千歳ロータリークラブ会報
２０１４年５月２９日
第４４号 （通算２１９９号）

川端会長方針

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

“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

～５月は健康増進月間～

本日の例会（５月２９日 第４８回）通常例会
第４７回（通算２３２３回）例会報告
日時：2014年5月24日（土）17：00～20：00
場所：恵庭市民会館
プログラム：ＩＭ in 恵庭
担当：三 役
司会：恵庭ＲＣ 敦澤 君治 幹事
四つのテスト：※移動例会の為、割愛
ガバナー挨拶（ガバナー代理：佐藤

秀雄 ＰＧ）

ＲＩ第2510地区第７グループの皆
さま、こんばんは。本日は楽しいゴル
フ・勉強会・懇親会とこの様な企画の
下、素晴らしいＩＭが開催されました
事を心から御礼を申し上げます。本来
は我孫子ガバナーが来て、皆さまにご
挨拶をすべきですが、岩見沢ＲＣの
60周年と重なりまして、私が代わり
にご挨拶をさせて頂きます。
ＲＩについて、今現在一世紀を経まして原理原則が変化
して参りました。過去には厳しく一業種1名でした。例会を
４回欠席したら除名だ、という規定もありましたが、現在
は非常に緩和されました。また、例会はパソコン例会も世
界各地で行っており、日本でも6クラブがパソコンでの例会
を行っております。ＲＩの現在の方針は会員拡大と会員増
強、そして財団、この3つを強力に重きをおいて推進してい
る現状だと思います。やはりロータリーの原点に返る事が
私は非常に大切であると思います。ロータリーと他のボラ
ンティア団体との違いは職業奉仕だと皆さんが聞いている
と思いますが、職業奉仕を勉強する事によって奉仕の心、
ロータリーの理念が自分の血となり肉となってロータリー
運動に邁進出来る確固たる信念が出来上がるのだと思って
おります。今回、地区の職業奉仕委員長の福田 武男 会員か
ら「利己と利他の調和とは？」との演題で勉強会を開催し
て下さるとの事ですので、大変期待をしております。
最後になりますが、是非皆さまにお願いしたい事は、由
仁ＲＣが5名になり、一瞬私は解散するのではなかろうかと
危惧しておりましたが、大川ガバナー補佐のご尽力により
由仁クラブは継続するとの事で大変嬉しく安堵致しまし
た。由仁町民と皆さま方が何かの取引等で接点がありまし
たら、是非由仁ＲＣに入会して頂くよう、応援・支援をお
願い致します。是非一人でも多く由仁ＲＣが会員の増強を
出来るように心からお願いを致しまして簡単措辞ではござ
いますが挨拶とさせて頂きます。どうも有り難うございま
した。

担当：健康委員会
ご来賓・参加クラブ紹介及びご挨拶（ 大川

健一 ガバナー補佐）

本日は、第７グループのＩＭを開催
するに当たり、多くのメンバーのご参
加を頂き開催出来ます事を心から感謝
と御礼を申し上げます。誠に有り難う
ございました。皆さま方もお気付きか
と思いますが、本日このＩＭには我孫
子ガバナーが出席出来ません。大変残
念ですが岩見沢ＲＣの60周年の式典と
重なりました。ガバナー事務所で再三
調整しましたが、ゴルフの開催もあり、暖かい時期の5月開
催を希望致しまして、あえて強行させて頂きました。この
大きな決意の一旦は、私共第7グループには大変大きな財産
がございます。それは本日お越しの佐藤 秀雄 パストガバ
ナーです。この72クラブをかかえ取り仕切ったガバナーの
貴重な経験を色々な所で第７グループに活かして頂きたい
と常日頃この様なお話をさせて頂いておりました。この様
な形で本日の開催となった事をお許し下さい。今年度は我
孫子ガバナーからクラブ間の協調と会員増強をお願いした
いと、７月から走って参りました。お陰様で第７グループ
は久し振りに二桁の増強で本日現在11名の増強が確定して
おります。これも各クラブの皆様方のご協力・ご支援の賜
物と感謝しております。もう一点素晴らしいご報告があり
ます。ローターアクトクラブですが7月のスタートは9名で
した。今現在25名で活動しております。これも千歳の川端
会長をはじめとする皆さま方のご支援の賜物と感謝してお
ります。先日、我孫子ガバナーとお会いした時に報告しま
したが、ガバナーもビックリしておりました。
また、グループ内の交流ですが、1月に福島のキッズが北
海道を訪れました。この時は千歳セントラルＲＣ様、長沼
ＲＣ・恵庭ＲＣの皆さまで支えて頂きました。また、私ど
も公式訪問の際は、北広島ＲＣに大変お世話になり、恵庭
ＲＣ・北広島ＲＣ・由仁ＲＣ様の合同での公式訪問を少し
ずつ消化させていき、グループ間の交流を図ったつもりで
ございます。この様な形で今年度どうやら無事大過なく過
ごせたかなと思います。これも皆様方のご支援の賜物と感
謝申し上げます。
最後になりますが、本日のＩＭを開催するに当たり、宮
内実行委員長をはじめとする恵庭ＲＣの皆さまの大きな支
えがあり、開催する事が出来ました。これから一時間半程
でございますが、どうか恵庭で皆様方ごゆっくり過ごして
頂きたいと思います。本日は誠に有り難うございました。

