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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 （10月16日 第16回）   夜間移動例会             担当：親睦活動委員会/健康委員会 

２０１４年10月16日 

第1５号（通算2218号） 

第15回（通算2343回）例会報告  

日時：2014年10月9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：環境保全委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  大澤 雅松 委員 

四つのテスト：親睦活動委員会  佐藤 晴一 委員  

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

お客様の紹介 （五十嵐 宏 副会長） 

 

～１０月は職業奉仕・米山月間～    

 本日のお客様は、ＲＩ第2510地区第7

グループガバナー補佐、菊池 重敏 様（北

広島ＲＣ）と、千歳セントラルＲＣより

白木 松敏 会長、坂井 治 幹事です。坂

井 様、白木 様は本日ブルーファミリア後

援会としてご参加下さいました。 

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

    皆さん、こんにちは。ご承知の通り、全

国各地で台風等による降水被害が多発して

おり、そして御嶽山の噴火が発生しまし

た。私たちの国「日本」は地震・火山大国

であるという恐怖と、御嶽山山頂付近で被

災され、未だ発見されていない方々が居る

という現実や過酷な捜索活動の様子を見る

につけ、自然の脅威に対してはどうする事も出来ないという「無

力感」を感じる方も多いのではないでしょうか。だったら山に登

らなければ良い、大雨だから外に出なければ良い、そういう単純

な話ではなく、今一度、自然は人間の都合で変わるものではない

という事や「自己責任」「備え」という部分を人間の「英知」を

持って考える必要があるのではないかと感じております。  

   さて、さる10月4日には地区の会長・幹事会、5日には「地区大

会」が札幌で開催されました。地区大会には40名という大変多く

の皆さんにご参加頂きました。誠に有り難うございました。地区

大会は2510地区のロータリーメンバーの皆さまと親睦を深め、

様々なプログラムや活動を学ぶ機会であり、それらの活動を自分

たちの地域に持ち帰る事の出来る絶好の機会となります。各地で

活躍しているロータリーメンバーが一堂に会する事で一経済人と

しても多くの刺激も得る事が出来ます。本年は会長職という事も

あり、対外行事に参加する機会も非常に多く、結局のところ私た

ちのようなクラブ活動は参加しない事には何も始まらないのだ

と、今までの自分の不参加振りを反省しつつ、取り戻すべく参加

しております。 

  今月は16日に丸駒温泉旅館で夜間移動例会が開催されます。先

日の豪雨で支笏湖・札幌間が未だ不通になっていたのと、度々、

テレビで放映されました「丸駒橋」崩落映像による風評被害で観

光客が激減しているとの事ですから、16日の移動例会には是非、

宿泊して頂きたいと思います。合せて26日からは神戸南ＲＣへの

友好クラブ訪問があります。沢山の刺激を貰って帰ってきたいと

考えております。                                                                                                                              

第7グループガバナー補佐ご挨拶 （菊池 重敏 様） 

 こんにちは。ガバナー補佐になってから2

回目の訪問となりますが実際は4回目の訪

問です。前回はガバナー公式訪問で伺いま

した。千歳ＲＣの例会の素晴らしさや運営

の素晴らしさについて伺う度に勉強させて

頂いております。本当に色々なアイデアを

出されていますよね。先日の例会では85

才以上の会員会費の特別優遇の事とか、全員出席での委員会活動の

推進など、色々な事に関して我々も出来れば良いと思わせて頂く部

分が沢山あります。 

