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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（４月３日 第４０回）早朝例会（社会奉仕・清掃）              担当：社会奉仕委員会 

２０１４年４月３日 

第３７号 （通算２１９２号） 

第３９回（通算２３１５回）例会報告  

日時：2014年3月2７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：次年度三役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 五十嵐 宏 委員 

四つのテスト：新世代奉仕・ローターアクト委員会 

                 金沢 明法 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） 

 北海道も雪が日増しに融けていよい

よ春らしくなってきた今日この頃です

が、まだ残雪が融けきっておらず足場

の悪い所もある中での例会へのご出

席、大変お疲れ様です。 

 思い起こせば、昨年の今頃、諸先輩

の前で活動方針を発表した思い出があ

ります。そう考えると、この一年が本

当に早く感じられます。 

 本例会でいよいよ藤本会長エレクトによる次年度の活動方

針が会員の前で発表され、本格的に始動する準備がされる事

と思います。これからの一年間、大変だと思いますが千歳

RCをより良い方向に導いて下さいますよう、よろしくお願

い致します。 

 年度末という事で、各種行事へのご案内もありませんでし

たので、本日は報告事項等はありません。本日の例会もよろ

しくお願い致します。 

～４月はロータリー雑誌月間～    

出席率 

今回：47.1％（  3月27日＝25／53、実数） 

確定：66.0％（  ３月 ６日＝35／53,うちMu1名） 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

店長となる高橋 憲司 さんからの入会手続きは、本日の理事会で承

認しましたので、会員選挙に付します。高橋さんから一言頂きます 

。 

ご挨拶 北海道ガス㈱ 千歳支店長 高橋 憲司 様 

 

 皆さま、始めまして。こんにちは。4月1日

から金沢支店長の後任を務めさせて頂きます、

高橋 憲司 と申します。千歳は初めてですので

不安はありますが、金沢がやってきた事を引き

継ぎ、皆さまのご支援・お力添えを頂きながら

精一杯やっていく所存でございますので今後と

もよろしくお願い致します。 

 

 

 

③川端年度の締めくくりと藤本年度スタートへ向けた新旧クラブ協

議会は、5月中旬を目途に開催します。現年度の各委員長は委員会

活動の報告が出来るよう、準備して下さい。 

④5月17日（土）に予定していた「グリーンベルト春まつり」参

加の移動例会は、イベント主催者の意向とクラブ例会開催内容がか

み合わず、例会としての参加を見送ります。5月15日（木）また

は、5月17日（土）に夜間移動例会として開催し、千歳ローター

アクトクラブ、千歳プロバスクラブと交流が図れる例会にするべ

く、両団体と調整します。 

⑤4月14日（月）の神戸南ＲＣ創立30周年記念例会には、千歳Ｒ

Ｃから川端会長が出席する事になりました。 

本日のお客様（紹介：齊藤 博徳 副会長） 

 本日のお客様は、4月1

日より、北海道ガス㈱千

歳支店長へ就任され、当

クラブへの入会予定者で

もあります、高橋 憲司 

様です。 

委員会報告（社会奉仕委員会、クラブ会報・広報・雑誌・

ＩＣ委員会） 

社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 

  

 皆さまには既に通知しておりました

が、4月3日の早朝社会奉仕・清掃例会

でゴミ拾いを行います。ＡＮＡクラウ

ンプラザホテル千歳の玄関前に集合し

て頂き、7時から30分程度の時間でゴ

ミ拾いを行いますので、多数のご出席

をお願い致します。当日はおにぎりも

用意しております。また、火バサミ・

軍手等お忘れなく。一番必要なのは

ロータリーの帽子です。こちらもお忘れなく！！雨の日は

ホテルロビーで例会のみ行いますので、どちらにせよお集

まり下さい。 

 続きまして、4月7日の全国交通安全運動「セーフティー

コール」ですが、14時30分より千歳市民文化センター前

で行います。他の団体の方もいらっしゃるので14時30分

より10分位前には集合して頂くよう、ご協力をお願い致し

ます。 

①本日の例会前に第18回理事会を開きま

した。理事会審議事項の内、会員の皆さん

にお知らせすべきものがあります。まず、

4月17日の通常例会でクラブ細則の改正を

諮ります。現行細則が平成22年6月以来改

正されておらず、その間にＲＩ規定審議会

により標準クラブ定款が2度の改正を重ね

ており、定款と細則の乖離（かいり）が生

じている為です。改正案は、4月17日例会

の10日前となる4月7日までに例会などの

機会を利用して皆さんにお知らせします。 

②ご栄転で退会する、金沢 明法 会員の後任で北海道ガス㈱千歳支
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クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 齊藤 博徳 委員 

 先日の例会でお願いしていました、

指定障がい者福祉サービス支援セン

ター「ゆみな」代表理事の清水 道代 

様からのご依頼で「障害者福祉につい

ての新たな法制に関する請願」の署名

を集めさせて頂きたいと思います。先

週欠席されていた会員の方は用紙が私

の所にありますのでよろしくお願い致

します。本日お忘れになった会員の方

は来週の早朝例会時に集めさせて頂きますので、ご協力を

よろしくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ 

1．村上 倫行 会員 3月13日（木）夜間移動例会でフジボウルを

ご利用頂きまして有難うございました。2．金沢 明法 会員 今日

の例会が最後となります。2年間本当にお世話になり、有り難うご

ざいました。3．沼田 常好 会員 3月21日（金）～23日（日）

に結婚40年記念という事で、家族9名で石垣島に行ってきまし

た。4．大澤 雅松 幹事 4月から千歳民報値上げします。引き続

きよろしくご購読下さい。5．今村 静男 ＰＣ  明日、妻の誕生日

なのでお花頂きます。6．名川 誠  会員 横浜の家内に誕生日

のお花を頂きました。ビックリしていました。私は千歳に居て、

まだ見ていませんが有り難うございました。7．福田 武男 ＰＣ  

3月1日（土）札幌ガーデン・パレス・ホテルにおいて、第4・

5・6グループ合同の「職業奉仕フォーラム」が、佐藤パストガバ

ナー、安孫子ガバナー、羽部エレクト、嵯峨ノミニーにもご出席

頂き、盛会に終了しました。 

本日のニコニコ集計７名 合計２４,０00 円  

２０１４－１５年度会長より活動方針発表（藤本 敏廣 会長

エレクト） 

 

