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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１９日 第５１回）通常例会（年次報告②）                 担当：三 役 

２０１４年６月１９日 

第４７号 （通算２２０２号） 

第５０回（通算２３２６回）例会報告  

日時：2014年6月12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 藤川 俊一  委員 

四つのテスト：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

                 菅原 正行  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） 

～６月はロータリー親睦活動月間～    

出席率 

今回：67.9％（  6月12日＝36／53、実数） 

確定：75.4％（  5月29日＝40／53､うちMu0名） 

 先週の「千歳ロータリーの森林（も

り）」での早朝移動例会では、沢山の

会員さんのご出席を頂き、有り難うご

ざいました。 

 川端年度もあと3例会となりまし

た。一年間というよりは、一週間がと

ても早く、活動が後手後手に回ってい

た様な気がします。 

 今考えると、結果として私が自分の

思いを会員の皆さんに伝える事が出来なかった事があった

ような気がしますが、これは私の不徳の致すところです。

申し訳なく思っております。そんな中で、齊藤 博徳 副会長

と大澤 雅松 幹事が調整役をし、若い会員さんが核となって

各委員会は素晴らしい活躍をして頂きました。 

 今日は第一回目の年次報告です。川端年度の各委員会が

この一年間、活動してきた報告をして頂き、なかでも実行

出来なかった事や目標に到達出来なかったと思う所があり

ましたら、修正部分を次年度にしっかり申し送って下さ

い。その活動一つ一つが会員の皆さんが築いた実績として

後世に残ると思います。 

 今日は反省も含めて挨拶とします。本日も例会よろしく

お願い申し上げます。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

 前回の早朝移動例会は、早い時間か

ら出席頂き、お疲れ様でした。 

1．本日は、大川ガバナー補佐がＩＭ

のお礼に出席と聞いており、皆さんに

お知らせしていましたが、次年度も近

いので第7グループ各クラブ訪問は控

える事にしたそうです。 

2．本日と次週の通常例会は、各委員

長さんの年次報告を予定しています。

委員長さんのご都合、ご希望により順

序の入れ替えや、次週予定の方に繰り上げで報告をお願い

する場面も出てきますので、臨機応変に対応をお願いしま

す。 

3．以前の通常例会で紹介した、神戸南ロータリークラブ創

立30周年記念の「感謝」ポケットティッシュですが、まだ

持って行っていない方は、お帰りの際に忘れずお持ち帰り

下さい。 

委員会年次報告① 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会 村上 倫行 委員長 
 活動総括：クラブの存続は「会員の質

を高め、量を増やす、活性化を図る事」

にあり、新たな会員の入会が急務となっ

ている事から、会員増強への各種活動を

行ってきました。結果、純増3名でし

た。 

 会長コメント：藤本年度が57名で出

発出来るという事が確定しています。と

ても素晴らしい事だと思います。今後も

会員を増やして頂けるようよろしくお願

い致します。一年間有り難うございまし

た。 

ロータリー情報・定款細則委員会 今村 靜男 委員長 
 活動総括：川端年度の会長方針「い

い仕事をしよう」を目標に一年間活動

してまいりました。例会は「ロータ

リーの勉強の場」と位置付けて情報発

信に心掛け、計7回の情報提供を行い

ました。定款・細則につきましては大

澤幹事の多大な尽力により、現状に見

合った内容に変更する事が出来ました

ので次回のＲＩ規定審議会までは変更

なしです。 

 会長コメント：私が一番に思う事

は、私の年度に定款細則が整備されたという事です。本当に一年

間有り難うございました。 

クラブ奉仕委員会 中村 堅次 委員長 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/8c2bc8181fb353ab90a814c222277e6d1.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/462f5bf75d93c257e684edfda2bc63641.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/c26e0e8f434a937de7f1d1c4555d6c13.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/b09614a313e916d62b41e16bdd2a3d44.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/e62315656cf92f9521fe0865fd45a567.jpg


2 

 

  活動総括：クラブ運営をより円滑に運営

される様、又、相互に支援、助言、協力し

合い活動しやすい環境作りをしました。 

 会長コメント：中村委員長にはクラブ奉

仕委員会の委員長を急遽お願いし、大変ご

負担をお掛け致しました。一年間有り難う

ございました。 

 

 

 

ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長 
 活動総括：この年度におけますＳＡＡの

基本方針は、「例会が会員相互の親睦を一

層深まるよう明るく楽しいものとなるよう

創意工夫を行う」として活動してまいりま

した。 

 会長コメント：会場、例会にはＳＡＡが

居なければ何も出来ません。目配り、気配

り大変有り難く思っております。今後もよ

ろしくお願い致します。 

 

 