出席率
今回：49.0％（ 5月24日＝26／53、実数）
確定：64.1％（ 5月 8日＝34／53､うちMu0名）
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基調講演（福田

武男地区職業奉仕委員長）

皆さま、こんにちは。千歳ＲＣの福
田 武男と申します。現在は地区の職
業奉仕委員長を仰せつかっておりま
す。1年前から地区の委員長となり、
やるからには思い切りやろうと計画
し、地区全体で職業奉仕フォーラムを
企画したところ、大川ガバナー補佐に
大きな賛同の意見・支援を頂き、その
後 第 4、第 5 グ ル ー プ は 札 幌、第 6 グ
ループは千歳で開催し、大変盛況で大変良かったと思います。第
1、第2、第3グループでは7月に開催、函館方面では11月に、来
年の３月頃には小樽、苫小牧方面で開催する予定です。言った以上
は最後まで頑張りたいと思います。今日はボウリングにゴルフと大
変な一日ですが、ＩＭですから何か勉強しなくてはなりません。よ
ろしくお願い致します。
テーマですが何にしようか迷い、皆さまのロータリー歴も個々に
違いますので難しく、初歩的でもどうなのかなと、また難しい事を
言われても理解出来ないですし、ロータリーの基本中の基本は｢奉
仕の理想｣ですが、ロータリーの思想は一定の概念が無いので人に
よって少しづつ違うので完璧な答えは無いのです。自分なりの考え
があれば良いのです。奉仕の理想ではインパクトが無いので、思い
切って切り口を変え、テーマをこのようにさせて頂きました。
今日はスポーツの後で疲れており、分かり辛い面もあると思いま
すので資料を配布しております。しっかり見ておいて下さい。ま
た、機会がありましたら各クラブの職業奉仕委員長様の方でこの一
部でも取り上げて下されば幸いです。講演の最後にプログラムには
ありませんが、今クラブが抱えている問題や悩みを佐藤 秀雄 パス
トガバナーにお話し頂く事になっておりますのでよろしくお願い致
します。

れると良いと思います。特別会員という表現は上手くないと思うの
で、名誉会員の包括の中でクラブ独自の運用をされたら良いと思い
ます。それぞれのクラブで終身ロータリアンで居たいという方が多
いと思いますが、年会費18万円の負担は年金生活者になると非常
に厳しくなります。ＲＩの分担金、地区の負担金は合計で22,710
円になるそうで、あと通信費を含めて一年約3万円の負担、例会に
はポケットマネーで出たい時に出席するような、クラブ独自の考え
方を持って運営していけば良いと思います。ＲＩの制定案を改定す
るのは非常に難しいです。規定審議会に出てくるのは、予算の伴わ
ないものばかりですので3年後、6年後と時間が掛かりますので、
それぞれのクラブで工夫して運用をされていくのが良いのではない
かと思います。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

