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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３１日 第５回）通常例会                      担当：会員増強委員会 

２０１４年７月３１日 

第５号 （通算２２０８号） 

第４回（通算２３３２回）例会報告  

日時：2014年7月24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：ロータリー情報・定款細則委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 ＰＣ 佐々木 金治郎 委員 

四つのテスト：職業奉仕委員会 浅利 美恵子 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（ 藤本 敏廣 会長） 

～７月はロータリー親睦推進月間～    

出席率 

今回：64.9％（  7月24日＝37／57、実数） 

確定：85.9％（  7月10日＝49／53､うちMu0名） 

 皆さん、こんにちは。会長就任より次

週例会で早1ヶ月が経ちますが、参加行

事の多さと、学ぶ事の多さに驚くと同時

に、日々追われている状況です。 

  

 7月13日、2014～15年度地区会員増

強セミナーに、大西社会奉仕委員長と出

席して参りました。今年度ＲＩ第2510

地区は70クラブ、2,584名の会員で、増

員は70名でありますが、その一方で6月

末の退会者が何名になるか分からない状況であり、新入会員に加入

して頂くのは勿論の事ですが、退会者をいかに食い止めるかが会員

増強の一つである、と改めてそう感じました。ＲＩでは、会員増強

1名毎に、襟ピンの他にブルーの裏アテが贈呈されます。是非皆さ

んも、まずは一人がひとり推薦して頂き、入会すれば会員は倍増で

す。是非ともよろしくお願い致します。 

  

 7月15日には第7グループの会長幹事会に出席して参りました。

菊池ガバナー補佐からロータリー財団寄付について、再度会員ひと

りについて150ドル、千歳ＲＣとして5,000ドルという事をお願

いされまして、先の理事会でも決定致しましたが、不足分について

は特別寄付で賄いたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

い致します。また、ポリオ基金についても地区で1クラブ1,500ド

ルと予算付けしておりますが、会員数が5名の所もありますので、

会員数の多い所につきましては会員1名に付き、5,000円を目標に

集めて欲しいとの事で、千歳ＲＣの目標は30万円位となります。

9月に収穫される農園での収益では到底厳しい数字になりますの

で、こちらに関しましても皆さんのご協力をお願い致します。 

  

 重ね重ねのお願いばかりの挨拶となりましたが、本日の例会、ど

うぞよろしくお願いします。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

てお申込み下さい。取りまとめはロータリークラブでは行いませ

ん。 

③川端直前会長が大相撲千歳場所実行委員会委員として出ています

が、実行委員会より8月15日開催当日のスタッフについて当クラ

ブから1名出して頂きたいと依頼がありました。これから人選につ

いて検討したいと思います。 

④最後に10月4日、5日のＲＩ第2510地区、地区大会関連のご案

内を本日皆様にFAX等で発送しました。入会3年未満の会員は出席

が義務付けられておりますので、内容をご確認の上、お申し込みお

願いします。なお、現時点では5日（日曜日）にバスをチャーター

して地区大会に参加する事を考えております。 

委員会報告 

①既にFAXなどで受け取られている会員も

いると思いますが、RI2510地区第7グルー

プ6クラブ合同親睦ゴルフコンペが、8月

19日に北広島RCがホストで開催されま

す。詳しい内容は通知文でご確認下さい。

出席を予定されている方は7月31日までご

連絡お願いします。 

② 千 歳 市 社 会 福 祉 協 議 会 か ら「チ ャ リ

ティーパークゴルフ交流会」のお知らせが

届いております。日時は8月23日9時から

13時までとなっております。参加ご希望の

方は詳細を各テーブルの用紙でご確認頂き、各自、町内会等を通じ

2013-14年度決算及び監査報告（大澤 雅松 前年度幹事） 

 一般会計の収入は、会員増などで増収

しました。支出は地区補助金事業が認め

られず、実施しなかった事などで減少し

た分を、さよなら例会の料理単価を上げ

て会員に還元した他、特別積立金や次年

度繰越に当て、予算以上となりました。

特別会計はニコニコＢＯＸ収入が予算を

達成し、繰越金の累計を230万円台まで

増やす事が出来ました。 

 

 

監査報告：ＰＣ 中山 和朗 会計監査 

 

 7月9日に沼田 常好 監査と共に帳簿、

領収書など書類を厳正に監査し、正確に

適正な処理がされている事を認めました

のでご報告申し上げます。 

国際奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

 

