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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（２月２０日 第３４回）通常例会                      担当：職業奉仕委員会 

２０１４年２月２０日 

第３１号 （通算２１８６号） 

第３３回（通算２３０９回）例会報告  

日時：2014年2月13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      

担当：国際奉仕委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤川 俊一 委員 

四つのテスト：環境保全委員会 平間 和弘 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） 

 本日は北海道議会議員でもあります、

梅尾 要一 千歳日台親善協会 会長をお招

きしてのゲスト卓話があります。私も千

歳日台親善協会設立記念セミナーに参加

させて頂きましたが、梅尾会長からは、

より詳しくお話が頂けると思います。実

は梅尾会長宅と私の自宅との距離は

400m位しか離れておりませんが、なか

なかお会い出来る機会がありません。梅

尾会長は先代からのお住まいでありますので、お仲間だと勝

手に思っております。本日はお忙しい中、千歳RCの例会で

会員の為に卓話をして頂き、誠に有り難うございます。 

 今月は「世界理解月間」（2月23日はロータリー創立記

念日・世界理解と平和の日）という事で紹介したいと思いま

すが、2012～13年度国際ロータリー田中作次会長が提案

した、「平和はあなたから始まる」というテーマがありま

す。具体的には、 

１）平和に焦点を当て、紛争の仲裁と解決の機会 

２）地域の少数派グループと新たな友情と協力関係を生み出

す。 

３）地元団体と協力して、地域における平和と紛争予防の為

の合同推進プロジェクトを実施 

４）非行による暴力やいじめなど、争いの原因に青少年が対

処出来るよう支援する方法の話し合い、アイデアの交換 

５）地元時自体をはじめとする地域団体と協力し、 

～２月は世界理解月間 ～    

出席率 

今回：64.1％（  2月13日＝34／53、実数） 

確定：83.3％（  1月30日＝45／54,うちMu0名） 

①本日は「世界理解月間」にちなみ、国際奉

仕委員会担当で、千歳日台親善協会の梅尾 要

一 会長の卓話「台湾と日本・千歳の現状と将

来」です。ご静聴お願いします。 

②本日、瀧澤 順久 会員が満66歳になられま

した。おめでとうございます。その瀧澤会員

が会長を務めております、千歳国際交流協会

主催「国際交流の夕べ」が、2月28日18時

30分から当ＡＮＡクラウンプラザホテル千

歳で開催されます。今回はノルウエー王国・

コングスベルグ市と千歳市の友好親善都市提携25周年を記念し、

「北欧・ノルウエーの世界」をテーマにノルウエーにちなんだ料

理、飲み物と北欧音楽の演奏などがあります。参加費は大人1名

3,000円ですが、24日までに申し込むと1割引になります。参加

希望の方は事務局または幹事にご連絡下さい。 

③次回例会は、職業奉仕委員会の担当です。この例会前に11時

30分から理事会を開きます。理事の方はお集まり下さい。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

ロータリー情報紹介（ロータリー情報・定款細則委員会 村田 研一 

副委員長） 

 皆さんこんにちは！「ロータリーの友」

2014年2月号37ページにあるように、「ガ

バナー会」では、「ロータリー活動の公共イ

メージ向上作戦」に関する方策を検討の結

果、現在進行しています代表的なプロジェク

トを各地区ホームページに掲載し、広報する

計画が立案されました。また、ホームページ

の他に、全国の大都市の繁華街などにある大

型ビジョンにも映像を流す計画です。場所、

時刻の情報が分かりましたらお知らせします。  

 ロータリーは、会員の行動を通じて、全ての人が世界を正しく

理解するように、そして最終的にその素晴らしさを再認識する事

が出来るように関っていく事を願い、努力する人達の集まりで

す。今一度、世界平和の為に、我々は何が出来るのかを一緒に考

えて頂きたいと思います。先程、川端会長からもお話がありまし

たが、今月は「世界理解月間」となっておりますし、2月23日は

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

  

  

 

 

 

 

 
本日のお客様は、北海道議会議員でもあり、千歳日台親善

協会 会長の梅尾 要一 様と、千歳日台親善協会事務局

次長で一般社団法人 千歳観光連盟 観光事業部 公益

サービス事業部 部長の小島 英人 様です。  

公共イベントを企画し、世界理解と平和の推進におけるイ

ベントを開催 

の５項目を掲げられており、私達が実行している事業とこ

れから実行に移していく事業があります。この提案は抜粋

ですが、本日の梅尾会長の卓話とも相通じるものがあると

思います。事業は押しつけではなく、お互いの信頼・納得

があって、成り立つものだと思います。 

それでは本日の例会、最後までよろしくお願い申し上げま

す。 
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 「ロータリーの創立記念日」となっております。 

 

