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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（６月５日 第４９回）早朝移動例会（分収造林「千歳ロータリーの森林」）   担当：環境保全委員会 

２０１４年６月５日 

第４５号 （通算２２００号） 

第４８回（通算２３２４回）例会報告  

日時：2014年5月29日（木）12：30～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  

プログラム：通常例会      

担当：健康委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長 

四つのテスト：環境保全委員会 藤川 俊一委員長   

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様は、社会福祉法人 北海長正会 常務理事・

総合施設長 三瓶 徹 様 です。 

～６月はロータリー親睦活動月間～    

出席率 

今回：60.3％（  5月29日＝32／53、実数） 

確定：77.3％（  5月15日＝41／53､うちMu0名） 

  

 本日は天候も良く、とても気持ちの

良い日です。本日は久々の通常例会で

すね。 

5月17日に長沼国際交流フェスティ

バルに参加を予定しておりましたが、

個人的な所用が発生し、出席出来ませ

んでした。代わりに南雲 州治 国際奉

仕委員長に出席して頂きました。 

5月19日、千歳姉妹都市交流協会の

第1回アンカレッジ委員会に出席して参りました。姉妹都

市提携45周年の節目の年を迎え、交流を深める目的で高校

生の交流、YOSAKOIソーランの演舞をアンカレッジで披

露する計画が有りました。訪問団を結成する予定ですので

会員の皆さんの参加も歓迎しております。 

5月24日、IM in 恵庭に沢山の会員が参加下さいまして有

り難うございました。お陰様で大変盛り上がったと思いま

す。特に丹治会員のボウリング大会への参加が素晴らし

かったと思います。やはり歳ではなく、やる気の問題だと

つくづく教えられました。 

IMでは佐藤 秀雄 パストガバナーが高齢会員の処遇改善に

ついて話され、また福田 武男 地区職業奉仕委員長が基調講

演で「利己と利他の調和とは」から始まり「めだかの学校

のように」まで内容豊富なお話をして頂き、IMの盛り上げ

に貢献され大変お疲れ様でした。 

それでは、本日の例会をよろしくお願いします。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

委員会報告 

環境保全委員会 藤川 俊一 委員長 

  
 来週の例会ですが、分収造林「ロータリーの

森林」での早朝移動例会です、6時30分から入

り口の門が開いていますが、7時に一度門を閉

めますので遅れそうな方は事前にご連絡頂ける

ようお願い致します。当日、よろしくお願い致

します。 

 4月17日以来、1カ月と12日振りの通

常例会です。先程開いた理事会で決まっ

た事などを中心に報告します。 

1．千歳ＲＣ定款・細則が出来ましたの

で、会員の皆さんに配付しました。細則

改正は4年振りで、これまで手に取った事

の無かった新入会員も、自分の活動がど

んな位置付けになっているかなど改めて

確認してみて下さい。表紙に新たな推奨

ロータリーマークを配しました。 

2．入会申し込みのあった候補者について理事会で了承しましたの

で、会員選挙に付します。 

3．神戸南ＲＣから、創立30周年を記念したパンフレットとポ

ケットティッシュが届きましたので配ります。ここにも新たな推

奨ロータリーマークが使われています。 

4．6月21日に千歳で開催のローターアクト地区大会登録の方

に、登録料変更に伴う返金または追加集金をしています。 

5．6月の木曜会は26日（木）のみ開催とし、5日（木）は行いま

せん。また、パークゴルフ会は今年度は開催しませんので、ご了

承下さい。 

6．第24回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会（6月23日、ツ

キサップゴルフクラブ）の案内が来ています。参加検討の方は事

務局へお願いします。 

7．川端年度各委員会の活動報告書は6月10日まで事務局にて受

け付けています。 

8．6月26日（木）18時30分からのさよなら例会は千歳ＲＡＣ

合同とし、千歳プロバスクラブにも代表者出席を呼び掛けます。

入会予定者や入会検討中の人にも出席して頂き、年度最後に相応

しい内容を準備中です。 

9．次年度に向けた会費や名簿の書類を送りました。必要事項を記

入して早めに返信願います。 

10．昨年10月に江別で開かれた地区大会記録誌が届きました。

登録された方に配っています。 
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健康委員会卓話（進行：中村堅次委員長） 

 今日は三瓶 徹様（社会福祉法人 

北海長正会 常務理事・総合施設

長）を講師にお招きしております。

三瓶様は1950年山形県でお生まれ

になり、現在64歳です。1974年

東北福祉大学 社会福祉学部卒業

で、主に障害者支援施設、高齢者施

設で生活相談員としてご勤務され、

1996年北広島リハビリセンター特

養部「四恩園」施設長、2013年より社会福祉法人 北海長正会 

常務理事・総合施設長。現在、認知症ケア学会代議員。北海道社

会福祉審議会 委員長。北海道老人福祉施設協議会の会長等の公

職に就かれております。 

 

卓話：社会福祉法人 北海長正会 常務理事・総合施設長 

三瓶 徹 様 
 皆さま、こんにちは。今日はお招き頂

き、有り難うございました。今日は限ら

れた時間ですので早速始めたいと思いま

す。テーマは「求められる社会福祉法人

の使命とは」です。施設のトップは千歳

ロータリークラブの長澤 邦雄 先生が理

事長で、理事長をトップに役職員一丸と

なって事業に取り組んでいます。法人設

立が1976年です。1977年に北広島リ

ハビリセンターを開所、障害者の施設が

最初で1995年に老人施設として、施設

特養部「四恩園」を開所など事業展開をしております。 

 