 来月8月7日の国際奉仕委員会の担当例

会の件です。当初はドイツからの留学生

の卓話を予定しておりましたが、留学生

が急遽来られなくなったとの事で、内容

を調整させて頂いております。内容が決

まりましたら、改めてご連絡したいと思

います。 
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ロータリー情報・定款細則委員会卓話 
ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＧ 佐藤 秀雄 委員 

 

～以下、卓話の抜粋です。～  

 数多いロータリーの公式文書の中で、

奉仕の理念に触れているのは「決議23-

34」のみです。ロータリーは、基本的に

は一つの人生哲学であり、それは利己的

な欲求と義務及びこれに伴う他人の為に

奉仕したい、という感情との間に常に存

在する矛盾を和らげようとするものであ

る。この哲学は奉仕の哲学であり、実践

理論の原理に基づくものである。」と定

義されています。ポール・ハリスはその著書の中で、ロータリー

の「奉仕の理想」について、『ロータリーの概念する奉仕の理想

とは、物の過程の最初に奉仕を置くものである。もっとも愚かな

方法は金銭に集中する事である。』と述べ、更に『有史以来、偉

人中の最大偉人等がその言にその行に宣揚し来ったものは、「奉

仕第一、自己第二」というスローガンの中に要約され得る教義で

ある』と説明しています。 

『決議23-24』 

第1条ロータリーの奉仕理念が説かれています。第2条ロータリー

クラブの役割について。第3条国際ロータリーの役割について。 

第4条ロータリー運動は単なる理念の提唱ではなく、実践哲学であ

ること。第5条クラブの自治権について。第6条社会奉仕実践の指

針について。となっております。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 稲川 和伸 副委員長 

 

 本日の晩、千歳ＲＡＣ第1回定例会をち

とせインターゴルフクラブ・レストランイ

ンターにて開催致します。18時30分より

食事、19時より例会となっております。毎

回、当クラブからローターアクトの定例会

に参加する方が少なく、委員長が大変寂し

い思いをしています。皆さま、お忙しいと

思いますが、ご都合の付く方は是非ご参加

をお願い致します。 

 

ＲＧ・パークゴルフ会 ＰＣ 村田 研一 会長 

 明後日、7月26日に第1回のＲＧ・パー

クゴルフ会のゴルフ会をシャムロックＣＣ

で開催します。まだ余裕がございますので

参加希望の方は私の方までご連絡下さい。

食事をしてからのスタートとなります。ま

た、先程ご案内がありましたが、第7グ

ループ親睦コンペが札幌北広島ゴルフクラ

ブで8月19日に開催されます。また、ゴル

フをされない方でも北広島クラッセホテル

で18時30分から懇親会がありますので、

合わせてご参加をお願い致します。 

ロータリー情報紹介（村田 研一 委員長） 

千歳ＲＡＣ第１回定例会開催報告 
 7月24日（木）19時より、ちとせインターゴルフ「レストラン

インター」にて千歳ＲＡＣの第1回定例会が開催されました。ＲＩ

第2510地区ローターアクト委員長の坂井 治 様（千歳セントラル

ＲＣ 幹事）をはじめ、スポンサークラブの千歳ＲＣより6名、千

歳セントラルＲＣより3名、恵庭ＲＣより4名の会員と、オブザー

バー1名、千歳ＲＡＣからはメンバー11名が参加されました。 

 新旧役員のバッジ交換や新入会員の入会式などが行われた後、

2013-14年度の活動・決算報告、2014-15年度の活動・予算計

画が報告されました。発表の場面では、内容に関して、参加した

ロータリアンから意見や指摘などが幾つか出され、今後修正や再検

討の必要が出た案件などもあり、アクトメンバーにとっては緊張感

溢れる報告の場面となりましたが、今後の対応が未来へ向けての千

歳ＲＡＣの礎となる事を期待しています。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ＲＧ・パークゴルフ会 第１回ゴルフ大会開催報告 

 7月26日、昨年度までの「木曜・パークゴルフ会」からＲＧ

（ロータリーゴルフ）・パークゴルフ会（村田 研一会長）へと名

称が変わってから初めての開催となる、第1回ゴルフコンペが、

シャムロックＣＣにおいて、18名の参加者を集めて行われまし

た。本大会の成績については、以下の通りです。（敬称略）  

 

優 勝 加藤 輝明 準優勝 村田 研一 三 位 羽山 昇蔵 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 皆さん、こんにちは。千歳ＲＣにも新入