 

 

～2014‐15年度会長方針について～ 

 

 
※以下説明の抜粋です。 

 

 
 

１．会長方針「学びと実践」 

「学び」とはロータリーの「親睦」を意味します。ロータリーの親

睦とは、会員の様々な繋がりの中から自らの職業を成長させ、自ら

の職業を通じて奉仕の精神を作り出す為の機会、または土壌・

フィールドです。そこには常に自分自身が学びや気付きの精神を持

ち、「魅力あり人間力溢れる企業人、ロータリアンになる必要があ

る」事とし、しっかりと認識する為に「学び」というキーワードを

使用します。米山梅吉氏によれば、「例会は人生の道場である」と

の事です。 

 「実践」とはロータリーの「奉仕」を意味します。親睦の機会を

通じて学んだ「人間力」を企業人として、またはロータリアンとし

て地域や社会に如何に寄与していくか、という部分が求められてい

ます。いわゆる、他が為に行う「奉仕」です。それをしっかりと行

動・アクションとして起こしていきたいという意味で、「実践」と

いうキーワードを使用します。 

２．会員拡大について 

 この意味ですが、会員の自然減に対

処する為に組織の年齢構成を老年・壮

年・青年、このバランスを保つ為、奉

仕活動上有利になる為、そしてロータ

リー精神を継承していく為に必要だと

考えました。ロータリー創設以来、会

員拡大は一貫して取り組まれた最大の

課題であります。引き続きのご支援を

よろしくお願い致します。 

３．退会防止について 

 退会者が出る事に関してですが、それなりの理由があるからで

す。突き詰めるとクラブの雰囲気に馴染めない、入会時の期待と実

際との乖離（かいり）が大きい、心に残るロータリー体験が出来て

いない等、色々と考えられます。会員相互の声掛けや雑談、冗談が

言える雰囲気作りに努め、例会やプログラムのマンネリ化を防ぎ、

例会参加に対する意欲を高めます。 

４．会員相互の親睦 

「常に仲間でいられる事」を実現する為に、例会では真心こもった

握手、礼儀正しい行動を心掛け、毎週違ったテーブルでまだ親しく

ない会員と同席する様に努め、自分の知らない人材を求めてクラブ

全員との懇親に努めます。 

５．人間力開発について 

 自分の考えを実践し、成果を出す為に、何事も前向きに捉え、本

気の情熱を持ち、一所懸命活動する。そんな、ロータリアンとして

の志と誇りを持ち続けて欲しいと思います。 

６．地域社会との連携・連帯 

 地域のニーズを掘り起こし、他団体は勿論、他の地域とも積極的

に連携し、奉仕活動に取り組みたいと思います。また、ロータリー

活動には国境がありません。国際奉仕、ロータリー財団、米山記念

奨学を通し、世界に居る私たちの援助を待っている国々・地域・多

くの人々に、ほんの少しでも力を貸してあげましょう。  

９．ＲＩ会長テーマについて 

 次年度のＲＩ会長は台湾・台北Ｒ

Ｃのホァン会長です。ＲＩ会長テー

マは、「LIGHT UP ROTARY」

（ロータリーに輝きを）です。孔子

の言葉を引用し、「まず自分の行い

を正しくし、次に家庭を整え、次に

国家を治めてこそ天下が平和にな

る。」という文章を紹介し、孔子を

元祖ロータリアンと位置付けまし

た。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

第１８回理事会開催報告 

 3月27日の例会開催前に、例会場で第18回理事会を開きまし

た。審議事項は①第7グループ会長・幹事会について②5月24日

のＩＭについて③クラブ細則改正について④クラブ協議会開催に

ついて⑤5月のプログラム一部変更について⑥新入会員について⑦

神戸南ＲＣ創立30周年記念例会について、でした。 

～詳しくは幹事報告・ホームページをご覧下さい。～ 

金沢 明法 会員 送別会開催報告 

 3月27日（木）、ANAクラウンプラザホテル千歳にて、北海道

ガス㈱千歳支店長でありました、金沢 明法 会員の送別会が開かれ

ました。本送別会には、後任の高橋 憲司 様、千歳ＲＣから23名、

千歳セントラルＲＣより4名、千歳ＲＡＣより4名の合計32名の参

加を頂き、盛大に開催されました。 

 

金沢 明法 会員よりご挨拶 

 飲む前に挨拶する機会はなかなか無い

ので緊張しております。本日は沢山の皆

さまに集まって頂きまして、誠に有り難

うございました。千歳に来てからの2年間

で色々な方と出会い、千歳というマチが

本当に好きになりました。私はこれまで

札幌でしか勤務した経験が無かったので

すが、皆さまのお蔭でこんなに良いマチ

があるのかと、そんな気持ちになりまし

た。私はこれから札幌へ転勤しますが、

皆さんの事を思い出しながら頑張っていきたいと思いま

す。今後も千歳へちょこちょこ来る事があると思います。

どうか温かく迎えて下さい。今後ともどうぞよろしくお願

いします。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 
※記念品・花

束贈呈の様子

です。 

2年間、お疲

れ様でした。 
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