十嵐 宏ＰＣ ７月４日「酒井宏さん

に感謝する会」に多数の参加ありがとうございます。３ 

福田 武男ＰＣ 長男に、今朝第二子が生まれました。

４ 菅原 正行会員 ロータリー財団・米山記念奨学委

員会活動計画を報告させていただきます。５ 沼田 常

好会員 今日は会社のバーベキューです。冷たいキリン

ビールの生を飲みます。６ 秡川 勝文会員 新生会報

第１号が出来ました。今後も良い会報作りを委員皆で力

を合わわせて頑張ります。７ 前田 浩志 会員 新年

度第１回目のホームページ更新が終わりました。まだ５

０回は残っていますが、頑張ります。８ 田中 敬二会

員 おかげ様で、ゆったりと「快方」感のある土、日を

過ごさせてもらいました。秡川委員長、前田委員ありが

とうございます。９ 丹治 秀一ＰＣ ７月７日 日曜

日 白鳥湖にて苫小牧市民レガッタ大会が行われ、駒里

クルー（丹治秀工業社員クルー）が優勝させて頂きまし

た。１０ 髙橋 都会員 ①本年度木曜会会長として発

表します。１年間よろしくお願致します。②川端会長、

齊藤副会長、大澤幹事、大金を気持ち良く木曜会にご寄

付？頂きまして大変ありがとうございます。（＾＾）１

１ 大澤 雅松幹事 民報花火大会が７月１３日にあり

ますので宜しく！（＾＾）  

本日のニコニコ集計１１名 合計 ２３,０00 円  

⑥ 新入会員情報です。入会申込書が提出されましたの

でファックス理事会の上、会員選挙とします。その方と

別の方から例会に出席してみたいという申し出がありま

したので、次週キリン「ハウベ」夜間例会にゲストとし

て招きます。 

⑦次回例会は、キリン「ハウベ」夜間移動例会です。出

欠ご回答を早めにお願いします。ローターアクトの盆踊

り出店事業支援もありますので、多数ご出席お願いしま

す。    

（計画内容の詳細はクラブ計画書をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

進行 川端 清 会長 

木曜・パークゴルフ会 会長 髙橋 都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康委員会 委員長 中村 堅次 

親睦活動委員会 委員長 斉藤 えみこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 委員長 秡川 勝文 

社会奉仕委員会 委員長 大西 信也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千歳分収造林組合 組合長 丹治 秀一 

国際奉仕委員会 委員長 南雲 州治 

年度計画発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 委員長 菅原 正行 

三 役 幹事 大澤 雅松 

出席率 

今回：86.5％（7月11日＝4５／5２、実数） 

確定：86.8％（6月27日＝46／53,うちMu0名） 

会員氏名 

秡川 勝文（はらいかわ かつふみ） 

事業名・住所 

はらいかわ整骨院：千歳市北陽４丁目

１０－３０  

ＴＥＬ・ＦＡＸ 

０１２３－２２－２３２４ 

 

ホームページなど 

http://haraikawa.jan.com 

事業内容 

打撲・捻挫・挫傷・（骨折・脱臼は応急

のみ）に対しての整復術 

事業ＰＲなど 

 外傷など怪我に対して保険適応・ 

 交通事故・労災等も対応 

会員企業紹介（１） 
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