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千歳ロータリークラブ会報 

藤 本 会 長 方 針 

「学びと実践」 
会 長 藤本 敏廣    副会長 五十嵐 宏    幹 事 五十嵐 桂一 

会長エレクト 沼田 常好    会 計 藤川 俊一   

第2510地区ガバナー 羽部 大仁 第７グループ・ガバナー補佐 菊池 重敏 

 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（７月３日 第１回）通常例会（年度計画発表①）                  担当：三 役 

２０１４年７月３日 

第１号 （通算２２０４号） 

第５２回（通算２３２８回）例会報告  

日時：2014年6月２６日（木）1８：30～1９：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  

プログラム：夜間例会（さよなら例会：千歳ＲＡＣ合同）      

担当：親睦活動委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 浅利 美恵子 副委員長 

四つのテスト：親睦活動委員会 粟津 義幸  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） 

～７月はロータリー親睦推進月間～    

出席率 

今回：73.5％（  6月26日＝39／53、実数） 

確定：81.1％（  6月12日＝43／53､うちMu0名） 

 私の会長としての例会は本日で終わりま

す。2013~14年度、一年間もありますので

何か挑戦しよう、と思いながらも、あっと

いう間に過ぎました。それよりもっと早

かったのは一週間でした。一年がマラソン

であれば一週間は短距離競走でありまし

た。その中で、齊藤 博徳 副会長、大澤 雅松 

幹事、理事の皆さん、各担当委員会の委員

長さんと委員の皆さん、この一年を通して

様々な困難を乗り越えて、頑張って頂いた

事、本当に感謝に堪えません。有り難うご

ざいました。 

 自分の進んでいる道が正しいのかどうか迷う時が多々あり、そう

いう時はパスト会長が幾度か、私にエールを送って下さいました。

本当にその節は涙が出るほど嬉しかったです。有り難うございまし

た。パスト会長の方々にはいろいろご指導を仰ぎました。その節は

適切なご指導を本当に有り難うございました。これからも会員の皆

さんに迷惑の掛からないよう、私の出来る範囲で行動を共にしょう

と思っております。 

 最後になりますが、2014~15年度藤本会長が率いる千歳ＲＣの

会員も増え、益々充実したクラブ運営となりますようご祈念申し上

げます。この一年間本当にお世話になりました、有り難うございま

した。 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 
①春の叙勲で長澤 邦雄 パスト会長が保健衛

生功労により旭日双光章を受章されまし

た。5月に移動例会、夜間例会が重なって、

お祝いの機会を逸してしまい、長澤パスト

会長には大変失礼を致しました。川端年度

最後の例会となった本日のさよなら例会で

お祝い申し上げ、会長から花束を贈呈致し

ます。会員の皆さまには祝福の拍手をお願

いしたいと思います。なお、長澤パスト会

長の職業である医師という仕事を通じて社

会に貢献された事に対する叙勲ですので、浅利職業奉仕委員長、大

西社会奉仕委員長にも横断幕を持って登壇頂きます。 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

 

