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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（１月１６日 第２９回）通常例会                     担当：クラブ奉仕委員会 

２０１４年１月１６日 

第２６号 （通算２１８１号） 

第２8回（通算２３０４回）例会報告  

日時：2014年1月9日（木）18：30～19：30 

場所：ザ・ベルクラシックLien   

プログラム：夜間移動例会（新年交礼会：千歳RAC合同）      

担当：親睦活動委員会、SAA・プログラム委員会 

   新世代奉仕・ローターアクト委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 浅利 美恵子 副委員長 

四つのテスト：社会奉仕委員会 今野 良紀 副委員長    

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） 

 千歳RCの村上 光輝 パスト会長のお通夜が

現在行われております。お付き合いの無い方

もおられると思いますので、あえてこの場

は”新年明けましておめでとうございます”

とご挨拶させて頂きます。 

 今年は午年という事で飛躍の年とも言わ

れ、皆様方に於かれましては益々充実を図

り、成功される事を信じております。本日

は、例年恒例となっております、千歳RCと千歳RACの合同新年交

礼会に、千歳市長 山口 幸太郎様（名誉会員）をはじめ、千歳商工会

議所会頭・一般社団法人 千歳観光連盟会長 瀧澤 順久様、千歳セン

トラルRC、恵庭RC、千歳LC、千歳中央LC、国際ソロプチミスト

千歳、一般社団法人 千歳青年会議所、千歳プロパスクラブでご活躍

中の会長・幹事又は代理の方々に新年早々の何かとお忙しい中、ご

出席を賜りまして誠に有り難うございました。お礼申し上げます。 

 2013～14年度RI会長ロンD．バートン氏のテーマ「ロータリー

を実践し みんなに豊かな人生を」を基本とし、私は「いい仕事をし

よう」を方針に掲げましたが、早いもので46代の会長として半年が

過ぎました。しかし、まだ半年も有ります。この半年間でまだやり

残した仕事が有ると思っております。今、私がしなければならない

事は何かを選択し、問題解決をしつつ、ロータリーテーマに沿った

会となるように頑張ります。社会奉仕の観点から、本日ご参会下さ

いました、各会の皆様との交流を深めていきながら、 

～１月はロータリー理解推進月間 ～    

出席率 

今回：66.6％（  1月  9日＝36／54、実数） 

確定：96.2％（12月19日＝52／54,うちMu0名） 

本日のお客様（紹介：大澤 雅松 幹事） 

※画像については後の報告記事中にて紹介に

代えさせて頂きます。 

・千歳市長 山口 幸太郎 様（千歳RC 名誉 

会員） 

・千歳商工会議所 会頭 並びに 一般社団法人 

千歳観光連盟 会長 瀧澤 順久 様（千歳RC 

会員） 

・千歳セントラルRC 会長 武田 伸也 様、

副幹事 坂井 治 様 

・恵庭RC 会長 水野 凡 様、幹事 敦澤 君治 

様、IM実行委員長 宮内 光則 様 

・千歳LC 会長 竹村 聖子 様、幹事 齊藤 元彦 様 

・千歳中央LC 第一副会長 坂口 雄二 様、副幹事 高倉 博人 様 

・国際ソロプチミスト千歳 会長 石村 真由美 様 

・一般社団法人 千歳青年会議所 理事長 南雲 勇次 様、専務理事 

鳴海 昌成 様 

・千歳プロバスクラブ 会長 齊藤 武司様、幹事長 守田 勝榮 様 

小さい事からこつこつと千歳を住み良いまちに導く事の手助けが

出来ると良いと思っています。そんな事を考えつつ、本日ご参会

の皆様の今年の益々のご発展とご健勝をご祈念申し上げ、はなは

だ簡単措辞でございますが新年交礼会の挨拶とします。 

ご来賓代表挨拶（千歳市長 山口 幸太郎 様 ） 

 皆さま、明けましておめでとうございます。

皆さまには平成２６年のお正月をご健勝で希望

に満ちたお気持ちでお迎えになったと思いま

す。本年一年、お元気で活躍をして頂いて、良

い年になるようお祈り申し上げたいと思いま

す。 

 千歳RCの皆さまには、まずお礼を申し上げ

たいと思います。昨年、千歳川河畔を整備致し

まして親水公園に桜の木を寄贈して頂きまし

た。なおかつ５月には移動例会も開催して頂い

て大変盛り上げて頂きました。心からお礼申し上げます。今年の咲

き具合はまだ分かりませんが、あの辺一体を桜のシーズンには桜の

花で満開になるような、そういう公園にしたいと思っておりますの

で、これからもよろしくお願い致します。 

 

