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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１３日 第３３回）通常例会                      担当：国際奉仕委員会 

２０１４年２月１３日 

第３０号 （通算２１８５号） 

第３２回（通算２３０８回）例会報告  

日時：2014年2月6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：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤川 俊一 委員 

四つのテスト：親睦活動委員会 粟津 義幸 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） 

 本日は当クラブの名誉会員でもありま

す、山口 幸太郎 千歳市長にお越し頂きま

した。ご公務など大変お忙しい中、千歳Ｒ

Ｃの為に時間を割いてご出席下さり有り難

うございます。時間の制限もあるとは思い

ますが、よろしくお願い申し上げます。 

 

 1月31日、地区事業の「福島キッズキャ

ンプin北海道」に参加されました、福島県飯館村の子供達が

17名がご来道されました。新千歳空港が降雪の為、2時間

程到着時間が遅れ、22時過ぎに到着されました。空港到着

ロビーで私と大澤幹事、そして大西社会奉仕委員長、金沢新

世代奉仕・ローターアクト委員長でお迎えし、札幌へ向けて

のお見送りをした所です。子供達の中には眠そうな子も居ま

したが、次の日からの事業を楽しみにしながら元気に目的地

へ向かいました。千歳RCからご参加頂きました皆さんのご

支援、有り難うございました。 

 

 2月1日、「いぶすき菜の花キャンペーン隊」のイベント

に参加をして参りました。菜の花と共に6名の方が千歳で活

動されたようです。宴の中で踊りあり、合唱ありで参加者全

員が楽しい時間を過ごしてきました。宮崎県はとても暖か

く、美味しい焼酎があります。皆さんのお越しをお待ちして

いるそうです。 

 

 山口市長にはこれからの千歳市が益々住み良いまちになる

為の秘策などをお話をして頂きたいと思います。それでは本

日の例会よろしくお願い申し上げます。 

～２月は世界理解月間 ～    

出席率 

今回：66.0％（  2月  6日＝35／53、実数） 

確定：79.6％（  1月23日＝43／54,うちMu0名） 

①本日は市長卓話です。当クラブ名誉会員でも

あります、山口 幸太郎 千歳市長が、会員の皆

様だけの為に年に1度「みんなで『夢、実現』

～千歳市のまちづくり」と題して、市政につい

てお話下さいます。ご静聴お願いします。 

②1月31日（金）夜に川端会長はじめ当クラブ

会員も新千歳空港で出迎えました「福島キッ

ズ」が2月2日に無事、帰りました。その様子

をRI第2510地区の担当委員会委員であります

出村 千佳子 さんがレポートにまとめましたの

で、ご紹介します。このレポートは次回のガバナー月信に掲載予

定です。福島キッズキャンプのプロジェクトが、ロータリー財団

の補助金プログラム・マッチンググラントを活用し、タイのロー

タリークラブも参加しているのが大変に興味深い所です。 

③千歳ＲＡＣの2月定例会が20日18時30分から市民活動交流セ

ンター「ミナクール」で開かれます。本日中に案内のファックス

を送りますので、参加される方は返信をお願いします。 

④年間プログラムで5月10日（土）＝5月8日振替＝に設定してい

ました「グリーンベルト春まつり」が、5月17日（土）に決定し

たようです。これに合わせて、5月8日（木）を早朝例会（桜の下

草刈り）とし、移動例会「グリーンベルト春まつり」を5月17日

（土）＝5月15日振替＝に変更とする事を次回理事会で決定した

いと思います。 

⑤次回例会は、2月13日（木）通常例会で、千歳日台親善協会の

梅尾 要一 会長を講師にお招きし「台湾と日本・千歳の現状と将

来」の卓話を頂きます。多くのご出席をお願いします。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

次年度第１回理事会開催報告 

 1月30日、18時30分より、ANAクラウンプラザホテル11Fア

ストラルにて、藤本年度第1回理事会が開催されました。出席者

は、藤本会長、川端直前会長、五十嵐宏副会長、五十嵐桂一幹

事、藤川会計（副幹事）、藤井クラブ奉仕委員長、金沢SAA・プ

ログラム委員長、浅利職業奉仕委員長、大西社会奉仕委員長、菅

原国際奉仕委員長（役職名は2014-15年度の名称を使用）以上

10名の出席（沼田会長エレクトは所用により欠席）でした。 

以下、議事次第です。 

１ 藤本会長挨拶 

２ 報告事項①会長方針について 

      ②藤本年度スケジュール（案）について 

      ③組織図（案）について 

以上を報告し、それぞれにご意見を頂き、確認させて頂きまし

た。 

３ 審議事項①次回理事会の日程→第2回理事会開催を3月6日 

        ②第1回クラブ協議会→4月上旬～中旬に予定 

                   （開催場所・時間は決定次第連絡） 

４ その他 4月13日の岩見沢で開かれる地区協議会参加につい

て話しました。 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

  
 本日のお客様は、千

歳ＲＣ名誉会員でもあ

ります、千歳市長 山口 

幸太郎 様です。  
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 ５ 終了後に行われた懇親会では、五十嵐宏副会長の乾杯で始ま

