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～9月は次世代のための月間～

4日 第10回）早朝例会

第9回（通算２３３7回）例会報告
日時：2014年8月28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：出席・資料管理委員会
司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 今野 良紀 副委員長
四つのテスト： 国際奉仕委員会 藤川 俊一 委員長

お客様紹介（ 五十嵐 宏 副会長）

本日のお客様は、北海道千歳北陽高等学校の校長先生でありま
す、吉村 恭子 様です。

会長挨拶（ 藤本 敏廣 会長）
皆さん、こんにちは。8月
の最終例会にご出席頂きま
して有り難うございます。
皆さんも御承知の通り、
日本各地で豪雨による災害
が 多 発 し、多 く の 人 命 が 失
わ れ、今 も な お 捜 索 活 動 が
続 け ら れ て お り ま す。近 年
の気候現象は「異常気象」とひと言では片づけられないほ
ど、私たちの生活や環境に影響を及ぼしております。今一
度、防災や減災への意識を高め、真剣に取り組む必要があ
るとつくづく感じるところであります。そんな天災に見舞
われた8月ですが、大変あわただしく過ぎ去ろうとしてお
ります。
8月15日、千歳で初めてとなる大相撲千歳場所が開催さ
れ、千歳ロータリークラブより川端 清 パスト会長と藤川
俊一会員がスタッフとしてお手伝いされていました。大変
お疲れ様でした。当日は私も一観客として会場で観戦して
おりましたが、テレビ画面では感じる事の出来ない熱気や
気迫が感じられ、大変楽しく拝見する事が出来ました。た
だ60センチ角の座席はさすがに疲れましたが・・・
また、8月20日には千歳市民納涼盆踊り大会が開催さ
れ、千歳ローターアクトクラブの出店では、喜多委員長を
中心に沢山の皆さんが早くから会場入りしてお手伝い頂
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担当：社会奉仕委員会

青少年奉仕ＲＡC委員会

き、盆踊り大会を更に盛り上げて頂きました。有り難うご
ざいました。その大会の前段では第2回のＲＧ会ゴルフ大
会の開催もあり、大変活発にロータリー活動が行われてお
りました。
本日の例会は、北海道千歳北陽高等学校校長の吉村 恭
子 様の卓話です。多くの会員参加の下で更に活発なロー
タリー活動が展開出来ますように、本日はしっかり学ばせ
て頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事）
①9月の例会は予定通りです。尚
25日の例会はガバナー公式訪問です
ので多数の出席をお願いします。
②9月18日の夜間移動例会は「収穫
祭」とし、ポリオ撲滅の為の募金活
動を行います。当日は会員家族、従
業員にもご参加頂き、盛り上げたい
のでご協力お願いします。
③9月17日は千歳中央ライオンズクラブの創立32周年に会長・幹
事が出席予定です。
④10月の神戸南ＲＣ訪問は大まかな行程表が組めましたので近日
中にＦＡＸします。
⑤10月13日に開かれる「地球のステージ公演会」の実行委員か
ら後援依頼が有りました。理事会において後援する事になりまし
たが、9月の例会に実行委員会の方がチケット販売に来られると思
うのでご協力お願いします。

委員会報告
社会奉仕委員会 大西 信也 委員長
①9月4日（木）の早朝移動例会の
後に9月18日のフジパークでの収穫
祭の為の収穫作業を行います。例会
終了後6時30分頃より7時30分頃ま
での時間帯で行いますので、長靴・
軍手の着用と合わせ、汚れても良い
服装でご参加下さい。
②9月22日（月）に秋の交通安全運
動セーフティコールを実施します。
今回は例会の扱いではありませんが、参加者はメイクアップ対象
となります。詳しい事は後日FAX・メールにてご連絡致しますの
でよろしくお願いします。
ＲＧ・パークゴルフ会 ＰＣ 村田 研一 会長
①先日8月20日の第2回ＲＧ会ゴルフ大会では、平間会員が見
事、優勝致しました。おめでとうご
ざいます。次回第3回ＲＧ会ゴルフ
大 会 は、9 月 20 日（土）に シ ャ ム
ロックカントリー倶楽部にて開催さ
せて頂きます。12時集合、12時30
分スタートです。
②第1回パークゴルフ大会をフジ
パ ー ク ゴ ル フ 場 に て 10 月 11 日
（土）10時スタートで開催させて頂きます。会員のみではなく、
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ご家族や会社の従業員、千歳セントラルＲＣや千歳プロバスクラブ
の会員の皆さんと一緒に楽しく交流出来るようにと準備しておりま
す。多数のご参加をお願いします。

