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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（８月７日 第６回）通常例会                        担当：国際奉仕委員会 

２０１４年８月７日 

第６号 （通算２２０９号） 

第５回（通算２３３３回）例会報告  

日時：2014年7月３１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：会員増強委員会 

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：会員増強委員会  ＰＣ  上井  昭一  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） 

～８月は会員増強および拡大月間～    

出席率 

今回：63.1％（  7月31日＝36／57、実数） 

確定：73.6％（  7月17日＝42／53､うちMu0名） 

 皆さん、こんにちは。さる7月26

日、シャムロックＣＣにて、本年度

初めてのＲＧ・パークゴルフ会のゴ

ルフ大会が多くの会員の皆さんの出

席のもとで開催されました。天候は

あいにくの雨でしたが、一日楽しま

せて頂きました。私のゴルフ歴はそ

れなりなのですが、スコアはそれと

反比例しておりまして、今回はブー

ビー賞を頂きました。次回は100を

何とか切りたいと考えております。 

  

 さて、来月の8月は「会員増強及び拡大月間」でありま

す。今年度千歳ロータリークラブは純増3名、会員60名を

目標に掲げており、本日の例会では会員増強委員会の村上

委員長より卓話を頂きます。皆さん一人がひとり推薦して

頂ければ会員は倍増となります。是非ともよろしくお願い

申し上げ、本日のご挨拶と致します。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

⑥最後に9月6日のローターアクト地区協議会のご案内が届いてお

ります。喜多委員長に取りまとめてもらいますが、7,000円の登

録料で13時の登録開始です。 

委員会報告 

  

 ①先週お伝えした通り、次週の例会は内容

が変更となります。講師は留学生ではなく、

千歳科学技術大学の小林 洵 教授をお招きし

て、グローバルシステムデザインについて卓

話をお願いしております。 

②この例会を含め、8月に当ホテルにて開か

れる例会は7日と28日の2回のみです。14

日は夏季休会、21日は20日の千歳市民納涼

盆踊り会場にて千歳ローターアクトクラブの

ビール販売テントでの夜間移動例会です。 

③10月最終週には友好クラブの神戸南ＲＣへの訪問です。先ほど

理事会にて内容を確認しましたので、近日中に文章にてご案内しま

す。かいつまんで紹介しますと、基本プランは26日出発、28日帰

千、例会は27日の夜間例会に参加します。観光組は観光バスのプ

ラン、ゴルフ組は神戸南ＲＣのメンバーに手配して頂くようになっ

ています。 

④先週報告しました、大相撲千歳場所のスタッフに関しましては、

副幹事の藤川 俊一 会員にお願いしました。 

⑤10月の地区大会の出欠返信の締め切りが本日となっていました

が、まだ返事の無い方が多数いらっしゃいます。お早目にお願いし

ます。 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 先程、五十嵐幹事からもご連絡がありま

したが、9月6日にローターアクトグラブの

地区協議会が開催されます。皆さま、どう

ぞよろしくお願い致します。また、先日の

夜間移動例会と本日の例会で千歳市民納涼

盆踊り大会の露店チケットの販売にご協力

頂きまして有り難うございました。この状

況ですと、昨年をはるかに超えて220枚程

売れたと思います。ローターアクトのメン

バーも喜んでくれると思います。ご協力有

り難うございました。 

ロータリー情報紹介（村田 研一 委員長） 
 皆さん、こんにちは。本日もよろしくお

願いします。現在、委員会では「ロータ

リーへようこそ」という冊子を製作中で

す。 

  

 ロータリーの綱領とは、ロータリーの目

標を簡潔に表明したものです。ロータリー

の奉仕とは、金額の大小ではなく、ロータ

リアンがおかれた千差万別な状況に応じ

て、自己の能力をかえりみて地域社会の為

に実践するものです。「Service Above 

Self」という言葉があります。「超我の奉

仕」と日本語で訳されました。超我とはそのまま訳すと自分を超

える奉仕とでも言いましょうか。では、自分を超える奉仕とは何

でしょうか。皆さんそれぞれの立場で考えて頂きたいと思いま

す。 

  

 会社の事でも趣味の事でも家庭の事でも特に町内会等もそうで

す。「Service Above Self」という奉仕哲学であり、ロータリー

は利他と利己の矛盾を和らげる人生哲学であります。その原則は

「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」という事であり、超

我の奉仕はロータリーの心の光明でもあります。その心の光明は

人により程度に応じて社会を潤します。 

  