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、千歳プロバスクラブ会長 石田 宏司 様、幹事

長の野沢 邦彦 様と、7月より当クラブへ入会予定の、牟田 裕一 

様、紺野 富士夫様、春木  仁様、小畑  彰様、腰越 くり子様です。 

千歳ＲＡＣ会長挨拶（吉岡 毅 会長） 
 先日、6月21日（土）にANAクラウンプラ

ザホテル千歳で開催されました、国際ロータ

リー第2510地区ローターアクト地区大会へ沢

山のご登録・ご参加有り難うございました！当

日は全体で100名を超える登録を頂き、式

典、表彰式、卒業式、懇親会、2次会と最後ま

でお付き合い頂き有り難うございます。今回の

地区大会準備、当日のやり取りを通じて、アク

トのメンバーが一丸となって取り組んだ事によ

り、今まで以上にメンバー間の絆も深まった事

と思います。 

 今回、私は2度目の会長を経験させて頂きました。年度を終える

に従って少し寂しい感じもします。次年度は直前会長＆地区幹事と

して頑張りたいと思いますので、引き続きご指導ご鞭撻の程よろし

くお願い致します。1年間本当に有り難うございました！  

千歳プロバスクラブ会長挨拶（石田 宏司 会長） 

 皆さま、こんばんは。先程ご紹介頂きまし

た、千歳プロバスクラブ会長の石田でござい

ます。これから一年間お世話になっていきま

すのでよろしくお願い致します。プロバスク

ラブは、皆さんご承知かと思いますが、6年前

に千歳ロータリークラブが母体となって設立

されたクラブです。プロバスのプロはプロ

フェッショナルのプロで、色々な企業等の組

織でトップに居る方々の集まりです。現在60

歳から85歳までの会員が31名居まして、月

一度の例会を通じて会員の親睦を図っています。プロバスクラブは

私のイメージで申しますと、ロータリークラブを企業で例えますと

現役でバリバリの方々で、その企業の相談役的存在がプロバスクラ

ブかな、と感じています。豊かな経験をお持ちの方々が多く居ます

ので何か相談事がありましたら、是非、お役に立たせて頂きたいと

思っています。これから一年間よろしくお願い致します。 
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ニコニコＢＯＸ 

１．佐々木 昭 ＰＣ 先日19日から22日の4日間、千歳神社お

かげ参りに当クラブより藤本会長エレクト、中山会員、小笠原会

員と各会員ご夫婦で参加し、無事に帰りました。２．千歳ＲＡＣ 

吉岡会長 一年間有り難うございました。また先日6月13日土曜

に第3子が生まれました。杏奈ちゃんです。３．粟津 義幸 会員 

初めて木曜会のゴルフ（ではなく、マラソンの様でしたが）に参

加しました。走り過ぎました。ご迷惑お掛けいたしました。４．

高橋 憲司 会員 川端会長、齊藤副会長、大澤幹事、一年間本当

にお疲れ様でした。５．五十嵐  宏 ＰＣ  先日、千歳商工会議

所総会において北海道商工会議所会頭より感謝状を頂きました。

６．村田 研一 ＰＣ 本日の木曜会シャムロックカントリークラブ

でベストグロス賞の７９で回ってきました。しかし５位でし

た・・・。７．今野 良紀 会員 本日、久々に木曜会へ出席を致

しました。１００を一度も切った事が無い私ですがあと一歩、１

０１でした・・・。８．沼田 常好 会員 川端会長ご苦労様でし

た。本日、前千歳ＲＣのメンバーでありました北ガスの宮本さん

と業界の会議があり、二人でビールを飲みました。皆さまによろ

しくとの事でした。９．今村 静男 ＰＣ 本日、６１才になりま

した！！10．佐藤 晴一 会員 久し振りの例会です。11．中山 

和朗 ＰＣ 北海道商工会議所会頭より表彰状を貰いました。１

2．秡川 勝文 会員  川端年度最後の例会、最後の会報、一年間

有り難うございました。13．喜多 康裕 会員  さよなら例会準

備の為、木曜会の表彰式を欠席したのですが、大層な賞を頂けた

ようだ、との事でした。「まだ、手元には頂いてません

が・・・。」有り難うございました。14．川端 清 会長 一年

間有り難うございました。  

本日のニコニコ集計１４名 合計２８,０00 円  

りご協賛頂きました。本当に有り難うございました。皆さん、喜ん

でお持ち帰り頂きました。今後共、千歳ＲＡＣを何卒、よろしくお

願い致します。 

撞木の儀 

長澤 邦雄 パスト会長より 

 皆さま、こんばんは。実は先日ニコニコＢＯ

Ｘで先にご報告させて頂きました。この様に皆

さまから立派なお花を頂き、有り難うございま

す。この賞は私一人で頂いた訳では無く、これ

まで取り扱った出産数は1万2354件ですが、そ

の時に事故など一例も無かった事で頂いた訳で

すが、先輩や後輩、看護師や助産師の方々が支

えてくれた事や、私を守ってくれた家族等の協

力など、多くの方々のお陰で頂けたものと思っ

ております。今後は先日の例会でご紹介させて

頂きました、北広島市での福祉の方で頑張っていこうと思っていま

す。今後共お世話になりますが、よろしくお願い致します。 

②本日、武石 忠俊 パスト会長が満80歳の誕生日を迎えられまし

た。傘寿という大きな区切りの誕生日と例会が重なりました。会長

から花束をお贈りしてお祝い致します。 

武石 忠俊 パスト会長より 

  