り、フリーテーマでざっくばらんにクラブについて意見交換を行

い、川端直前会長のご挨拶で終了しました。（20時30分ごろ） 

強化を図って参ります。 

６．北栄・新富地区に子育て支援センター「元気っ子センター」

を開設 

 地域子育て支援センターは、地域全体で支える子育て支援を目指

し、利便性の高い情報提供や利用者ニーズに基づいた各種支援事業

を実施すると共に、育児サークル支援やボランティアの育成、ちと

せ子育てネットワーク会議の開催など、関係機関及び市民団体との

連携により、子育て環境の充実に努めます。 

７．スポーツセンターリニューアルについて 

 スポーツセンターリニューアル事業につきましては、利用者の安

全性や利便性の向上を目的に、耐震補強やバリアフリー化などの改

修工事の他、設備機器の充実に努めます。 

＊8月のリニューアルオープン記念として千歳市出身の元大関千代

大海関のご提案で、来夏に大相撲が開催されるそうです。 

８．教育面について 

 教育につきましては、教育委員会との連携をこれまで以上に密に

し、本市の未来を担う子供達の学力向上や、豊かな心の育成と合わ

せ、本市の特性を活かし、国際理解を深める教育や、豊かな自然環

境を活用した授業など、様々な学習機会の充実を推進して参りま

す。 

９．道の駅リニューアルについて 

 道の駅「サーモンパーク千歳」の再整備では、基本コンセプトで

ある「清流せせらぐ まちなかにぎわい空間」を目指し、サーモン

パーク全体の測量や外構設計を行う他、センター施設の整備や公共

部門・商業部門の事業計画の実現に向けた取組みを進めます。ま

た、市の観光ホームページや観光キャンペーン、旅行雑誌などの広

告媒体を活用して、様々な観光情報を提供するなど、観光客誘致に

向けた宣伝活動を実施します。 

１０．支笏湖温泉について 

 観光振興については、観光都市としての魅力づくりを進める為、

札幌広域圏組合やさっぽろ広域観光圏推進協議会等と連携して広域

的な観光ルートの設定などに取組むと共に、支笏湖温泉開発事業と

して、供用開始に向けた揚湯設備及び引湯設備等の整備を行いま

す。 

１１．ヒメマスふ化場について 

 支笏湖産ヒメマスについては、支笏湖漁業協同組合や関係機関と

連携し、安定した供給を図ると共に、老朽化したふ化場の整備に向

けた取組みを進め、ヒメマス資源の保護と増殖に努めます。 

１２．千歳駅前の電光掲示板について 

 千歳駅前の電光掲示板を利用し、様々な情報を配信していきま

す。 

１３．千歳市役所本庁舎と第二庁舎について 

 本庁舎は耐震対策が必須であり、耐震工事をする為には工事を行

う部署毎に移転しながら行っていかなければなりません。また、現

状の教育委員会庁舎の老朽化の問

題もある事から、別庁舎を建設す

る事を計画しています。 

 

※卓話終了後、川端会長から謝辞

が述べられ、合わせて記念品が贈

られました。 

～詳しくはホームページをご覧く

ださい～ 

ニコニコＢＯＸ 

１．藤井 雅一 会員 ４０代最後の誕生日にお花を頂き、嫁が大変

喜んでおりました。有り難うございます。２．菅原 正行 会員 妻

の誕生日にお花を頂き、有り難うございました。３．前田 浩志 会

員 入会して1年になりました。引き続きご指導お願いします。

４．川端 清 会長 先日、福島からの可愛い子供達の来道で、千

歳民報の一面に写真入りで報道されました。５．齊藤 博徳 副会長 

山口市長ようこそ。本日の卓話よろしくお願い致します。６．大

西 信也 会員 1月31日、地区行事の「福島キッズキャンプin北海

道」のお出迎えに行き、飛行機が２時間遅れた中でしたが、川端

会長・大澤幹事・金沢新世代奉仕・ローターアクト委員長と参加

し、千歳民報に写真が大きく載りました。７．沼田 常好 会員 2

月1～3日まで宮崎に行って来ました。気温は２５℃で暑かった。)

