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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９日 第２８回）夜間移動例会（新年交礼会：ＲＡＣ合同）       担当：親睦活動委員会他 

２０１４年１月９日 

第２５号 （通算２１８０号） 

第２６回（通算２３０２回）例会報告  

日時：2013年12月２６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：通常例会（年次総会：３６分例会）      

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：親睦活動委員会 名川 誠 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（ 川端 清 会長） 

 先週は恒例の「クリスマス家族会」開催

に当たり、皆さんのご協力を頂き有り難う

ございました。会員はもとより、ご家族皆

さまの笑顔が印象に残っております。

SAA・プログラム委員会をはじめ、親睦

活動委員会、出席・資料管理委員会の各委

員会が主体となり、会を盛り上げて頂き、

とても良い雰囲気でした。本当にお疲れ様

でした。 

 

 12月18日13時30分より千歳国際交流協会第2委員会第

2回目の会議が開催され、参加しました。「国際交流の夕

べ」の実施についての議題で、実施日時は平成26年2月28

日(金)18時30分よりANAクラウンプラザホテル千歳におい

て「ノルウェー王国コングスベルグ市との友好親善都市提携

25周年」を記念し、「北欧・ノルウェーの世界」と題して

イベントが実施されます。参加して頂ける会員の皆さんはよ

ろしくお願い致します。 

 

 12月19日10時30分より北駐屯地年末行事に参加してき

ました。1時間30分の式典でしたがとても和やかに進み、そ

して活気に満ちた行動から次代に繋がる思いがしっかりと伝

わってきました。式典終了後、つきたての餅を使った雑煮を

頂いてきました。とても楽しかったです。 

 

 今日は年次総会36分例会で2014～15年度体制の輪郭が

分かる日です。慎重審議をよろしくお願い致します。これで

本日の報告及び会長挨拶とします。 

～１月はロータリー理解推進月間 ～    

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

①本日は年次総会で、会長ノミニー（次々年

度会長）をはじめ、次年度理事の選挙となり

ます。ご審議よろしくお願いします。 

②フィリピン台風災害復旧支援義援金、先週

まで３回の例会で合計50,604円が集まり、

地区に送金しました。ご協力ありがとうござ

いました。 

③11月2日ご逝去されました、当クラブ第

18代会長、故 高田 昭治 様のご長女、平沖 

信子 様が当クラブへのご挨拶にお見えです。ご挨拶頂きます。 

ご挨拶 平沖 信子 様 

 ただ今ご紹介に預かりました、高田 昭治の

長女で平沖 信子と申します。先月１１月２日

に他界致しました、父の葬儀に際しまして

は、千歳ロータリークラブ様よりご香典、ご

供花等を賜りまして、厚くお礼申し上げま

す。また、今日お伺い致しました所、こちら

においでの沢山の皆様にご会葬頂いたと記憶

しております。大変有り難うございました。

今、ご紹介の言葉の中に、第18代会長とあり

ましたが、皆様ご承知の様に口下手な父でしたし、皆さまのお力

添えが無ければその役も果たせなかったと思います。生前父が私

に残した言葉があります。『身体が小さく何の取柄も無い自分

が、この千歳で仕事を得て生きてこられたのは、この千歳にい

らっしゃる皆様の教えがあったからだ。それを自分にもしもの事

があった時には、皆さんにお伝えしておくれ。』と、父から言わ

れていましたので、その言葉を皆さまにお伝え致しまして、お礼

の言葉とさせて頂きます。お礼が大変遅くなった事をお詫び致し

ます。有り難うございました。 

④ここで20年100％出席者への表彰伝達を行います。川端会長

から中山 和朗 ＰＣに渡して頂きます。 

 

※会長から記念品が伝達されまし

た。 

 

 

 

 

⑤平成２６年夏に実施されます、大相撲千歳場所ですが、実行委

員会形式で開催する、という事になり、当クラブにも実行委員を

出して欲しいと要請があり、川端会長に委員をお願いする事にな

りました。 

出席率 

今回：75.9％（12月26日＝41／54、実数） 

確定：81.4％（12月12日＝44／54,うちMu0名） 

本日のお客様（紹介：齊藤 博徳 副会長） 

  