 塚原ガバナー曰く、「「Service Above Self」は日本語で「超

我の奉仕」と訳された訳ですが、余りに堅過ぎると感じます。米

山 梅吉 さんが訳した「奉仕第一、自己第2位」という位のニュア

ンスで良いと思います。」と話されました。玉ねぎの皮を1枚ずつ

剥いていくと最後に芯があります。その芯に当たるものがService

なのです。 

ロータリーとは何か、という問い対しては幾らでも難しい言葉で

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/8c2bc8181fb353ab90a814c222277e6d3.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/462f5bf75d93c257e684edfda2bc63644.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/2d3ec57462cc6521fc5b9d181d15db113.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/7ca1296c1988e5d520871a97f202f1bc1.jpg


2 

 

 

会員増強委員会卓話 
会員増強委員会 村上 倫行 委員長 

  

 本日、皆さまのＢＯＸに「会員増強ア

ンケート」が入っていると思います。卓

話の間にご記入をお願い致します。ま

た、7月13日に地区の会員増強セミ

ナーがあり、その配付資料の中にありま

した、「ピーク時から33％減った日本

の会員」の資料を合わせて配布しており

ますのでご覧下さい。世界及び日本の会

員の増減が分かると思います。 

 

 

「25分間の会員調査」と称して、年に一度アンケート調査を行っ

ていますが、新会員を推薦する責務をロータリアンの皆さまに思

い起こさせると共に、入会見込み者リストを作成する為にも有益

です。今年は委員会を数多く開催し、入会して頂く為のアクショ

ンを起こしていく予定です。 

 

以下、卓話の概略文章です。 

※委員会から提供して頂いた資料です。内容はホームページでご

確認下さい。 

 

 2012-13年度の 田中 作次 ＲＩ会長の時に「ＳＡＫＵＪＩ大

作戦」と称して、国内のロータリアンを2013年6月までに10万

人とする増強目標を立てましたが、残念ながら達成出来ませんで

した。本年2014-15年度はゲイリーＣＫ・ホワンＲＩ会長の

下、「ＳＡＫＵＪＩ大作戦」から「サクセスジャパン大作戦」と

名称を変え、2015年6月末までに10万人達成という新たな目標

を立てました。当クラブでは、7月の新年度から5名の新入会員を

迎え、57名でスタートし、2015年6月までに60名という目標を

立てています。達成手段としては5つの手段が考えられます。 

  

 2014年7月13日（日）に札幌ルネッサンスホテルにて地区会

員増強セミナーが開かれました。2014-15年度の地域別会員増

強計画として、①ＳＡＫＵＪＩ作戦の推進（遠方の友人の勧誘）

②女性比率の向上③会員維持（退会者を減らす）④新しいコンセ

プトのクラブ拡大（各地区1クラブ）が挙げられました。 

  

 会員増強の課題として、「元気なクラブの実現」と「ロータ

リーファミリーの形成」が挙げられます。上記の会員増強計画を

ベースに「サクセスジャパン大作戦」を成功させる為、全会員は

会員増強に貢献する責務、すなわち新会員の推薦がある事を理解

して下さい。 

 