フェニックスでゴルフもやってきました。スコアー内緒です。

８．山口 幸太郎 市長よりニコニコ頂きました。９．大澤 雅松 幹

事 福島キッズキャンプ出迎えの際、会長に味噌おでんとコー

ヒーをご馳走になりました。 

本日のニコニコ集計９名 合計 １１,０00 円  

千歳市長 山口 幸太郎 様 卓話（進行：大澤 雅松 幹事） 

 『みんなで『夢、実現』・千歳市のまち

づくり』  

 
 皆さま、こんにちは、今日はお招き頂いて有

り難うございます。私は以前19年間千歳ＲＣに

在籍していまして、在籍中一番思い出に残ったの

は、ポリオ委員長時代にポリオを撲滅しようとい

う事でやっていた事が一番印象に残っています。

退会してから大分経ちますが、毎回お招き頂き大

変嬉しく思います。当時と比べると、私と一緒にやっていたメン

バーが沢山おられる事は変わっていませんが、新しい会員の方も入

り、特に若い女性が入った事も良いですね。また、当時は友情の握

手タイムはありませんでした。握手をすると非常に和やかになりま

すね。皆さまの今年一年のご活躍を心からお祈り申し上げます。 

 先程申し上げましたように、ＲＣに19年居まして、その前には

青年会議所に13年居ましたから、61歳位まで社会活動をずっと勉

強させて頂きました。その間、色々な人と出会い、人間関係を構築

しながら人間開発や社会開発の勉強をさせて頂きました。私が市長

になってから、まちづくりのベースになっているのがＲＣや青年会

議所時代の経験です。役所に入って一番感じた事は、市民の皆さん

の価値観や考え方が千差万別だという事を、行政という職について

一番感じます。今一番の課題として千歳市の人口95,500人程おり

ますが、その方々の市民として、国民としての生活の権利を守りな

がら、尚且つ生活を高めていく、そういう仕事をどのように進めて

いくか、行政としての縛りはありますが市民の皆さまの事をいつも

考えながらやっていかなければならないと思っています。今まで政

策的なお話をさせて頂いておりましたが、今日は具体的な事業につ

いてお話していきたいと思います。 

 

以下、卓話内容の抜粋です。（～重点施策について～より） 

 

１．空港について～民営化、24時間運用等 

 新千歳空港の24時間運用枠の拡大については、北海道からは平

成25年度を目途に地域協議会に提案するとしております。市とし

ては、地域協議会と勉強会を開催するなど、意見交換を深めて行く

と共に、北海道から必要な対策が講じられる事を前提として、地域

協議会と引き続き話し合いを進めながら積極的に取り組みます。 

２．自衛隊について 

 「自衛隊体制強化」であります。昨年末の衆議院議員総選挙によ

り政権交代が行われましたが、新政権は公約に基づき、防衛力の強

化を図る事とし、新しい「防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整備

計画」を平成25年末までに策定する事としており、新政権が自衛

隊の削減・縮小の流れから、自衛隊の増強へと転換したものであ

り、大いに期待するものであります。またこの事は、私達がこれま

で行ってきた「自衛隊の体制維持・拡充」を求める活動を更に発展

させるものであります事から、今後の活動も政府の政策と協調し、

「自衛隊の体制強化」を求める内容にしたいと考えております。 

３．救急医療体制について 

 救急医療体制については、医師不足などにより救急当番医の調整

が依然として難しい状況にある事から、市内開業医の協力の下、救

急外来診療時間を深夜０時までとする当番制を維持すると共に、

「ちとせ健康・医療相談ダイヤル24」による電話健康相談を継続

し、適正な救急医療の啓発に努めます。 

４．バス路線について 

 公共交通については、交通ネットワークの充実を図る為、引き続

き、市内におけるバスサービスのあり方の検討を進めて参ります。

また、バス事業者及び地域、学術研究機関と協働して、利用実態調

査等を実施しておりました向陽台のバス路線については、調査研究

結果に基づいた実証運行に向けて関係機関と調整して参ります。 

５．事業について 

 人口はすなわち市民力の量であり、今後の「まちの活力」に大き

く影響する要素であります事から、これまでも特に生産年齢人口の

維持・増加に重点を置いた施策展開が有効であるとの考えから、本

市の持つ特性や優位性を活かし、「自衛隊体制強化」と「企業誘

致」について取組を進めて参りました。「定住促進」については、

全国の都市に共通する課題であり、都市間競争の側面もあります

が、今後、まちの魅力などの情報発信や移住された方々へのフォ

ロー体制など、有効な対策について全庁的な検討を進め、取組みの
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