千歳ロータリークラブ会報
２０１４年４月２４日
第４０号 （通算２１９５号）

川端会長方針

“いい仕事をしよう”
ロータリー創立日
千歳ＲＣ創立日

1905年2月23日
1967年4月26日

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

～４月はロータリー雑誌月間～

本日の例会（４月２４日 第４３回）夜間移動例会
第４２回（通算２３１８回）例会報告
日時：2014年4月17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：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 前田 浩志 委員
四つのテスト：クラブ奉仕委員会 上井 昭一 委員

会長挨拶（ 川端

清 会長）

北海道も暖かくなってきました。
例会出席も何となく気持ちが落ち着
くのではないでしょうか。
4月10日、職業奉仕委員会主催の
勉強会ですが、都合が付かず出席出
来なくて申し訳ありませんでした。
4月14日の18時より、神戸「第一
樓」において開催されました、神戸
南RC30周年記念式典・祝賀会に出
席して参りました。大変歓待を受け、16日22時頃に自宅に
戻って来ました。神戸南RCの会員の皆さんから、この秋に
千歳RCの皆さんとお目に掛かれる事を楽しみにしていると
の事でした。4月8日18時30分より千歳商工会議所2Ｆ
で、大相撲千歳場所第1回運営委員会 総務部会が開催され
ました。この中で大まかな取り決め等の説明がありました。
チケット販売は4月20日の10時より完売まで千歳商工会議
所・セブンイレブン（5店舗）で受け付けている他、千歳商
工会議所ではＦＡＸ・ホームページでの受付も行っておりま
す。4月10日13時30分より千歳商工会議所2Ｆで開催され
ました、平成26年度 千歳市姉妹都市交流協会 理事会 に
おいて25年度事業・決算報告、26年度事業計画・予算案の
可決、事業内容の説明などを受けてきました。
本日は当クラブにとってはとても重要なクラブ定款細則が
審議される予定でございます。どうか本日もよろしくお願い
致します。

幹事報告（ 五十嵐

桂一 副幹事）

①本日は、4月の最初で最後の通常例会
です。新入会員入会式、財団寄付贈呈
式、次年度理事の一部変更、クラブ細
則改正審議、担当委員会のプログラム
と盛り沢山の内容です。出席会員の皆
さまのご協力をお願い致します。
②次回24日の例会は、阿部 正信 会員
の真光寺にて夜間移動例会、5月に入
り、1日がゴールデンウイーク休会、8
日 は 桜 の 下 草 刈 早 朝 例 会、15 日 は グ
リーンベルト春まつり参加が困難になった為、ザ・ベルクラシック
Lienでアクト合同の夜間移動例会、22日は24日に振り替えで恵
庭ＲＣ主催のＩＭと、またまた通常例会が遠のき、5月最終例会と
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担当：職業奉仕委員会
なる29日まで通常例会がありません。例会の場所や時間をお間違
えないようにお願いします。
③ＩＭの趣意書が先週やっと届き、ファックスやメールでお知らせ
しました。千歳ロータリークラブは全員登録ですが、先ほど説明致
しました通り、この後ＩＭまでは通常例会がありませんので、本日
出席の方で登録料5,000円をお支払い頂ける方は、お願い致しま
す。尚、本日欠席されている会員には請求書を送る予定です。
④理事の皆さんは、4月24日の夜間移動例会の前段、17時30分
から真光寺において理事会を行いますので、出席をよろしくお願い
します。
⑤本日の例会終了後に次年度の第3回理事会が開かれます。次年度
理事の皆さんは会場にお残り下さい。

新入会員入会式（高橋

憲司

会員）

～新入会員からの一言～
4月1日から前任の金沢明法支店
長の後任を務めております、高橋と
申します。よろしくお願い致しま
す。本日の入会に当たりまして推薦
して頂きました、川端会長と本日ご
欠席されていますが大澤幹事、どう
も有り難うございました。実は私、
ロータリークラブなどの奉仕団体は
始めての経験でございます。分からない事が多々あると思
いますが、千歳ロータリークラブの名に恥じないように諸
先輩の皆さま方のご指導を賜りながら、一日も早く立派な
ロータリアンになれるように努力致しますので、今後とも
よろしくお願い致します。