 お陰さまで昨年１年間千歳市の人口も500名程増えて現在

95,500名位でございます。全国的に人口も減っている時代でござ

います。その中で千歳市の人口が伸びている事は大変嬉しい事で

す。大きな要因としては今日ご出席のRCの皆さま、そして、各団

体のご来賓の皆さまのそれぞれの企業が元気に活発に活動され、発

展されまして、雇用増に繋がり、私共にとりましては税収の増に繋

がった事が大きな要因だと、この様に思っております。 

 

 会長のお話にもありました、今年は午年でありますので、飛躍す

る年、勢いのある年にしたいと思っています。また皆さまのお力添

えを頂いて、皆さまと共に元気のあるまちづくりに努めていきたい

と思っていますので、どうぞご支援の程よろしくお願い致します。

RCの年度で申しますと、あと半年で年度が終わるようですが、川

端年度の一層のご発展と皆様方の今年一年のご活躍を心からお祈り

申し上げましてご挨拶にしたいと思います。本日はおめでとうござ

いました。 

千歳ＲＡＣ会長挨拶（吉岡 毅 会長 ） 

 昨年は大変お世話になりました。お陰様で会

員数も順調に増え、現在千歳RACは17名で活

動しています。今年度は台湾と中国出身の方々

が会員として入会して頂きましたので、4月に

千歳在住の外国人や留学生等に参加を呼び掛

け、「国際交流例会」を企画中です。そして、

6月にはいよいよ千歳の地で2013-14年度 国

際ロータリー第2510地区ローターアクト第41

回地区大会が開催となります。是非皆様の多大

なるご支援ご協力をよろしくお願い致します。 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/01/6005d5c1eaf51f770037bccfdf037e14.jpg
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①冒頭で黙祷も捧げて頂きましたが、1月6

