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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１０日 第２回）通常例会（年度計画発表②）                 担当：三 役 

２０１４年７月１０日 

第２号 （通算２２０５号） 

第１回（通算２３２９回）例会報告  

日時：2014年７月３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（年度計画発表①）      

担当：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 齊藤 博徳 委員長 

四つのテスト：ロータリー情報・定款細則委員会 

                  末廣 孝  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（ 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：70.1％（  7月  3日＝40／57、実数） 

確定：75.4％（  6月19日＝40／53､うちMu0名） 

 皆さま、こんにちは。改めまして、千

歳ロータリークラブ 第47代会長を務め

ます藤本です。本日は2014～15年度、

千歳ＲＣの初陣を飾る、第1回目の例会で

あります。ご出席頂き、誠に有り難うご

ざいます。また、本日は千歳セントラル

ロータリークラブ会長の白木様、副会長

の大久保様、幹事の坂井様にもご出席頂

いております。公務ご多忙の中、誠に有

り難うございます。 

  

 今更言うまでもありませんが、在籍27年目にして大変大きな試

練を与えて頂きました。まさかこの点鐘を鳴らす事になると

は・・・。平々凡々と過ごしてきた27年間のロータリークラブ生

活も本日の「開会の点鐘」をもって終了です。（笑）これよりは、

例会の度に冷や汗・脂汗の1年がスタートします。しかしながら、

このような貴重な機会を与えて頂いた事、今はまだ喜べる程の余裕

はありませんが、感謝しております。 

  

 27年前（1987年・昭和62年）、ロータリークラブの門を叩い

たのは42歳でした。その当時の事を少し思い出してみますと、バ

ブル一直線、右肩上がりの日本経済であり、ＮＴＴ株が上場とな

り、1株160万円の初値、その後300万円まで急騰するなど、そ

の一端を知る事が出来ます。また、7月には昭和の大スターである

石原裕次郎氏が52歳の若さで永眠し、11月には世界を震撼させた

大韓航空機爆破事件がありました。そして、地球上の人口が50億

人を超えた年でありました。今では71億人を超えたその人口です

が、その一方で日本の人口は減少の一途を辿り、まさに超高齢化社

会へと加速しています。 

  

お客様紹介（五十嵐 宏 副会長） 

 

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、千歳セントラルロータリークラブの2014-15

年度三役の皆さまに来て頂きました。白木 松敏 会長、大久保 尚 

副会長、坂井 治 幹事です。 

千歳セントラルＲＣ会長挨拶（白木 松敏 会長） 

 皆さん、改めましてこんにちは。本

日、我が千歳セントラルＲＣの今年度新

役員としての、ご挨拶にまいりました。

スポンサークラブの皆さんには当クラブ

が創立以来、大変お世話になりっぱなし

です。また、今年度も私、会長 白木 松

敏 がお世話にならなければなりません。

どうかよろしくお願い致します。 

  

私、白木 松敏 は千歳セントラルＲＣの

創立メンバーとして、先日お亡くなりになられました、千歳印刷の

高田 昭治 パスト会長の推薦で入会致しました。高田 昭治 さんに

は公私共々、大変、気に掛けて頂きました。感謝をしております。 

  

 私は、人前での挨拶など大変苦手ですし、頭の回転も良い方では

ございませんが、情熱だけは持っているつもりです。ただ、その情

熱を出し過ぎて、一人走りをしてつまずく事も度々あります。今後

は会長として自分磨きの為にも修行を続けてまいりますので、スポ

ンサークラブの皆さんからどうかプロデュースを頂き、この1年間

を”人一倍の情熱を持って”乗り越えたいと思っています。手間の

掛かる私、白木 松敏 ですがよろしくお願い致します。 

  