 本日のお客様は、当

クラブ第18代会長、

故 高田 昭治 様のご長

女であります、平沖 

信子 様です。 
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 ⑥千歳科学技術大学のドイツ人教授から、ドイツのＲＣがスポン

サーとなり、来春、生徒・学生を日本に派遣するプログラムがある

ので、ホームステイなどで協力可能でしょうか、という話が来てお

ります。詳細が分かり次第、対応可能か検討します。 

⑦1月の例会プログラムで、担当委員会の変更があります。16日

がクラブ奉仕委員会担当となり、佐藤パストガバナーの卓話です。

30日についてはロータリー情報・定款細則委員会が担当となりま

す。 

⑧新規入会に応じてくださる意向の方がいらっしゃいます。機会が

ありましたら、例会にゲスト出席して頂きます。 

⑨次週は新年の休会、次回例会は1月9日、ザ・ベルクラシック

Lienにて新年交礼会です。和装出来る方は、和装での参加をお願い

します。千歳市長はじめ千歳RAC、千歳プロバスクラブ、千歳セ

ントラルRCや恵庭RCなど他クラブからも出席頂きます。会員間の

賀詞交換と合わせてお客様のおもてなし、よろしくお願いします。 

⑩事務局は27日から来年月1月7日まで年末年始の休みです。8日

から始まります。 

 

 

※2014-15年度の理事の皆さま

です！ 

 

 
（沼田ノミニーご挨拶） 

 藤本次年度会長の後に会長職を受ける事にな

りました。皆様のご協力を頂きながら頑張って

いきたいと思います。私は千歳CRC・千歳RC

合わせて１７年のロータリー歴になる訳です

が、入会して心から良かったと思っています。

この度、2015-16年度の副会長に大西 信也 

会員、幹事は藤川 俊一 会員にそれぞれ受けて

頂きました。 

 