ロータリー財団への寄付
進行：五十嵐 桂一 副幹事
今年度、皆さまからロータリー財団へ年次寄付を頂いて
おりますが、クラブとして合計で五千ドルの地区への寄付
になります。今回川端会長からロータリー財団へ日本円で
10万円の大口寄付をして頂きました。受け取りはロータ
リー財団・米山記念奨学委員会の末廣 孝 委員にお願い致し
ます。
※川端会長より、ロータリー財
団・米山記念奨学委員会の末廣
孝 委員へ寄付金が贈呈されま
した。
～末廣 孝 委員より～
川端会長から大口の基金への
ご寄付を頂きました。地区の方
へ責任を持って届けさせて頂きます。

出席率
今回：58.4％（ 4月17日＝31／53、実数）
確定：75.0％（ 4月 3日＝39／52,うちMu0名）

http://www.chitose-rc.jp

ましょう。３）例会場では、他のクラブからのゲストの方々を親睦
活動委員会だけでなく全員で温かく迎えましょう。４）卓話中は私
語を慎み、スピーカーの音に耳を傾けましょう。５）各種出席の返
事アンケートの回答等は敏速に返答致しましょう。６）会費の支払
いその他守るべきものは必ず守りましょう。７）服装は清潔にし、
他の人々に不快な念を与えないようにしましょう。８）ロータリー
の会合にはロータリーの襟章を付けましょう。９）何処で会っても
ロータリアン同志は快く会釈し、親睦に務めましょう。１０）例会
所要時間の６０％出席すれば一応出席とみなされますが、余程の用
事が無い限り、閉会の点鐘まで在席しましょう。１１）良い事・不
幸な事、何かにつけて仲間の会員に真心で接し、喜び合い、慰め合
い、助け合いましょう。１２）分からない事は何でも会員に尋ねま
しょう。尋ねられた会員は誠意を持って答えましょう。１３）「四
つのテスト」を実践しましょう。１４）ロータリーの活動は善意か
ら出発致します。一人ひとりの善意の奉仕を実践しましょう。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

委員会報告（次年度会長、職業奉仕委員会）
藤本

敏廣

会長エレクト
次年度の理事、ＳＡＡ・プログラム
委員長を指名していました金沢明法さ
んが4月1日付で転勤した事により、
その交代の人選につきましては、齊藤
博徳 会員にお願い致しましたので、よ
ろしくお願い致します。

浅利

美恵子

委員長
来週の夜間 移動例会 です が、4月
24日の木曜日、真光寺で18時30分
より開催致します。当日はアルコール
も出ますので、飲まれる方は車を置い
てご参加下さい。当日は阿部 正信 住
職（会員）の卓話を頂きますので、よ
ろしくお願い致します。

神戸南ＲＣ創立３０周年記念式典・祝賀会参加報告
4月14日18時より、神戸市中央区江戸町94番地の「第一樓」
にて開催されました、神戸南ロータリークラブの創立30周年記念
式典・祝賀会に、友好クラブを代表して川端会長夫妻が参加され
ました。
※式典・祝賀会の詳しい内容は、以下の神戸南ロータリークラブ
のホームページをご参照下さい。
http://kobeminami-rc.sblo.jp/article/93291149.html
～詳しくはホームページをご覧下さい～

議事（クラブ細則改正について）
議長：川端

清

会長

当クラブの細則の改正に関してですが、
本細則は2010年6月以来改正しておら
ず、この間に2度の規定審議会により、ク
ラブ定款が2度改正され、4年前の細則と
の乖離（かいり）が生じているのが改正の
大きな理由です。2010年規定審議会で
ロ ー タ リー の「四大 奉 仕」が「新 世 代 奉
仕」を加え「五大奉仕」になり、2013年
規定審議会による新たなクラブ定款では、
その「新世代奉仕」が「青少年奉仕」に言
い換えられています。この大きな変化に合わせる一方で、ＣＬＰ
（クラブ・リーダーシップ・プラン）による簡素化された委員会構
成ではなく、千歳ＲＣの現行の組織体制、委員会構成とも整合の取
れた細則にしました。また、文章表現が重複したり、古めかしいも
の、煩雑過ぎて現状に合致しない部分は整理した内容となっていま
す。
その後、川端議長より細則の変更点がこと細かに会員に説明され
た後、質疑応答（質問者なし）の後、審議に移り、出席会員の満場
一致の賛成で可決されました。