 最後になりましたが、スポンサークラブの皆さんが、これからも

健康で笑顔溢れる元気な毎日を過ごせますように心よりお祈りし、

新任のご挨拶と致します。本日は大変有り難うございました。  

そんな訳で、私達の取り巻く環境や社会・企業活動は時代と共に大

きく変化しました。そして私達自身も時代に対応しながら、今なお

変化しています。変えてはいけないもの、変えるべきもの、時に難

しく悩ましいところではありますが、変化に躊躇するのではなく、

視野を広げて「変える・変わる」楽しみを見出す、そんな発想が大

切なのかもしれません。 

  

本年は「視野を広げて楽しみを見出す」そんな気概で、皆さまと共

に千歳ＲＣを楽しく盛り立てていきたいと考えております。改め

て、皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げ、ご挨拶としたいと

思います。 

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

①まずは今年度のスケジュールと組織図

を皆さまにお配りしております。自分の

所属委員会のご確認をお願いします。 

②会費納入に関する請求書が出来ており

ますので、それぞれご確認下さい。 

③7月の例会は合計5回、今週と来週は各

委員会の活動計画発表、17日はキリン

ビールハウベにて千歳RACとの合同例会

で毎年恒例のジンギスカンを食べながら

の例会となります。移動手段については

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/6005d5c1eaf51f770037bccfdf037e14.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/2955e7d1bd2c8b2b4f002723c08760ff.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/8c2bc8181fb353ab90a814c222277e6d.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/ba953af99e8b0f873d7641abfafbf90e.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/462f5bf75d93c257e684edfda2bc6364.jpg
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤本 敏廣 会長 2014～15年度の会長を務めます。一年間