 さて、現在ソチ冬季オリンピックが行われておりますが、昨年度

の田中作次ＲＩ会長は、「奉仕を通じて平和を」とテーマを掲げて

おりました。オリンピックを通じて「世界に平和を」、という言葉

はいい響きですね！世界のそれぞれの人は、自分の生まれ育った国

を愛しており、国旗を持ち、誇りを持ち、自分の国を心から応援し

ております。オリンピックは、魔物が棲むと言われておりますが、

マスコミが過剰に期待し過ぎる面もあり、どうしても選手は緊張感

からか、力を出し切れない場面も数多く見受けられ、可哀想な気が

しております。先日、ハーフパイプの平野選手や平岡選手の活躍を

ライブで見る事が出来ました。結果はご存じの通り、銀メダル、銅

メダルです！そして、ノルディック複合の渡部 暁斗 選手の銀メダ

ル獲得！何回もテレビで放映されましたね。大変嬉しいニュースで

した。そして、オリンピックに出て活躍した人は流石ですが、活躍

出来なかった選手でも、悔し涙も流す場面もありましたが、最後に

は、お互いに抱き合っていました。相手を尊重するという事は素晴

らしいと思いますし、本当の意味で国際人だという気が致しまし

た。私は日の丸が見たくて毎日のように夜遅くまで、テレビでソチ

冬季オリンピックを見ており、寝不足が続いております。最後に、

日本中の人達が寝不足の為に風邪などを引かないように十分気をつ

けて頂きたいと思います。これでロータリー情報を終わらせて頂き

ます。  

ニコニコＢＯＸ 

１．喜多 康裕 会員 妻の誕生日のお花を有り難うございました。

とても喜んでいました。２．瀧澤 順久 会員 １）久々の出席で

す。２）誕生日のお祝いの言葉、有り難うございます。３．榊原  

潤 会員 梅尾会長、千歳と台湾の様々な交流往来へお力添え下さ

い。４．川端 清 会長 先日、梅尾氏と裸の付き合いをしてきまし

た。本日は卓話頂き有り難うございます。５．大澤 雅松 幹事 千

歳支笏湖氷濤まつりが今度の土日でフィナーレです。土日、夜の

花火を楽しんで下さい。６．齊藤 博徳 副会長 梅尾 要一様、千

歳ロータリークラブにようこそ。本日は卓話よろしくお願い致し

ます。７．五十嵐 桂一 会員 梅尾会長、今日はよろしくお願いし

ます。 

本日のニコニコ集計７名 合計 １８,０00 円  

千歳日台親善協会 会長 梅尾 要一 様卓話（進行：南雲 州治 

委員長） 

  

 

 

 国際奉仕委員会 南雲 州治 委員長より、講

師のプロフィール等の紹介がありました。 

 

 

 

 

 

卓話:千歳日台親善協会 梅尾 要一 会長（北海道議会議員）  

 

皆さまこんにちは。只今ご紹介頂きました、

北海道議会議員 梅尾 要一 でございます。今

日は千歳ＲＣの例会で卓話の講師としてお招

き頂き、心から感謝致します。非常に気の弱

い私ですので少々お聞き苦しい点はご了承頂

きたいと思います。日頃ＲＣの方針に基づい

て奉仕活動にご尽力を頂いている皆さんに敬

意と感謝を申し上げます。ロータリーの目的

（綱領）の中の第四番目にありますが、「奉

仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際

理解、親善、平和を推進する事」、と掲げられています。まさしく

千歳は国際都市でありまして、空港を核にして支笏湖そしてこの広

域的な観光資源を如何に活用し、多くの北海道に訪れる海外からの

お客様、そして、日本全国から訪れるお客様に如何に千歳を知って

頂き、泊まって頂き、千歳を理解して頂けるかが重要だと思ってい

ます。それでは、お渡しした資料に沿って進めていきたいと思いま

す。  

「台湾と日本・千歳の現状と将来」  

 

（以下卓話の抜粋です。当日配布の資料と合わせご覧下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日台の航空路線の状況と、観光客数の推移です。卓話の中では、

台湾からの観光客も支笏湖や千歳市内のホテルなどに数多く宿泊し

ている事が紹介され、台湾から北海道への来道者は多いが、北海道

から台湾への観光客は少ないというデータも紹介されました。  

～陳処長御夫妻の「千歳日台親善協会成立記念交流会」へ

の御出席について（台北駐日経済文化代表処 札幌分処参

照）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1月20日、千歳市では台北駐日経済文化代表処 札幌分処 陳

処長御夫妻をお招きし、「千歳日台親善協会成立記念交流会」に御

出席頂きました。交流会は千歳市、千歳日台親善協会、千歳商工会

議所、千歳観光連盟、メディア関係者等、各界から150人余りが

参加しました。陳処長は「台日関係」をテーマとしたスピーチの中

で、台湾の政治・経済の現況、政府の政策などについて説明があり

ました。また、台日が1972年に国交断絶となった後にも密接な往

来を続け、各方面における実質的な交流を推進してきた事、そして

近年は経済、貿易、金融、知的財産権、電子、投資、及び漁業など

各種の重要な協定を結んでいる事を指摘し、友好関係を強調されま

した。そして出席者に対しては、台湾がUNFCCCなどの国際組織

に参加する事への支持を呼びかけられました。 

  

～今後の展望～  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後の展望と、上記で紹介致しました、各種事業についてご紹介

されました。 

  

 台湾と千歳、台湾と北海道の経済交流、スポーツ交流、文化交流

などこれから大事な時が来ると思います。まだまだ、台湾から観光

で来られる方が増えていくと思います。千歳市でもそれに対し、観

光スポーツ部門等を用意し、観光誘致に対しても対応をしていま

す。企業にも輸出に対して対応をして頂くよう提言をさせて頂くな

ど、今後様々な事業展開を皆様方と協力しながら行っていきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願い致します。ご清聴有り難う

ございました。 

  

 

 

 

 

 

※卓話終了後、川端会長より謝辞

が述べられ、記念品が贈られまし

た。  

～詳しくはホームページをご覧下
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