 村上委員長から一通り説明があった後、会員増強セミナーに参

加された、大西 信也 委員より、当日のセミナーの様子をお話して

頂きました。 

 ～大西 信也 委員より～ 

 先日開催されました、地区会員増強セミ

ナーの講演の内容を少しお話したいと思い

ます。会員が何故少なくなってきたのか、

それは中小企業の経営の悪化が一番大きい

のではないか、と話しておりました。ま

た、ロータリアンとして裾野を広げる上で

も、「主婦」会員を認めても良いのではな

いか、という話も出ていました。 

  ロータリーは単年度主義であります。その弊害があるとして、

クラブの長期計画の必要性を訴えておりました。例会時間を有効活

用した方が良いとの事で、柔軟性のある運営、楽しい例会を開催し

ても良いのではないでしょうか。また、昨年度と同じ事を今年度も

行っていくと、活動がマンネリ化し滅びの道に繋がっていく事にな

ります。会員同士の話し合いも凄く重要です。話し合いを活発に行

い、会員の皆さまに数多く発言をして貰えば、発言すると実行しな

ければなりませんので、結果、クラブの活性化に繋がります。その

他、クラブの3年後、5年後がどの様になっているのか、どの様に

していきたいのかをクラブの中で話し合って欲しいとの事です。そ

れがクラブの活性化にもなり、魅力あるクラブになる事に繋がるの

で退会防止にもなるのでは、との事でした。結論としては、会員を

増やすも減らすも皆さまのやる気一つという事です。やる気を出す

には全員を巻き込み、少人数グループでの話し合いが最も効果的で

あるとの事でした。計画・立案も無理なく進め、将来のクラブのあ

り方を話し合う事もそうですが、まずはやってみる事が大事という

事でした。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

議論する事が出来ると思います。しかし、真相はいつも単純にし

て平凡なものです。ロータリーとは超我の奉仕の事なのです、と

も書いてありました。奉仕の理想とは、「他人の事を思いやり、

他人の為に尽くす」という事です。以上で本日のロータリー情報

を終わらせて頂きます。 

第６回理事会開催報告 

 7月31日の通常例会前に、第６回理事会が開催されまし

た。今回の議題は①今後の例会について②大相撲千歳場所

のスタッフ選定について③9月「ロータリーデイ」に向け

た「収穫祭」開催について④地区大会の移動について⑤神

戸南ＲＣとの合同例会について でした。 

  

以下、上記議題に対して決まった事項です。 

  

①8月の例会は7日が講師の変更、他は予定通り。9月4日

の早朝例会は集合時間を5時30分とする。 

②依頼された、8月15日の大相撲運営委員は藤川 俊一 副

幹事に決定。 

③9月の夜間移動例会は「収穫祭」と決定、前週の例会終

了後に収穫作業は終わらせる。 

④10月の地区大会は5日（日曜）の集合時間を7時30分と

し、バスで移動して懇親会まで出席し、18時30分にロイ

トンホテル出発と決定。尚、会長幹事は4日（土曜）も出

席する。 

⑤10月の神戸南RC訪問は出発を26日、帰りは28日を基

本プランとして会員各位に案内をする。 

ニコニコＢＯＸ 

１．伊藤 一三 会員 出席・資料管理委員会で担当しております

会員名簿を、目標の7月中にお手元にお渡しする事が出来ました。

ご確認願います。２．五十嵐 桂一 幹事 遅くなりましたが、妻の

誕生日にお花を頂きました。３．南雲 州治 会員 先週、伊豆大

仁カントリーで行われた、センチュリー21レディーストーナメン

トのプロアマ戦に加盟の資格で出場して参りました。成績は33

チーム中8位でしたが、人気の木戸愛プロと18ホールの時間を共

有し、とても幸せな一日でした。私のゴルフ人生で一生忘れる事

の出来ない思い出になりました。４．須川 美和 会員 先日の26

日（土）ＲＧ会に初参加しました。スコアもお天気も今一でした

けど楽しかったです。５．瀧澤 順久 会員 ①妻の誕生日に花を

頂きました。②千歳商工会議所のビアガーデンは本日より開催致

します。皆さま、チケットのご協力有り難う。６．春木 仁 会

員 暑い日が続きます。今日から、ちとせビアガーデンが開催。

キリンビールを飲んで夏を満喫します。７．加藤 輝明 会員 第

1回ＲＧ会で優勝致しました。８．沼田 常好 会員 3週振りの

ロータリー例会です。９．喜多 康裕 会員 ①千歳民報杯ＰＴＡ

ソフトボール大会で我が緑小チームが2連覇を達成しました。大澤

さんから優勝旗を頂き、名川さんから副賞の一番搾りを頂きまし

た。有り難うございます。②楽天ＥＸＰＯ2014にて2012年に

続いて2度目の成功のコンセプト賞を頂きました。これからも頑張

りますので、皆さまのご指導をよろしくお願いします。10．腰越 

くり子 会員 先日のＲＧ会でゴルフ歴25年、初めて39でまわり

ました。11．末廣 孝  ＰＣ ＲＧ会ゴルフで副賞が当たりまし

た。足が悪く出場出来ませんでしたが、来月から出られそうで

す。12．前田 浩志 会員 ①先日のＲＧ会で人生初のパーを取り

ました。②好調だったと思われる方も居るかと思いますがＢＭで

した。指定席にならないように修行頑張ります。 

本日のニコニコ集計１２名 合計３１,０00 円  
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