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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（３月６日 第３６回）通常例会              担当：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 

２０１４年３月６日 

第３３号 （通算２１８８号） 

第３５回（通算２３１１回）例会報告  

日時：2014年2月27日（木）18：30～19：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル１１Ｆ「アストラル」   

プログラム：夜間移動例会      

担当：親睦活動委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長 

四つのテスト：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 

                   須川 美和 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ANAクラウンプラザホテル千歳

11F「アストラル」での夜間移動例会で

す。窓の外はまだ雪景色が続いております

が、街の明かりが宝石のようにキラキラと

輝き美しく見えます。親睦活動委員会担当

という事で進行しますが、お酒が出ます。

本日は粟津会員の紹介で、ＹＡＮ様の手品

を披露して頂けるそうです。有り難うござ

います。お酒が入りますと、皆さんの口も

良く回ると思いますので、どうかロータリーの真髄を語り

合って下さい。 

 

 2月20日(木)18時30分より「ミナクール」において、千

歳RAC(現在会員数21名)定例会に出席して参りました。出

席者は千歳RCが、私、斉藤 博徳 副会長、藤本 敏廣 会長エ

レクト、大西 信也 社会奉仕委員長、金沢 明法 新世代奉

仕・ローターアクト委員長、斉藤 えみこ 親睦活動委員長、

喜多 康裕 親睦活動委員、また恵庭RC、千歳セントラル

RC、オブザーバーを含めて28名での例会でした。アクトと

我々がペアとなり、お互いにその人物を紹介し合うという他

己紹介のコーナーなどがあり、とても和やかな進行で楽しく

有意義な時間を過ごす事が出来ました。 

 

 現在、非常に風邪等が蔓延しておりますので、会員の皆さ

んは風邪など引かぬようご自愛下さい。本日のご報告とご挨

拶に代えます。今日も例会が楽しく進みますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

～３月は識字率向上月間 ～    

出席率 

今回：52.8％（  2月27日＝28／53、実数） 

確定：83.0％（  2月13日＝44／53,うちMu0名） 

幹事報告（大澤 雅松 幹事 ） 

誕生祝い、入会後初めての夜間例会となる須川 美和 会員

の歓迎、4月1日付で北海道ガス㈱執行役員に昇格し、本社

営業企画部長にご栄転と内示のあった金沢 明法 会員のお

祝いを兼ねます。懇親に入ってからそれぞれお話を頂きた

いと思います。 

 

③2月22日に前田 浩志 会員の結婚式があり、多くの会員

が出席されました。本日の例会に前田会員は出席しており

ませんが「皆様でどうぞ」と、にごり酒「白露垂珠 無濾

過純米 超にごり」が届いております。懇親に入ったら、

前田会員への祝意、謝意と共に味わって下さい。  

 

 

 

 

※前田会員より提供されたお酒です。 

 

 

 

 

  

④この他、キリンビール、清酒、焼酎、ワインなど用意し

ています。夜景、マジックと共にお楽しみ下さい。  

①2月の千歳ローターアクトクラブ

定例会出席については、会長挨拶で

詳細にお話があったので割愛しま

す。 

 

②本日は親睦活動委員会の担当で、

粟津 義幸 会員の手配によるマジッ

クなど趣向を凝らしていますが、加

えて2月6日に91歳になられた丹治 秀一 パスト会長の 

委員会報告（クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会  

秡川 勝文 委員長） 

 来週3月6日の例会を担当させて頂き

ます。内容ですが、3月は「識字率向上

月間」や「世界ローターアクト週間」で

もありますが、今回卓話をして頂ける方

は、ＮＰＯ法人アシストセンター ちえり

す 指定障がい福祉サービス事業 支援セ

ンターゆみな 代表理事 清水 道代 様

です。当日はパンの販売も行いますので

ご購入のご協力をお願い致します。ま

た、先程大澤幹事からもご報告がありましたが、先日結婚

式を挙げられた前田 浩志 会員からご出席頂いた会員の皆

様にくれぐれもよろしくとの言付けがありました。そし

て、スパークリング日本酒の提供

もありました。  
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 ※担当委員会の秡川委員長より花束の贈呈がありました。

今後ともよろしくお願いします。  

 

 続いて、突然の異動となった、金沢 明法 会員より、ご報

告がありました。 

 