千歳ＲＡＣ第１４回定例会参加報告
千歳ローターアクトクラブ（吉岡 毅 会長）の第14回定例会が4
月17日19時より、レストランインター（千歳市真々地）で開かれ
ました。
この日のプログラムは、タイで実施されたローターアクトの海外
研修について、参加した白木 郁江 さんと佐藤 あさみ さんの2名か
ら報告があり、東京ビッグサイトで実施された、全国ローターアク
ト研修会について、参加した吉岡会長から報告がありました。この
他、6月21日にANAクラウンプラザホテル千歳で開く、「ロー
ターアクト地区大会」の準備状況も報告されました。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

ニコニコＢＯＸ
1．大澤 雅松 幹事 ①本日、会社の役員会で欠席します。②健康
診断で食道ガンかもしれないと言われましたが、再検査したら何
でもありませんでした。③4月14日に満60歳（還暦）になりまし
た。2．平間 和弘 会員 妻の誕生日に大変美しいお花を有り難う
ございました。3．高橋 憲司 会員 ロータリークラブ入会にあた
り、新たなスタートを切る事を記念して。4．川端 清 会長 ①
神戸南ＲＣ30周年記念式典に参加してきました。妻と一緒です。
大変楽しかったです。②高橋さん、ようこそ千歳ロータリークラ
ブへ。これからよろしくお願いします。5．齊藤 博徳 副会長 高
橋憲司さん、入会おめでとうございます。夜の親睦も深めましょ
う。6．沼田 常好 会員 ①4月1日より、コミセン11館の管理・
運営を市町連が受ける事になりました。事務・管理合わせて35名
の職員です。②4月3日の早朝例会に出席出来ませんでした。（曜
日が一日間違って）③4月7日の春の全国交通安全運動「セーフ
ティコール」への参加有り難うございます。7．佐々木 金治郎 Ｐ
Ｃ ①支笏湖湖水開きが4月13日（日）行われました。支行笏湖観
光シーズンです。お越し下さい。②同4月13日に支笏湖新温泉開
湯式が行われました。支笏湖温泉にお入り下さい。8．末廣 孝
ＰＣ 4月15日、シャムロックカントリー倶楽部で5回目のホー
ルインワンを達成しました。9．福田 武男 ＰＣ 4月13日（日）
無事「地区研修・協議会」が終了しました。10．浅利 美恵子 会
員 母の誕生日に綺麗なお花を頂きました。有り難うございまし
た。11．五十嵐 桂一 副幹事 生まれて初めての幹事報告でし
た。7月からも頑張ります。12．村田 研一 ＰＣ 4月14日、女
房と真駒内アイスショーを見てきました。浅田選手、羽生選手
等、とても華麗な演技で魅了され、気持ちが綺麗になりました。
13．伊藤 一三 会員・南雲 州治 会員連名 3月31日、所属して
いる宅建協会が北広島市のあおぞら保育園に対して運営助成金10
万円を贈呈しました。後日、千歳民報に記事にして頂きました。
14．佐藤 秀雄 ＰＧ 妻の誕生日にお花を有り難うございまし
た。

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会卓話
進行：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会

秡川

勝文

委員長

本日は佐藤 秀雄 パストガバナーに卓話
を頂きます。皆さまもご存知の通り、佐
藤 秀雄ＰＧは司法書士であり、ＲＩ第２
５１０地区 ガバナー諮問委員会・ガバ
ナー指名委員会と現在も地区委員として
ご活躍されています。今回は第二弾
「ロータリー入門」の卓話を頂きますの
で、よろしくお願い致します。
卓話：佐藤

秀雄 パストガバナー
今回五大奉仕部門で追加されました、
新世代奉仕委員会地区研修協議会で、五
大奉仕部門の中に新世代奉仕委員会が
入っておりますので、理事として参加し
て頂きたいと思います。新しい会員に対
するレクチャーが殆どされていないとい
う事で、前回『ロータリーへようこそ』
という研修資料を用いてお話をさせて頂
きました。

それぞれの会員は、ロータリーに入る時、誓約書を書いて入って
頂いています。そこで組織に入って頂いた訳ですから、組織の決ま
りについてお話します。
１）約束の時間は守りましょう。２）例会欠席の時は事務局に前
もって連絡しましょう。そして、欠席の補填メークアップを必ずし
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本日のニコニコ集計１５名

合計３５,０00 円