会員の皆さまのご支援ご協力をお願いします。２．五十嵐 宏 副

会長 副会長として一年間よろしくお願いします。３．五十嵐 

桂一 幹事 慣れない幹事ですが、精一杯務めますので皆さま一年

間よろしくお願いします。４．長澤 邦雄 ＰＣ 叙勲の受賞に対

し祝いのお花を頂き、有り難うございました。５．藤川 俊一 会

員 今年一年間、ロータリー財団・米山記念奨学委員長を務める

事になりました。よろしくお願いします。６．今野 良紀 会員  

SAA・プログラム委員会、社会奉仕委員会とガンバリます。よろ

しくお願いします。７．伊藤 一三 会員 ①6月26日、さよなら

例会を出張の為、欠席して申し訳ありませんでした。にもかかわ

らず誕生日プレゼントとしてワインを頂き、有り難うございまし

た。 (^O^) ②新年度、藤本会長の下で出席・資料管理委員長をさ

せて頂きます。山中副委員長はじめ各委員の方々の協力を頂き、

頑張ります。８．大西 信也 会員 今年度、社会奉仕委員長で

す。ご協力、よろしくお願いします。９．前田 浩志 会員 川端

年度のHP、会報作業が無事に終わり、藤本年度の会報委員長がス

タートです。なかなか作業から解放されませんがご協力お願いし

ます。10．藤井 雅一 会員 本年度、クラブ奉仕委員長をさせて

頂きます。何卒よろしくお願い致します。11．坂井 治  千歳セ

ントラルＲＣ幹事 地区ローターアクト委員会に喜多会員が出て

下さいます。12．川端   清 ＰＣ 一年間無欠席で終わりまし

た。体調管理に気を遣って下さった方々にお礼申し上げます。有

り難うございました。13．福田 武男  ＰＣ 末娘のおめでたの

為、上海に来ており、藤本、五十嵐年度の第一例会に出席出来な

くて残念です。また、今日から入会させて頂いた、ファミリー歯

科院長の小畑 彰をよろしくお願いします。 

本日のニコニコ集計１３名 合計４６,０00 円  

春木 仁 会員のご紹介 

紹介者：藤本 敏廣 会長 

北洋銀行 千歳中央支店 支店長 

昭和38年3月生まれ 満51歳 

所属：出席・資料管理委員会 

※新入会員の皆さま、よろしくお願いします。 

～詳しい模様はホームページをご覧下さい～ 

後日お知らせします。24日はロータリー情報委員会、31日は会員

増強委員会の担当例会となりますので、よろしくお願い致します。 

④今年度は友好クラブである神戸南RCにこちらから訪問する年度と

なります。10月27日の神戸ポートピアホテルでの夜間例会に出席

する事になりますが、旅行の日程等は今月末までに皆さまにお知ら

せ致します。多数の参加をお願いします。基本的にゴルフ組と観光

組に分かれ、ゴルフは神戸の方々と一緒にプレー、観光は神戸の観

光バスを利用するプランとなる予定です。 

⑤地区大会は10月の1週目4日・5日の2日間ですが、バスを手配し

て皆さまには5日の本会議、シンポジウム、記念講演に出席して頂

く予定です。 

⑥来年の話になりますが、恵庭RCクラブの45周年が5月23日、IM

が北広島RCクラブのホストにより5月30日に予定されておりま

す。 

新入会員入会式 

牟田 裕一 会員のご紹介 

紹介者：村上 倫行 会員 

有限会社 北斗サービス 代表取締役 

昭和41年1月生まれ 満48歳 

所属：出席・資料管理委員会 

紺野 富士夫 会員のご紹介 

紹介者：名川 誠 会員 

キリングループロジティクス 株式会社 北海道支社 支社長 

昭和35年8月生まれ 満53歳 

所属：出席・資料管理委員会 

腰越 くり子 会員のご紹介 

紹介者：村上 倫行 会員 

ラウンジバー ボルス 経営者 

昭和44年3月生まれ 満45歳 

所属：親睦活動委員会 

小畑 彰 会員のご紹介 

紹介者：福田 武男 ＰＣ（代理紹介：五十嵐 桂一 幹事） 

医療法人社団北楡会 ファミリー歯科クリニック 院長 

昭和37年8月生まれ 満51歳 

所属：親睦活動委員会 

地区出向者への委嘱状伝達 

伝達者：藤本 敏廣 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014-15年度ＲＩ第2510地区 ローターアクト委員会 喜多 

康裕 委員 

2014-15年度にＲＩ第2510地区へ出向する、福田 武男 パスト

会長、喜多 康裕 会員へ委嘱状が届きました。例会出席の喜多会員

へ藤本会長より委嘱状が手渡されました。 

委員会報告（喜多 康裕 委員長） 

青少年奉仕・ローターアクト委員会より 
 7月2日の水曜日に、北海少年院の運

動会に来賓として出席致しました。来賓

の受付に並んでいたところ、担当の教官

に「保護者の方はあちらの受付です。」

と言われてしまいました・・・「一応来

賓です。」と断りを入れ、そのまま並び

ましたが・・・ 

 天候はやや薄曇りで、暑過ぎず寒過ぎ

ず、適度に風も吹いている絶好の運動会

日和でした。そんな中で行われた運動会

は、院生達の真摯に競技に取り組む姿、

仲間を応援する姿、心からの笑顔、更にはそれをサポートする教官

の方々の一生懸命さ、我が子を見守る親御さん達、全てが一体と

なった素晴らしいもので、大変感動しました。その感動と共に、自

分も一人の親として、この子達がどこで道を間違えてしまったのか

を考えると共に、今後の更生を心から願う次第です。 

 以上、報告です。この度は貴重な経験をさせて頂き、有り難うご

ざいました。 

年度計画発表① 
（会長・委員長からの計画内容の詳細については、今年度発行の年

度計画書をご覧下さい。） 

クラブ奉仕委員会 藤井 雅一 委員長 

ＳＡＡ・プログラム委員会 齊藤 博徳 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・資料管理委員会 伊藤 一三 委員長 

ロータリー情報・定款細則委員会 村田 研一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＧ・パークゴルフ会 村田 研一 会長 

藤本 敏廣 会長 

 

 

         

～ 詳 し く は ホ ー ム

ページをご覧下さい

～ 
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