本題に入りますが、地域の学校としてまず、地域町内会との交流
をしています。町内会の総会に出席し、いろいろなご意見などを聞
き、それを生徒に伝えて意識を持ってもらい、地域とのコミュニ
ケーションに役立てています。町内会のふれあいカフェにも参加さ
せてもらい、七夕まつりや高齢者との交流などをしています。

ロータリー情報紹介
ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ

川端

清

委員

次に千歳ＪＡＬ国際マラソンへの全員参加です。１０数年前に当
時の教員が『千歳北陽高校ルネッサンス』を立ち上げ、以来ＪＡＬ
マラソンに参加を続けています。10キロが基本ですが、フルや
ハーフに参加する生徒もいます。
～詳しくはホームページをご覧ください～

本日は「ロータリーの友」の歩み
という事でお話ししたいと思いま
す。
1952年 -53年度 から、日本の 地
区は東日本と西日本の2地区に分割さ
れる事に決定されておりましたの
で、日本の2地区で共通の雑誌を発行
するとの決定がありました。これまで共に活動をしてきた日本の
ロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報
を共有するための機関誌として企画されたのです。

第7回理事会開催報告
8月28日の通常例会前に、第7回理事会が開催されました。今
回の議題は①9月の例会について②「収穫祭」への予算支出につい
て③9月25日ガバナー公式訪問について④10月神戸南ＲＣ訪問時
の宿泊先について⑤「地球のステージ」後援依頼について でし
た。
以下、上記議題に対して決まった事項です。

1953年（昭和28）年1月から、毎月発行する事、価格を50円
とするか広告を取って100円分の内容のある雑誌とする事、名前
を「ロータリーの友」とする事などが決定されました。最初、横
書きでスタートした「ロータリーの友」ですが、その後、俳壇、
歌壇など、横組みでは具合の悪い欄が始まり、これらを縦書きで
入れる事になりました。ページを開いていくと、横書きの中に突
然縦書きのページが出てきて読みにくいという読者であるロータ
リアンの声を受けて、1972（昭和47）年1月号から左に開ける
と横書き、右に開くと縦書きの現在のような雑誌の形になりまし
た。この時の表紙は陣羽織で、横書きには前から見た所、縦書き
は後ろから見た所、というように両面表紙の特徴を生かした面白
いものになっています。
～詳しくはホームページをご覧ください～

①9月の例会は予定通りとする。4日の早朝例会は「千歳高星大
学」から5人、ザ・ベルクラシックLienから20名位が参加予定。
11日の例会は千歳病院の佐藤医院長の卓話、18日夜間移動例会
は「収穫祭」、25日はガバナー公式訪問。
②収穫祭に全会員に付けてもらう為、「END POLIO NOW」の
ピンバッジを予備費から購入。また、ガバナーから依頼された新
聞広告についても同様に3万円を拠出。
③公式訪問の例会内容については次回理事会（9月11日）に三役
から案を提示。
④10月の神戸訪問は使用ホテルにより多額の料金差が生じる為、
東急インに集約、費用を抑える事で多数の参加を促す。
⑤10月13日に開かれる「地球のステージ公演会」の後援依頼に
ついて審議。費用負担も無い事から後援する事に決定した。