金沢 明法 会員より異動のご報告 
 突然の内示を受けまして、2年間で

千歳の地を去る事になりました。本来

支店長というのは4年から5年務めるの

が平均なので、私の会社でも2年で異

動するのはよっぽどの事でして、『何

かヘマをしたかな・・・』と思いまし

た。本当にびっくりしています。今

度、送別会などがありましたら、その

時ゆっくりお話させて頂きます。4月1

日付の異動となります。来年度には委

員長職など指名して頂いていた状況でございまして、私自

身も張り切っていましたが・・・、藤本会長エレクト、ご

めんなさい・・・。  

 

 ご報告の後、本日の余興に移りました。本日我々にマジッ

クを披露して下さる、ＹＡＮさんのご紹介を粟津 義幸 会員

よりして頂きました。  

 

マジシャンのご紹介 粟津 義幸 会員 
 皆様お疲れ様です。今日の夜間移動例

会は斉藤 えみこ 委員長の強い要望によ

り、少々思考を凝らしてマジックを楽し

んで頂こうと思いまして、札幌で活躍中

のＹＡＮさんというマジシャンをお呼び

しています。ＹＡＮさんはインターナ

ショナルマジックコンベンションとい

う、インドで開かれた世界大会において

テーブルマジック部門で優勝されていま

す。今日は、テーブル毎にマジックを披

露して頂けますのでどうか楽しんで下さい。 

～ＹＡＮさんによるマジックの様子～ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ＹＡＮさんにより各テーブルで自慢のマジックが披露さ

れました。画像を見て頂くと雰囲気が少しは伝わると思い

ますが、トランプの数字を当てる、カードを瞬間移動させ

るなど、目の当たりにした会員は、皆、驚きの目で食い入

るようにそのマジックを見つめ、感嘆の声を上げていまし

た。（秡川委員長談）  

 

 楽しい時間はあっという間に過ぎ、例会終了のお時間と

なりました。藤本会長エレクトより中締めのご発声を頂

き、本例会はお開きとなりました。  

 

※中締めのご発声をする、藤本会長エレ

クトです。 親睦活動委員会の皆さま、

本日の例会の設え、お疲れ様でした。次

回も期待しております。  

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

懇親会の様子（進行：親睦活動委員会 佐藤 晴一 委員） 

委員長ご挨拶 親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 
 

 皆様こんばんは。今日は粟津委員に

マジシャンなどの手配をして頂きまし

た。感謝致します。生のマジックを目

の前で見て楽しんで下さい。それで

は、乾杯のご挨拶を佐々木昭パスト会

長にお願い致します。  

 

乾杯のご発声 佐々木 昭 パスト会長 
 皆さんこんばんは。久し振りの夜間移動

例会でして、和気藹々と話をされ、楽しい

時間を過ごして頂きたいと思います。先

日、前田会員の結婚式もあり、例会の時よ

り人数が多い気がしましたが・・・、明日

も知人の結婚式があり、おめでたい事が続

きます。今年も雪融けと同時に、忙しくな

る事と思いますが、良い年でありますよう

ご祈念いたしまして、『 かんぱい！！』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※乾杯のご発声を聞く会員と本

日の料理の一部です。 

 

 

 

 

暫く懇親を深めた後、本日の余興に移りました。まずは、

新入会員の須川 美和 会員よりご挨拶を頂きました。 

 

須川 美和 会員よりご挨拶 
 皆様こんばんは。以前から何度かご挨拶

させて頂いていますが、今日始めてお会い

する会員の方もいらっしゃいますので改め

てご挨拶させて頂きます。今年、1月1日付

で札幌信用金庫千歳支店に支店長として転

勤して参りました、『すかわ みわ』と申

します。よろしくお願い致します。前任は

札幌市東区元町支店で支店長をしていまし

た。7年前にも千歳支店で勤務をしていまし

て、今回で2度目の千歳支店勤務となりま

す。千歳に来て１ヶ月位経ちまして、少しは慣れてきたか

な、と思いますが、前回勤務時とは色々な意味で様変わり

もしていますし、私自身も立場が違うという事で非常に苦

労していると言いますか、昔からのお客様回りをしたり、

新しい所などを回らせて頂いています。また、ＲＣの仕組

みなどについてもまだまだ分からない事もありますし、広

報の委員会担当ですが、少しでも早く慣れて皆様と色々な

交流を深め、色々な知識を吸収して過ごして参りたいと思

いますので、今後ともよろしくお願い致します。 
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