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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２６日 第５２回）夜間例会（さよなら例会：千歳ＲＡＣ合同）      担当：親睦活動委員会 

２０１４年６月２６日 

第４８号 （通算２２０３号） 

第５１回（通算２３２７回）例会報告  

日時：2014年6月1９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：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一  委員長 

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 

                 五十嵐 宏  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） 

～６月はロータリー親睦活動月間～    

出席率 

今回：50.9％（  6月19日＝27／53、実数） 

確定：86.7％（  6月  5日＝46／53､うちMu0名） 

 今日の天気は曇天とはいえ、暖かく過ご

し易いですね。本日の例会、皆さまのご出

席、お疲れ様です。有り難うございます。 

 本日は先週に引き続き、各委員会の活動

報告をよろしくお願い致します。各委員会

の前向きな活動の一つひとつの積み重ね

が、ロータリーの明日を拓くと思っており

ます。もし、失敗・積み残しがあっても、

それは自分達が信ずる事を何回も繰り返し

実践し、時には是正をしながら行動をする

事によって成果が出ると思います。 

 2013～14年度国際ロータリーのロンD．バートン会長の｢ロー

タリーを実践しみんなに豊かな人生を｣というテーマは、私達が

テーマとしています｢いい仕事をしよう｣に繋がると信じておりま

す。本日も各委員長の発表が続きます。最後までよろしくお願い申

し上げましてご挨拶と致します。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 
①菊池 重敏・次年度地区ガバナー補佐、よ

うこそ千歳ロータリークラブへお越し頂き

ました。本日、よろしくお願いします。 

②第26回第7グループＩＭ実行委員会と大

川健一ガバナー補佐から先月24日に開催さ

れました恵庭でのＩＭのお礼文書が届いて

います。「スポーツ交流会、研修会、懇親

会と長時間に亘るプログラムでしたが、

様々なご支援を頂戴し、お陰様で無事終了

する事が出来ました」ということです。 

③北洋銀行の6月25日付人事異動で、当クラブ会員である千歳中央

支店の菅野 範幸 支店長が札幌にご栄転となりました。後任の春木 

仁 支店長が引き続き、当クラブに入会して下さる事になり、昨日

の理事会で了承しました。会員選挙に付しておりますが、来週の

「さよなら例会」に出席の意向です。ここで、菅野会員より一言お

願いします。 

菅野 範幸 会員よりご挨拶 

 只今、ご紹介頂きました菅野です。本日

は予定が一杯詰まっているお忙しい中お時

間を頂きまして有り難うございます。二年

間という短い間でしたけれども、皆さま方

にはロータリーの事について一から教えて

頂きまして本当に有り難うございました。

今日もこの後途中で抜けてしまいますが、

皆さま方には本当に良くして頂きました。

有り難うございます。後任としてに赴任す

る春木は以前千歳支店にも勤務しておりま

して、この千歳を私と同じ気持ちで大好き

だと言っておりました。是非、春木につきましても私以上のご愛顧

の程、賜りますようよろしくお願い致します。また、ニコニコＢＯ

Ｘで先週出しましたが、今度、娘が千歳に住む事になり、私もちょ

くちょく千歳に来ると思いますので、ロータリーソングではありま

せんが、見かけた時には「ヤーッ！」と声を掛けて頂ければ幸いに

存じます。二年間どうも有り難うございました。 

④ロータリー財団から寄付2000ドル達成の川端 清 会長、同

3000ドル達成の長澤 邦雄 パスト会長にポールハリスフェローの

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 
本日のお客様は、次年度ＲＩ第2510地区第7グループガバ