懇親会の様子
歓迎のご挨拶

恵庭ＲＣ

水野

凡

会長

本日は朝8時からスタートのゴルフの方にお
かれましては、本懇親会が終わるのが大体20
時ですので、約12時間のお付き合いとなりま
す。長時間有り難うございます。美味しいお食
事も出て、ビールもすぐに飲みたいと思います
ので、これから懇親会を楽しく過ごしてくれれ
ばと思います。本日は有り難うございました。

※講演会の内容に関しましては当日配布資料をご覧下さい。

スポーツ交流会の優勝者は以下の通りです。おめでとうございま
した！
ボウリング大会 優勝 秋山 有洋 様（恵庭ＲＣ）
ゴルフ大会
優勝 福田 武男 様（千歳ＲＣ）

次年度ガバナー補佐挨拶 北広島ＲＣ 菊池重敏
理 小森 宏明 様（北広島ＲＣ会長エレクト）

「特別会員の事例について」佐藤

様

代

第7グループの皆さま、お元気ですか？私
は北広島の小森でございます。本来であれば
次期ガバナー補佐の菊池がご挨拶をさせて頂
くところですが欠席をしております。従っ
て、急遽ご挨拶を、と言われ非常に戸惑って
おります。今日こうしてゴルフも楽しくさせ
て頂きましたし、恵庭ＲＣの皆様には非常に
ご苦労頂き、本当に心から感謝とお礼を申し
上げます。有り難うございました。
次年度のＩＭは北広島ＲＣに指名をされて
おります。こんな立派なＩＭの開講が出来るか自信はありません
が、少ない人数ではありますが全力を挙げてこの第７グループの
仲間の皆様をお迎えして楽しい一日の計画を考えさせて頂きま
す。今後とも、この第７グループが益々栄えますように、更には
今日お集まりの皆さまのご健勝を祈念し、また今日本当にお世話
になった事を改めて感謝とお礼を申し上げてご挨拶に代えさせて
頂きます。有り難うございました。

秀雄 パストガバナー

会員の種類には、定款では名誉会員と正
会員の2種類しかありません。一昨年に当
クラブから高齢化した会員が増え、年金暮
らしの会員も出てきましたので、この事を
踏まえて会員の種類をもう一つ増やして、
終身会員を作って欲しいと申請を上げまし
た。しかし、理事会に掛かる前に定款細則
委員会がＲＩにあり、世界各地から決議案
等がありまして、そこで不備を指摘され、
直す事が沢山ありました。特にＲＩは予算
を伴うものには非常にチェックが厳しく、
当クラブから第７グループ2510地区大会に申請を上げ、地区大会
で決議を受け、英文でＲＩに送ったの ですが、関連条文が整備さ
れていないとの事で、修正するように、との事でしたが、締め切り
の１週間前の連絡であり、関連条項全ての修正は到底無理でした。
終身会員で会費を例えば5万円か10万円を払えば永久的、という
のではなく、分担金を払う様にすればさほど問題はないのではと
思っています。特別会員の制度を勝手に作ってしまっては、またＲ
Ｉから言われますので、これを名誉会員の中に含めて余り公開しな
いでそれぞれのクラブが独自に決めれば良いのだと、他のクラブに
ご提示申し上げました。今のＲＩの定款に則った形で色々工夫をさ

閉会のご挨拶

恵庭ＲＣ

前田

利和

会長エレクト

皆さん、本日は第26回第7グループＩ
Ｍにご参加頂き、有り難うございました。
本日、ご来賓の地区職業奉仕委員長の福田
武 男 様、千 歳 ロ ー タ ア ク ト の 西 村 英 晃
様、本当に有り難うございました。
本日のテーマであります、今クラブが抱え
ている問題点は第７グループに限らず、ど
このクラブでも存在している事でしょう。
何とか私達の力で克服していきましょう。
本日は不慣れな点が多々ありましたがこれ
はロータリアンの友情に免じて許して頂きたいと思います。本日
の研修はこれからのロータリークラブの皆さまにきっと役立った
事でしょう。簡単粗雑なご挨拶ではございますが、これにて第26
回第７グループＩＭを終了させて頂きます。
～詳しくはホームページをご覧下さい～
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