 この様なお花を頂ける、という事を全然考

えていませんでした。本日の木曜会のゴルフ

コンペでは、幸いな事に優勝させて頂きまし

た。今後ともよろしくお願い致します。本日

は大変有り難うございました。 

 

 

 

 

③非常に惜しいのですが、明日6月27日に伊藤一三会員が64歳の

誕生日を迎えます。また、今村 靜男 パスト会長が6月21日に61歳

の誕生日を迎えていました。伊藤会員は残念ながら本日欠席です

が、今村パスト会長が出席しておりますので、ニア・バースデーと

いう事で齊藤副会長から記念品をプレゼント致します。おめでとう

ございます。 

今村 靜男 パスト会長より 

 大変有り難うございます。実は本日最終例

会ですのでニコニコＢＯＸを、と思っていま

したが、こういう形になるとは思っていませ

んでした。最近、色々な話をお聞き致します

が、お役所の方からの郵便物が色々届きまし

て、何々検査とか乗り物のシルバー特典な

ど、という案内などが多く来ています。この

歳になり一つ得をしたと思える事が、健康で

ある事だと思っています。私に近い方、引き

続き健康である事を願っています。本日は有

り難うございました。 

④今村会員が61歳になった21日、当ホテルでローターアクトの地

区大会が開かれ、当クラブから出席あるいは参加者へのお土産品提

供など頂きました。有り難うございます。ただ、当日の開会時刻が

30分早くなった変更事項を私自身も十分に認識しておらず、出席会

員にはご迷惑をお掛けしました。お詫び申し上げます。 

⑤本日の二次会は、7月入会予定の腰越くり子さんが経営するボル

スにて用意しております。新入会員の皆さんも遠慮なく参加して下

さい。 

⑥各委員会、各会員におかれましては1年間、クラブ運営にご協力

頂き、本当に有り難うございました。頑張ってくれた方々には心か

ら感謝致します。この後の懇親会も、親睦活動委員会が色々と企画

してくれております。ホテルが丹精込めた美味しい料理を味わい、

1年を振り返りながら最後までお楽しみ下さい。 

第２３回理事会開催報告 

千歳ＲＡＣ幹事報告（北村 秀美 幹事） 

 千歳ＲＡＣの幹事、 北村 秀美です。今回

は、幹事と地区大会実行委員長を兼ねてい

ますので合わせて報告致します。先日、6

月21日の千歳ＲＡＣホストの第41回地区

大会にご参加頂き、誠に有り難うございま

した。 

 千歳ＲＣ様より、会長 川端 清 様をはじ

め、12名の会員様にご参加して頂きまし

た。皆さまには、時間帯等でご迷惑をお掛

けし、大変申し訳ございませんでした。お

蔭さまで何とか第41回地区大会を終了する事が出来ました。有り

難うございました。 

 また、協賛につきましては、キリンビール北海道千歳工場様、千

歳民報社様、株式会社山三ふじや様、千歳アウトレットモール・レ

ラ様、北海道ガス株式会社千歳支店様、有限会社千歳スポーツ様よ

 

 

 

 

 

 
川端 清 会長から藤本 敏廣 次年度会長へ撞木（点鐘する時に使う

木槌の事です）が伝承されました。～詳しくはホームページをご覧

下さい～ 

 川端清会長年度（2013-14年度）最終となる第23回理事会が

18日、千歳市内の「北の華」で開かれました。 

 第21回理事会となる予定でしたが、年度末になって新規入会の

申し込みが重なり、会員選挙に向けたファックス理事会が相次いだ

為、理事会の回数が増しました。既に藤本 敏廣 年度（2014-15

年度）の理事会、委員会等が盛んに開かれ、活動計画作りが進む

中、川端年度は残すところ19日の年次報告例会②と26日のさよな

ら例会を残すのみです。川端会長は会の冒頭で出席した理事一人ひ

とりに対し1年間の労いと感謝の言葉を掛けながら、開会の挨拶を

述べました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

懇親会の様子 

 

 

※スペースの都

合上、全体写真

のみの掲載とさ

せて頂きます。

～内容盛り沢山

の懇親会でした

ので、是非ホー

ムページをご覧

下さい～ 
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