日午前1時1分、当クラブ会員で第22代会長

の村上 光輝 様が急逝されました。昨年12月

のクリスマス家族会、年次総会にも出席さ

れ、元気なお姿を拝見しておりましただけ

に、残念です。重ねて残念ながら葬儀日程と

本日の新年交礼会が重なり、通夜が現在、千

歳葬殿で執り行われております。この為、通

夜には齊藤副会長が会長の名代として参列

し、佐藤パストガバナーはじめ数名の会員も長年のお付き合いによ

りご本人の意志で参列、前田会員は建設業の関係でお手伝い、今村

会員は葬儀社の立場で本日急遽欠席となりました。この他、通夜参

列の後に遅れて出席なさる方もいらっしゃいます事をご了解願いま

す。なお、告別式が明日午前10時から千歳葬殿にて執り行われま

す。告別式には当クラブ川端会長も出席予定です。お時間の許す方

はご参列お願いします。改めまして、村上パスト会長のご冥福を心

からお祈り致します。 

②本日は山口市長はじめ多くのお客様がいらっしゃいます。また、

千歳RACとの合同例会になっております。新年の賀詞交換、親睦

交流をお願いします。 

③ 恵庭RC ＩＭ実行委員長の宮内光則様が、ＩＭについてお話下

さいます。 

２０１４年度ＩＭ実行委員長挨拶 恵庭ロータリークラブ 

宮内 光則 様 
 明けましておめでとうございます。貴重

なお時間を頂きましたので、たっぷり詳し

く説明させて頂きたいと思います。昨年の

IMは千歳RC様が主催で行われました。今年

は恵庭RCが主催する訳ですが、日程につき

ましては5月24日の土曜日になります。親

睦を兼ねてシャムロックカントリーでゴル

フをして頂き、千歳のフジボウル様でボウ

リングをして頂き、夜は懇親会、また、懇

親会だけではなく、ロータリーの知識を深

めるという事で、佐藤秀雄パストガバナー

と地区役員をして頂いております福田武男パスト会長に講師をお願

いし、ロータリーの諸問題について肩肘張らず楽しくやりたいと

思っています。会費は5,000円で行いたいと思います。全員登録

という事でお願い申し上げます。 

④田中敬二会員が札幌にご栄転となります。本日は後任の須川 美

和 支店長もご出席です。ご挨拶頂きます。なお、田中会員の送別

会を1月23日（木）18時30分からＡＮＡクラウンプラザホテル

千歳１階和室（レストランの奥）で予定しています。 

田中 敬二 会員 ご挨拶 
 明けましておめでとうございます。3年間と

いう思えば短い期間でしたが、皆さま方には大

変お世話になりました。非常に貴重な体験を沢

山させて頂きました。特にロータリーに入って

良かったと思うのが大変貴重な皆さま方とお知

り合いになれたという事が最高の財産になりま

した。それだけはお話したいと思っていまし

た。本当に良い組織でございますので、これか

らの皆様の益々のご隆盛を祈念しております。

私、今回の異動でJR札幌駅北口にある本部に

入る事になりました。私の娘位の年齢ですが、

後任の支店長、須川 美和を置いていきますので、皆さま方のバッ

クアップをよろしくお願い致します。 

須川 美和 様 ご挨拶 
  

 皆さま、明けましておめでとうございます。

この度千歳支店の支店長を賜りました、須川 美

和 と申します。どうぞ、よろしくお願い致しま

す。実は私、7年前に千歳支店におりまして7

年振りに帰って参りました。今後皆さまには

色々とご協力頂きながら、お世話になりますの

で、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

⑤入会検討中の松本 智秋（まつもと ちあき） 様がご出席です。

なお、松本様は開店準備の為、途中退席されますが、清水町２丁目

スクエアビル2階Ｃｈｉａｋｉにて皆さんのおいでをお待ちしてお

ります。今席終了後は是非お立ち寄り下さい。 

⑥前回例会でご挨拶頂いた、高田昭治様のご長女の平沖 信子 様

が、例会終了後にお礼状と共にニコニコボックスにと大枚をお持ち

下さいました。次回例会ニコニコボックスの報告でご紹介頂きま

す。 

⑦社会奉仕委員会が、奉仕初めとして千歳神社から頂いた、チャリ

ティーおみくじを用意しております。１枚につき１枚のお札のご用

意をお願いします。 

千歳RAC幹事報告（北村 秀実 幹事） 

 新年明けましておめでとうございます。 

１）昨日、RACの海外研修の件について案

内を流しましたので、出欠の回答をよろしく

お願い致します。行き先はタイとなっており

ます。現在、台湾出身の汪 可怩（わん・こ

に）さん、中国出身の馮 寧君（ひょう・ね

いくん）さんが参加予定となっておりますの

で、皆さまご参加をよろしくお願い致しま

す。 

２）来週1月15日水曜日に恵庭RC様で新年

交礼会がございます。出席の方はお間違いの無い様、ご確認の

上、ご出席をよろしくお願い致します。 

 今年もよろしくお願い申し上げます。以上です。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

懇親会の様子 

乾杯のご発声 千歳商工会議所 会頭 瀧澤 順久 様 

 
 それでは突然のご指名ですが乾杯の音頭を

取らさせて頂きます。強い安倍内閣のリー

ダーシップの下、今年の経済は益々良くなる

そうです。千歳RC様の益々のご発展とご参会

の皆様のご多幸を心から祈念いたしまして

『乾杯！！』 

 

 

 

～ご来賓ご挨拶～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※左上より、千歳セントラルRC 会長 武田 伸也 様、恵庭RC 会長 

水野 凡 様、千歳LC 会長 竹村 聖子 様、千歳中央LC 第一副会長 

坂口 雄二 様、左下より、国際ソロプチミスト千歳 会長 石村 真

由美 様、千歳プロバスクラブ 会長 齊藤 武司様、一般社団法人 

千歳青年会議所 理事長 南雲 勇次 様です。 

 

中締め 藤本 敏廣 会長エレクト 
 私、歴史と伝統のある、第47代目の千歳RCの会

長を拝命されました藤本です。本日ご出席の皆さ

ま、そしてRC会員皆さまのご協力を得ながら頑

張っていきたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。それでは皆さまと一緒に今年が素晴らしい一

年になります事とご健康でありますようご祈念致し

まして、三本締めで締めさせて頂きます。有り難う

ございました。  

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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