ナー補佐の菊池 重敏 様（北広島ＲＣ）です。 

次年度ガバナー補佐挨拶（菊池 重敏 様） 
 只今、ご 紹介頂き まし た、北 広島

ロータリークラブの菊池 重敏 でござい

ます。次期ガバナー補佐という事で、

今回はまだ任期の前ですが、まずは皆

さまに顔を覚えて頂こうという事で伺

いました。また、この例会場は初めて

伺いますので事前に会場確認の下見も

して来ました。羽部 大仁次年度ガバ

ナー（札幌幌南ＲＣ）からガバナー補

佐年度の一年間の間に各クラブを4回か

ら、出来たら毎月でも回りなさい、と

ご指導がありましたが、一年間に5回位はお邪魔して勉強させて頂

きたいと思っていますのでよろしくお願い致します。 

 私は北広島市輪厚にあります、札幌八幡宮の宮司でございまし

て、次年度の羽部ガバナーがお寺さんという事でございます。ガバ

ナーからは「神仏合同で頑張っていきましょう！」とのお話を頂き

ました。本日千歳ロータリークラブにお邪魔するに当たっては、大

変歴史のあるクラブですので、当クラブのガバナー補佐経験者から

は「あそこは敷居が高いから、気をつけて行けよ！！」と言われま

して本当に緊張の気持ちで来ました。でも、川端会長のお隣に座ら

せて頂き、お話をさせて頂きますと本当に優しい会長様でとても気

持ちが和らぎました。今日は顔合わせという事で、今後ともよろし

くお願い致します。 
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（報告内容の詳細は下記各委員会活動総括文章と合わせ、

次年度発行のクラブ計画書をご覧下さい。） 

進行：川端 清 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曜・パークゴルフ会 斉藤 えみこ 会員（親睦活動委員

長という事で代理） 
活動総括：木曜・パークゴルフ会は、会員

の親睦と体力増強を主たる目的として、友

好クラブ及び関係クラブとの交流の場を通

じて、連携を密にする為に活動してきまし

た。 

会長コメント：私はゴルフは全然駄目で

す。おまけにパークゴルフも余り上手であ

りません。その為、余り参加していません

でした。大変申し訳ございません。次年度

会長は藤本さんですので、活発な活動を期

待しております。 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 
活動総括：活動目標に挙げた会員が、

「職業奉仕理念」を理解し、会員自身が

自分の職場で「職業奉仕」を実践し、地

域社会に「職業奉仕」の大切さを弘布す

べく活動を実施してきました。 

会長コメント：職業奉仕委員会には色々

なイベントをして頂き、有り難うござい

ました。卓話についても会員卓話をはじ

め、部外者による卓話を7回行って頂き有

り難うございました。今後ともよろしく

お願い致します。 

新世代奉仕・ローターアクト委員会 斉藤 えみこ 副委員長 
活動総括：千歳ロータリークラブが創立以

来、継続事業として行ってきた、青少年矯正

施設への支援及び会員減少傾向にある千歳

ローターアクトクラブへの支援を共同提唱ク

ラブと共に行いました。 

会長コメント：新世代奉仕・ローターアクト

委員会は、年度の初めに金沢委員長の転勤な

どあり、委員の皆さんが力を合わせて頑張っ

てくれていました。有り難うございました。

紫明女子学院との交流はトップの方の入れ替

ニコニコＢＯＸ 

１．川端 清 会長 一年間有り難うございました。２．大澤 雅

松 幹事 川端会長！！ いつもごちそう様です。３．菅野 範幸 

会員 2年間お世話になりました。有り難うございました。４．齊

藤 博徳 副会長 一年間クラブ運営にご協力有り難うございまし

た。このままで行くと会長挨拶の代行をしないで良い様です。残

念です。５．大西 信也 会員 今年度の社会奉仕委員会の活動が

滞りなく終わる事が出来ました。会員の皆さま有り難うございま

した。６．浅利 美恵子会員 職業奉仕委員長、無事一年間終える

事が出来ました。有り難うございました。７．菅原 正行 会員 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会、一年間有り難うございま