会員が多数入会して頂きましたので、改め

てＲＣについてお話ししたいと思います。

ＲＣでは、皆さんと一緒に「四つのテス

ト」を唱和し、ロータリーソングを歌いま

す。新入会員の皆さんは、是非一日も早く

覚えて頂きたいと思います。合わせて、嬉

しい事、楽しい事がありましたら、ニコニ

コＢＯＸへの寄付をお願いします。そし

て、例会には必ずバッジを着用して下さ

い。ロータリーバッジはロータリーを良い

方向へ循環させるべく歯車が付いています。皆さんの会社も良き方

向へ循環するよう願っています。 

 

 さて、ＲＣの究極の目標とは何でしょうか？人生の中で如何に

「エゴと決別する」かを学ぶ事です。エゴとは何でしょうか？弱

い、いや悪い自分です。皆の前では強がったり、恰好良く見せた

り、良い事を言ったりしますが、人間は本来、弱い動物です。

「ロータリーの例会は人生の道場」であり、「ロータリーは生涯学

習の場」です。と言われております。個人的な意見ですが、どうか

入会されたからには一つでも良いですからご自分を変えてみて下さ

い。家事の手伝いをするようになった、ですとか煙草を止めた、

ロータリアンの免許はゴールドが当たり前と言えるようになる

（笑）、ですとか。良い意味で自分はロータリアンなのだ！という

プライドを持って行動する事がゴールドへと繋がる道なのです。

（笑）自分の中にもう一人の自分が居ると思います。「悪い自分、

エゴとの決別」について今一度自分自身で色々と考えてみて下さ

い。最後に、これから私もロータリーをもっともっと勉強していき

たいと考えております。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ニコニコＢＯＸ 

１．五十嵐 宏  副会長 ①ニューサンロード商店街、夏まつりが21

日無事終わりました。②22日、暴力追放協議会、ゴルフコンペが

31名の参加で無事終わりました。有り難うございました。２．藤

井 雅一 委員 8月28日18時30分よりキリンフローズン生を楽

しみながらのビンゴパーティを開催致します。現金のつかみ取り

など景品多数、お一人6,500円です。宜しく！３．齊藤 博徳 会

員 弊社併設カフェアールフローが「じゃらん特集」ドライブで

立ち寄る店として8月20日号に掲載されます。４．瀧澤 順久 会

員 今日、妻の誕生日。お花を有り難うございます。５．佐々木 

金治郎 ＰＣ ①丸駒オリジナル清酒と焼酎を、一年前支笏湖の

水深15ｍの所に沈め、その寝かせておいた酒と焼酎を上げるセレ

モニーが千歳民報社他各新聞の記事になりました。特に焼酎はま

ろやかな味になりました。②7月26日・27日、支笏湖湖水まつり

がございます。支笏湖で見る花火は最高です。是非、見に来て！

６．長澤 邦雄 ＰＣ 夜間移動例会でフローズンビールを頂きま

した。私にはやはりキリンは「一番搾り」か「ラガー」です。

７．大澤 雅松 会員 ①7月19日千歳民報市民納涼花火大会、天

候に恵まれ大成功でした。皆さまに心から感謝します。次は26日

の支笏湖湖水まつり「湖上花火大会」です。②前回夜間例会で

「フローズン〈生〉」ごちそうさまでした。８．上井 昭一 ＰＣ 

①フローズンビール、ごちそうさまでした。②家内の命日にお花

を頂き、有り難うございます。９．村田 研一 ＰＣ 本日の例

会、ロータリー情報・定款細則委員会担当です。佐藤秀雄ＰＧよ

り、ご講話を頂きます。佐藤ＰＧ、よろしくお願い致します。

10．佐々木  昭  ＰＣ ①我が家のハスカップ園も無事終了しまし

た。昨年の収穫の3分の2程でした。②農業委員の選挙、無投票で

したが13人に当選証書を渡しました。11．中山 和朗 ＰＣ キ

リンビール夜間移動例会にて沢山のビール券が当たりました。有

り難うございました。12．佐藤 秀雄 ＰＧ 北洋銀行のゴルフコ

ンペでベスグロ、並びにドラコンを頂きました。13．秡川 勝文 

会員 7月11日に千歳武道館で行われた、石狩管内中体連柔道大

会で外部コーチをさせて頂いています。勇舞中学校柔道部が男女

団体アベック優勝しました。14．武石 忠俊 ＰＣ 妻の誕生日、

お花有り難うございました。15．腰越 くり子 会員 今日、ニコ

ニコＢＯＸ担当致しました。これからも皆さまの善意の寄付金を

どんどん入れて下さい。よろしくお願いします。(^^♪ 

本日のニコニコ集計１５名 合計２６,０00 円  
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