出席・資料管理委員会 伊藤 一三 委員 
 活動総括：委員の殆どが出席委員会未経

験で唯一パソコンで出欠を管理していた会

員が転勤の為退会し、暫くの間集計などで

混乱しました。その後会長のご指導の下、

正常に戻りほっとしているところです。

ロータリークラブ会員の基本的な義務であ

ります、出席率の向上など大切な役割を完

全に担えなかった事について大いに反省し

ております。 

 会長コメント：金沢会員の転勤、日向委

員長の体調不良等で大変ご苦労なさったと

思いますが、委員皆さまの協力で委員会活

動を行って頂き、大変有り難うございました。 

健康委員会 中村 堅次 委員長 

  
 活動総括：会員の皆様の健康維持・増

進に少しでも役立てる様、計画に沿って事

業を行いました。 

 会長コメント：会員の健康に大変留意し

て頂きまして感謝致します。ウォーキング

やそばの会等良い思い出になっています。

有り難うございました。 

 

 

 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 
 活動総括：親睦活動委員会として、メン

バー一丸となって活動し、例会を盛り上げ

るよう努めました。特に移動例会では、楽

しめる企画を考え、親睦を深める事が出来

ました。 

 会長コメント：斉藤委員長のキャラク

ターで非常に楽しい一年を過ごさせて頂き

ました。有り難うございました。 

 

 

 

 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 秡川 勝文 委員

長 
 活動総括：例会開催毎のホームページの

更新及び会報の発行により、クラブ運営や

各委員会の活動内容を会員に広く周知し、

情報を共有する事が出来ました。手探り状

態で始まった委員会でありましたが前田会

員の頑張りにより何とか続けてきました。

また、途中、田中副委員長の転勤、須川会

員の入会などありましたが、委員皆さんの

助け合いのお蔭でこの一年を乗り越えられ

ニコニコＢＯＸ 

1．佐藤 秀雄 ＰＧ 札幌信用金庫 千歳支店のゴルフコンペで6

位入賞しました。2．沼田 常好 会員 3人目の孫が出来ました。

女の子です。3．藤川 俊一 会員 6月5日の早朝移動例会（分別

造林）、天候に恵まれ無事に終了しました。朝早くからお疲れさ

までした。4．川端   清   会長 千歳民報3回、読売新聞1回と、

続けて写真が載りました。5．大澤 雅松 幹事 ①8日から10

日、初めて台湾に行ってきました。暑かった。!(^^)! ②会場入口の

掲示板に、千歳民報市民納涼花火大会（7月19日開催）のポス

ターを張らせて貰いました。6．喜多 康裕 会員 先日、娘の運

動会がありました。2年連続リレーの選手に選ばれ、とても楽しそ

うに走っていました。7．今野 良紀 会員 先日、イタリアに

行って参りました。無事、バチカンに入れて頂き、感動しまし

た。 

本日のニコニコ集計７名 合計２０,０00 円  

ロータリーデイ実施に向けた畑作業実施報告 

そうです。委員の皆様、有り難うございました。 
 会長コメント：いつも私の出す原稿が遅れ、ご迷惑をお掛けし

ていました。会報は大変良い出来上がりだと思っています。有り難

うございました。 

社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 
 活動総括：三役より指示されていました委

員会の3つのポイント（1. 委員長は、2委員

会、1特別組合を指導、監督する。2. 委員長

は、千歳プロバスクラブおよび友好クラブ 

神戸南ロータリークラブとの連携を図り、親

睦を深める。3. 対外的活動の一環として地

域社会が期待する活動を企画し運営を行

う。）を達成すべく、各種活動を行いまし

た。 

 会長コメント：対外的に色々と活動して頂

きました。大変有り難うございました。 

 

環境保全委員会 藤川 俊一 委員長 
 活動総括：千歳ロータリークラブが継続

的に行ってきました、分収造林の育成管理を

中心とし、早朝例会による事業活動を行って

きました。 

 会長コメント：環境保全委員会には私も

色々と関わりを持たせて頂いています。本当

に木等は手入れをおろそかにすると直ぐに駄

目になってしまいます。手を加え、管理して

いく事が今後も必要だと思います。今後とも

よろしくお願い致します。 

6月4日（水）10時より、会員13名が参加し、次年度9月

18日の夜間移動例会で予定しています、「収穫祭」準備の

為、種まき、苗植え作業を行いました。本収穫祭は、次年

度の藤本 敏廣 会長年度で地区行事の一つとして羽部 大仁 

ガバナーエレクト（札幌幌南ＲＣ）より、9月8日から20

日までの間に地区「ロータリーデイ」の開催を求められて

おり、合わせて「ロータリーデイ」開催の模様は各クラブ

でビデオ録画し、地区へ提出する事になっております。

テーマは地区内共通テーマで「ポリオ撲滅運動の推進」で

すが、実際に実施される内容は募金集め等になる事から、

当クラブでは藤本会長エレクトの畑を無償で提供頂き、秋

の収穫祭・販売会を9月の夜間例会で開催する予定とし、そ

の為の畑作業を行いました。 

  

※作業の様子です。 

 

当日は晴天で、気温上昇による

体調管理に気を付けながら藤本

会長エレクトが無償提供してく

れ た 畑 に ジ ャ ガ イ モ、カ ボ

チャ、長ネギ、トウモロコシ、枝豆などを植えました。畑

作業が初体験の会員が居る中、佐々木 昭 パスト会長と稲川 

和伸 会員の農業指導を受け、楽しく約2時間半の作業を終

えました。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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