出席・管理委員会卓話
紹介：出席・資料管理委員会

伊藤

一三

ニコニコBOX

委員長

1．伊藤 一三 会員 8月15日の妻の誕生日にお花を頂き、有り

皆さん、こんにちは。本日の例会担
当の出席・資料管理委員会、委員長の
伊藤です。よろしくお願いします。本
日の卓話は、北海道千歳北陽高等学校
の吉村 恭子 校長先生にお願い致しま
した。先生は学校の経営はもとより、
町内会など地域の行事にも積極的に参
加され、バイタリティーのある活動を
されています。本日はその数々のご経験により感じていらっしゃる
事などをお話し頂く事により、私たちロータリーの活動にも参考に
なる事が沢山あるのではないかと思っております。

難うございます。 2．小畑 彰 会員 8月25日の妻の誕生日
に素敵なお花を頂きました。有り難うございました。3．大澤 雅
松 会員 ①盆踊り大会で川端前会長に、キリンビアフェスタで藤
本会長にビールを頂きました。ご馳走様でした。②キリンビア
フェスタのウイスキーセミナーで「呑んべ」だと判定されまし
た。4．秡川 勝文 会員 8月17日に行われました、柔道大会の
様子を千歳民報に載せて頂きました。大澤代表、有り難うござい
ました。5．腰越 くり子 会員 20日の盆踊り大会にフラダンス
協会で参加しました。千歳民報さんにその写真が大きく載りまし
た。有り難うございました。6．佐々木 金治郎 ＰＣ 過日、千
歳民報の記事「経営トップに聞く」のコーナーで掲載されまし
た。7．平間 和弘 会員 ①8月20日のＲＧ会でパートナーとハ
ンディに恵まれ優勝しました。②この大会では副賞も頂き、ニコ
ニコです。8．五十嵐 桂一 幹事 福田ＰＣが忙し過ぎ、急にゴ
ルフ協会の会長に就任する事になりました。来年の市民チャリ
ティゴルフもよろしくお願いします。9．今村 靜男 ＰＣ 京都
の次男が24日に親族のみで結婚式を挙げました。二人とも教員
なので30日に京都で祝う会を行いますので、明日から女房と
行ってきます。10．喜多 康裕 会員 8月24日にキリンビール
北海道千歳工場でのお祭りに行ってきました。美味しいビール、
美味しいジョニーウォーカー、最高でした。名川さん、有り難う
ございました。11．名川 誠 会員 「キリン北海道ビアフェス
タin千歳」に多数ご来場頂き、有り難うございました。12．川
端 清 ＰＣ 8月15日、大相撲千歳場所のお手伝いを藤川会員
と二人で行いました。13．浅利 美恵子 会員
千歳北陽高校の
吉村校長、ようこそロータリークラブへ。14．藤川 俊一 会員
8月15日、大相撲千歳場所の手伝いに川端ＰＣと行ってきまし
た。

本日のテーマは「地域に育てられる教育活動」となっておりま
す。最後までどうぞよろしくお願いします。
北海道千歳北陽高等学校 校長 吉村
恭子 様
皆様こんにちは。生徒の前で話すの
とはちょっと違い、少し緊張していま
す。貴クラブの伊藤一三様からお話が
ありまして、この場におります。いろ
いろな部分で「どうかな？」と考えま
したが、日頃から生徒達に「チャレン
ジせよ！何事にも挑戦だ！！」と言い続けている私が後ろ向きでは
駄目だ！と思い、参りました。こんな風に地域の子供たちを育てた
い！と言う思いを少しご理解していただき本校の応援団になってい
ただければと思いお話いたします。よろしくお願いいたします。
千歳北陽高校は開校42年目で全日制普通科高校フィールド制4年
目になります。フィールド制は、普通科の高校で生徒の様々なニー
ズにこたえるため一定のまとまりのある分野（フィールド）の選択
科目群を設定し、生徒が選択して学習できるようにするシステムで
す。1学年では、将来の進路等を十分考慮してフィールドを選択で
きるようガイダンスを行い、2学年以降にフィールドを選択しま
す。また、本校では人間環境、人文探求、社会情報探求の3つの探
求フィールドがあります。

本日のニコニコ集計14名

合計25,０00 円

出席率
今回：66.7％（ 8月28日＝38／57、実数）
確定：89.5％（ 8月 7日＝48／57､うちMu0名）
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