※ご挨拶の後、パワーポイントを使って卓話が行われました。当

日の配布資料を参照下さい。 

ロータリー情報紹介 

ロータリー情報・定款細則委員会 福田 武男 委員 
 皆さん、こんにちは。先日のＩＭでの講

演は分かり辛かったでしょうか？という感

がありますが、30分間何とか無事に終了し

ました。感謝の気持ちをお伝えしたいと思

います。 

もう一つはロータリー情報ではありません

が、私が感じた事をお話しします。私が地

区の職業奉仕委員長をしてから気付くので

すが、フォーラムやＩＭもそうなのです

が、地区の12グループから情報が中々入っ

て来ません。そこで私が行っているのが、

中には送られても困る、という方も居らっしゃるのですが、関係す

るパストガバナーやクラブなどに資料を送っています。パワーポイ

ントも非常に進化していまして、それだけ見ても分かり易いと思い

ます。今回、大川ガバナー補佐に相談して、パワーポイントや抄録

も出来上がっていますので、パストガバナーに送ろうと思っていま

す。他の11グループの資料などはありませんが、情報を出す事で

地区も変わっていけたらと思っています。以上です。有り難うござ

いました。 

齊藤 博徳 副会長より 
 私事ですが、5月8日に父が85歳で亡く

なりました。物静かで穏やかな性格の父で

した。家族との話し合いで密葬とさせて頂

きました。無事葬儀が終了しましたので報

告させて頂きます。また、喪に服しており

ましたので、その間は川端会長・大澤幹事

にはお手数を煩わせておりました。感謝申

し上げます。有り難うございました。お蔭

様で通常の生活に戻りましたので、今後と

もよろしくお願い致します。 

※社会福祉法人 北海長正会の沿革と、地域展開するに当たっての

考え方の紹介プレゼンテーションです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※元銭湯施設（2枚目の緑色の建物が元温泉施設で、3枚目の赤い

建物が温泉施設を改修した「ふれて」です。）画像を活用した地域

交流ホーム「ふれて」についてのプレゼンテーション画面です。 

 

 最後に三瓶様より、「社会福祉法人とは、「地域を支え、地域が

どうなっているのか？」という事を考え、私どもが出来る事を支援

していくことが使命だと思っております。」とのお言葉で本日の卓

話は終了しました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ニコニコＢＯＸ 

１）川端 清 会長 健康委員会卓話に講師として北海長正会 三

瓶様の講話を頂きます。よろしくお願い致します。２）長澤 邦雄 

ＰＣ 1．本日の卓話で法人の紹介もさせて頂きました。2．はか

らずも、春の叙勲で旭日双光章を拝受し、皇居で天皇陛下に拝謁

して参りました。多くの方々に感謝します。３）福田 武男 ＰＣ 

1．過日の第7グループＩＭで基調講演をさせて頂きました。2．

そのＩＭでの親睦ゴルフ大会で優勝させて頂きました。４）喜多 

康裕 会員 先日、木曜会デビューさせて頂きました。下手くそで

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。５）大澤 雅松 

幹事 1．4月24日真光寺例会で阿部会員の美味しいおそばとお

刺身ご馳走様でした。2．5月15日ザ・ベルクラシックLienでの

アクト合同夜間例会で、今野会員おしゃれな飾り付けと料理有り

難うございました。3．ＩＭ送迎バスですが帰りの清水町への運行

も含めてスムーズに運行出来ました。ご協力有り難うございまし

た。６）中村 堅次 ＰＣ 1．本日の講師例会よろしく。2．誕生

花有り難うございました。７）五十嵐 桂一 会員 食事だけ頂きま

した、食い逃げでごめんなさい。８）菅野 範幸 会員 1．7月20

日、当ホテル（ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳）にて娘が結婚

式を挙げる事になりました。千歳市民の仲間入りをさせて頂きま

す。よろしくお願い致します。2．妻の誕生日に素敵なお花を頂き

ました。有り難うございました。 

本日のニコニコ集計８名 合計３２,０00 円  

第２０回理事会開催報告 

 5月29日の例会開催前に、ANAクラウンプラザ千歳の例会場に

て、第20回理事会を開きました。審議事項は①定款細則について

（配布）②新入会員について③最終理事会について④6月21日の

ローターアクト地区大会の対応について⑤木曜会・パークゴルフ会

について⑥活動報告書について⑦6月26日「さよなら例会」につ

いて⑧6月プログラムについて。審議の結果、以下の通りになりま

した。 

1.定款細則の製本が出来たので、例会で配布する。細則は4年ぶり

の改正で、表紙には新たな推奨ロータリーマークを配した。 

2.入会申し込みのあった候補者について理事会で了承したので、会

員選挙に付す。 

3.最終理事会は6月18日（水）18時30分から、市内の飲食店で1

年間の慰労を兼ねて開く。 

4.同日に開催の新札幌ＲＣ周年記念行事に藤本 敏廣 会長エレクト

が会長代理で出席する事とし、千歳で開催のローターアクト地区大

会は川端会長が対応する。 

5.6月の木曜会は26日（木）のみ開催とし、5日（木）は行わな

い。パークゴルフ会は今年度は開催しない。 

6.各委員会の活動報告書は6月10日まで事務局に受け付ける。 

7.千歳ＲＡＣ合同とし、千歳プロバスクラブにも代表者出席を呼び

掛ける。入会予定者や入会検討中の人にも出席して貰う。会長・幹

事の引き継ぎセレモニー、入会予定者の紹介などをし、懇親は親睦

活動委員会で年度最後に相応しい内容を練る。 

8. 6月  5日 早朝例会（分収造林） 担当：環境保全委員会 

    6月12日 通常例会（年次報告）  担当：三役 

  《18日理事会》 

   6月19日 通常例会（年次報告）   担当：三役《アクト定例会》 

   6月26日 さよなら例会（アクト合同） 担当：親睦、出席､SAA 
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