（藤川次々年度幹事ご挨拶） 

 私は平成19年に千歳RCに入会致しまして、

その時の会長が福田ＰＣでした。今回このよう

な役職を受けるのは個人的にはまだ早いのでは

ないか、などと迷っていた時に、福田ＰＣから

とても力強い、そして強制力のあるアドバイス

を頂きまして観念しました。皆さま方諸先輩の

ご指導を頂きながら楽しくRCを続けていきたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 

第１４回理事会開催報告 

 第14回理事会が12月26日、例会前に例会場で開かれ、理事

11名中10名と、オブザーバーの斉藤えみこ親睦活動委員長の出

席により、行われました。議題は①新年交礼会について②他クラ

ブ新年交礼会について③1月プログラムについて④その他でした。 

※以下審議結果の抜粋です。 

③▽２日 正月繁忙休会▽９日新年交礼会（リアン）親睦活動委

員会他▽16日 通常例会（佐藤ＰＧ卓話）クラブ奉仕委員会▽２

３日 移動例会（駒そば亭）健康委員会▽通常例会（地区出向の

佐藤ＰＧ、福田ＰＣの卓話）ロータリー情報・定款細則委員会▽

２月６日 通常例会（市長卓話）三役 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

国際奉仕委員会より（南雲 州治 委員長） 

 発展途上国の恵まれない子供たちの為に、人道

支援の一環として書き損じの葉書の収集活動を

行っております。今年度もこの事業を継続してい

きますので、時節柄年賀状等の時期となります、

書き損じの年賀葉書等がありましたら、ご協力を

お願い致します。締め切りは２月末を目途として

おりますので、事務局、例会時にお持ち頂ければ

助かります。どうかご協力をお願い致します。 

親睦活動委員会より（斉藤 えみこ 委員長） 

 先週の「クリスマス家族会」では、大勢

の皆さまにご参加頂き、景品も沢山集まり、無

事終了する事が出来ました。ご協力有り難うござ

いました。また、二次会では川端会長が皆さまの

会費を面倒見て下さり、有り難うございました。

次回、1月9日の木曜日、新年交礼会がザ・ベル

クラシックLienさんでありますので、ご出席を

よろしくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ 

1．村上 倫行 会員 クリスマス家族会の２次会で妻がジャンケン

大会で藤本エレクトご提供の「アストラル」のボトルが当たりま

した。有り難うございます（村上久美子談）2．佐々木 昭 ＰＣ 

クリスマス家族会で丸駒温泉のペア宿泊券が当たりました。１月

家族全員で泊まりに行きます。3．秡川 勝文 会員 本年度会報等

委員会有り難うございました。来年も楽しい会報作りを目指しま

すのでよろしくお願い致します。4．藤川 俊一 会員 毎年この時

期（降雪）となりましたが、先週末に全車出動致しました。３月

迄、安全第一で作業致します。5．藤井 雅一 会員 今年もホテル

をご愛顧頂き有り難うございます。新年もよろしくお願い致しま

す。6．沼田 常好 会員 今年一年有り難うございました。来年も

よろしくお願い致します。7．佐々木 金治郎ＰＣ 支笏湖が６年

連続水質日本一になりました。来年の氷濤まつりも、支笏湖ブ

ルーの氷像が最高でしょう。8．大澤 雅松 幹事 クリスマス家族

会、家族で楽しませて貰いました。9．金沢 明法 会員 今年も皆

様には大変お世話になりました。来年も明るく楽しく過ごしま

しょう。10．喜多 康裕 会員 ①クリスマス家族会でビンゴ当た

りました。②千歳民報に当店の記事を掲載して頂きました。大澤

幹事有り難うございました。11．斉藤 えみこ 会員 先週クリス

マス家族会、景品沢山有り難うございました。12．川端 清 会長 

今年のクリスマス家族会はとても盛り上がりました。13．田中 

敬二 会員 ビンゴ外れました。来年は倍取り！14．伊藤 一三 会

員 クリスマス会のゲームで優勝し、景品をゲット！大変楽し

かったです。15．五十嵐 桂一 会員 本日をもちまして、指名委

員会を終了致しました。ご協力有り難うございました。16．中山 

和朗 ＰＣ ２０年１００％例会出席の記念品を頂きました。

ちょっと気恥ずかしい思いですが、これから心を入れ替えて頑張

ります。17．村上 光輝 ＰＣ クリスマス会でビンゴ２本当たり

ました。18．新理事の方々から大枚頂きました。 

年次総会議事（進行：川端 清 会長） 

 それでは、千歳ロータリークラブ細則第４

条「会合」第１節に基づき、「年次総会」を

開催します。この年次総会では、次年度の役

員および理事の選挙を行うことになっていま

す。まず、クラブ細則第２条第１節に基づ

き、指名委員会の福田武男委員長から次々年

度会長（会長ノミニー）を指名していただき

ます。 

（会長ノミニー発表） 

 皆様こんにちは。今回、指名委員会の幹事役

であります、五十嵐桂一副幹事のご活躍と、委

員会メンバーではありませんでしたが、村田パ

スト会長にもご尽力を頂き、殆ど会議を開か

ず、例会前後に話を進めさせて頂く形で無事に

指名選考が終わりました。就任依頼に関して

は、正にクラブ奉仕という言葉の通り、三役の

皆さまには積極的に承諾して頂き、次々年度会

長には沼田 常好 会員を決定致しました。残り

の副会長や幹事については沼田次々年度会長か

ら報告して貰いたいと思います。 

（2014-15年度の理事発表） 

 会長 藤本 敏廣、副会長 五十嵐 宏、幹

事 五十嵐 桂一、直前会長 川端 清、会長

ノミニー 沼田 常好、副幹事 藤川 俊一、

クラブ奉仕委員長 藤井 雅一、職業奉仕委

員長 浅利 美恵子、社会奉仕委員長 大西 

信也、国際奉仕委員長 菅原 正行、以上10

名のメンバーです。2014-15年度、頑張っ

ていきたいと思います。よろしくお願い致し

ます。 本日のニコニコ集計２７名 合計 ４０,０00 円  
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