した。８．藤井 雅一 会員 来週は出席出来ません。一年間ＳＡ

Ａを担当させて頂き、有り難うございました。９．南雲 州治 会

員 一年間、国際奉仕委員長を担当させて頂き、有り難うござい

ました。10．前田 浩志 会員 ①菅野支店長、会社、個人的にも

大変お世話になりました。新天地でのご活躍を願っています。②

14日の土曜日に丸駒温泉様にて夫婦でゆっくりさせて頂きまし

た。佐々木金治郎社長、色々と有り難うございました。11．佐々

木 金治郎ＰＣ ①しばらく振りで例会出席です。②丸駒温泉旅館

のホスピタリティフラワーのエーデルワイスが咲きました。昨日

の千歳民報に記事が出ました。③支笏湖レークサイドヴィラ翠明

閣のレストランがイタリアンレストラン アズ―ロ（イタリア語

で青）と言う名で再オープン致しました。12．斉藤 えみこ 会員 

親睦活動委員会にご協力有り難うございました。そして、川端会

長有り難うございました。 

本日のニコニコ集計１２名 合計４３,０00 円  

わりにより、方針の違いから案内が来ていないという状況です。ま

ずは、今年一年有り難うございました。 

国際奉仕委員会 南雲 州治 委員長 
活動総括：本年度は、クラブとして青少年

交換留学生などを受入れる計画はなく、ま

た、地区及び第7グループからの要請もあり

ませんでした。ＷＣＳをはじめ、恵まれな

い国や地域の子供への支援、地区及び他ク

ラブにおける活動に関連して対応するな

ど、理事会で情報交換を行い、各委員が共

有して活動を展開してきたが、やや低調で

ありました。 

会長コメント：南雲委員長には大変ご苦労

をお掛けしました。今回の長沼国際交流フェスティバルには私の所

用により参加する事が出来ず、南雲委員長のみ参加して頂きまし

た。大変申し訳ありませんでした。 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会  菅原  正行 委員長 
活動総括：ロータリー財団は「全世界的な

規模で慈善、教育、その他社会奉仕の分野

で、より良き事をする為に基金をつくろ

う」と提案した事から始まり、公益活動を

通じて世界理解、親善、平和の達成を使命

として貢献しております。当委員会はこの

主旨に則り、クラブの目標額を定めて、目

的達成の為に邁進して参りました。 

会長コメント：委員の皆さまのご協力によ

り、目標のご寄付を集めさせて頂き、会員

皆さま方のご好意をＲＩはじめ地区に持っ

ていく事が出来ましたのは嬉しい事です。今後もご寄付のご協力を

お願い致します。 

※委員会発表が終わり、引き続き三役からも川端年度の活動に対し

てのご報告がされました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

委員会年次報告② 

バッジが届いています。菅原 正行 ロータリー財団・米山記念奨学

委員長から渡して貰います。 

⑤本日は、前回例会に続いて年次報告です。時間に余裕があります

ので、報告される委員長さんは落ち着いてゆっくり分かりやすくお

話しして頂くようお願いします。 

⑥次回例会は、千歳ローターアクトクラブ合同の夜間例会で「さよ

なら例会」となります。鍾木の儀はじめ、新旧の引き継ぎセレモ

ニーなどを行い、1年を振り返って慰労と楽しい懇親の場にしたい

と思います。ローターアクトの新役員や会員もいらっしゃいます

が、7月1日より入会予定の牟田 裕一 さん、紺野 富士夫 さん、腰

越 くり子 さん、小畑 彰さん、これから会員選挙となります春木 

仁さんも出席予定です。プロバスクラブからも新年度の会長になっ

た石田 宏司（いしだ・こうじ）さん、幹事長になった野澤 邦彦

（のざわ・くにひこ）さんが出席されます。また、川端年度の最後

という事で、会場のANAクラウンプラザホテル千歳 様には料理に

力を入れて頂けるようお願いしています。刺身では羽幌産牡丹エ

ビ、様似産マツカワカレイなど、煮物でフカヒレの煮込み、支笏湖

産チップのムニエル、焼き物は牛ロース肉の岩塩焼きなど工夫して

貰っています。お酒も飲み放題です。出席回答されている方は忘れ

ず出席下さい。 
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