 先日4日に地区の会長・幹事会をさせて頂きまして、藤本会長が

お見えになられたのですが、本当に活発的なご意見を頂きました。

その中、来年度のガバナー補佐を千歳セントラルＲＣが担当、再来

年度は長沼ＲＣが担当と決定致しました。ガバナー補佐を選出する

のがいつも忙しい最中ですので、ガバナー補佐のエレクトを出そう

と話し合いで方向付けられました。長沼ＲＣでガバナー補佐エレク

トを年度内に選出される事となるので、一年間余裕を持って活動出

来ると思っています。今日も色々な形で勉強させて頂く例会に訪問

出来、これからの時間を楽しみに学ばさせて頂きたいと思います。

今後共どうぞよろしくお願い致します。 

 皆さま、改めましてこんにちは。今日

は例会の貴重なお時間を拝借致しまし

て、10月12日に開催されます「ブルー

ファミリアさわやかチャリティーコン

サート」のＰＲとチケット販売のお願い

に参りました。実は8月位にお邪魔して

早い機会に販売させて頂こうと思ってい

ましたが、移動例会などクラブの都合が合わなかっ た為にぎりぎ

りになってしまい申し訳なく思っています。この取り組みにつき

ましては千歳ＲＡＣの協力も頂いておりまして、例年ですとロー

ターアクトの若いメンバーも一緒に販売させて頂いておりました

が、今日は平日の昼という事でローターアクトクラブのメンバー

は来られませんので、後援会メンバーでもある千歳セントラルＲ

Ｃの白木会長と共に参りました。 

 ブルーファミリアというのは視覚障害者、目の見えない方が多

くいらっしゃいまして、リーダーである創設者も完全に目の見え

ない方であります。そのような方々が日頃お世話になっている社

会に対してお返しをしたいという事も含めての企画になっており

ます。収益金に関しては千歳市立図書館に図書を寄付させて頂い

ております。毎年10万円程度の書籍やＤＶＤ、絵本などを寄贈し

ております。是非皆さんもコンサート及び寄付の一部と考えて頂

き、チケットの購入をお願い致します。このあと皆さんの所を回

らせて頂きます。チケットは1枚1,000円となっております。ど

うかご協力をよろしくお願い致します。 

コンサートチケット販売後報告：35枚のチケットが売れました。

ご協力有り難うございました。 

ブルーファミリア後援会長ご挨拶（坂井 治 様） 
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ニコニコＢＯＸ 

①齊藤 博徳 会員 ①五十嵐宏ＰＣ、佐々木金治郎ＰＣ、産業功労表彰おめで

とうございます。②妻の誕生日にきれいなお花を頂き有り難うございまし

た。②大西 信也 会員 2014年度千歳市産業功労表彰を受賞された、五十嵐

宏副会長、佐々木金治郎ＰＣおめでとうございます。誠に喜ばしい限りで

す。③牟田 裕一 会員 地区大会の懇親会でミス・ユニバース北海道代表と一

緒に写真を撮りました。(④藤井 雅一 会員 私たちIHGグループの社会貢献

レース、「アラウンド・ザ・ワールド」を千歳民報さんに掲載して頂きまし

た。有り難うございます。⑤大澤 雅松 会員 昨日10月8日放送の「笑って

こらえて」で大相撲千歳場所の模様が放送されたのですがちょっとだけ私が

写っていました。全国放送デビューです！⑥腰越 くり子 会員  9月26日の

フジプラさんのゴルフコンペレディースの部でベスグロ頂きました。現金つ

かみ取りも当たり、小さな手で頑張りました。⑦佐藤 晴一 会員 来週の丸駒

温泉での夜間移動例会、よろしくお願いします。⑧藤本 敏廣 会長 9月26

日にフジプラのゴルフコンペが無事終了しました。沢山のご参加、有り難う

ございました。⑨五十嵐 桂一 幹事  ①先日の地区大会で女優の紺野 美沙子

さんとツーショット写真を撮りました。②今日も途中退席でごめんなさい。

(⑩藤川 俊一 会員  妻の誕生日にきれいなお花を有り難うございました。⑪

佐藤 秀雄 ＰＧ  ロータリー情報でアメリカ視察報告をさせて頂きました。

⑫村上 倫行 会員  永年出席100％表彰（10年）を頂きました。  

本日のニコニコ集計12名 合計23,000円 

第9回理事会開催報告 

 10月9日の通常例会前に、第9回理事会が開催されました。今回

の議題は①11月の例会について②2015-16年度会長ノミニー選考

について③ポール・ハリス・ソサエティ記念バッジ授与について④

10月神戸南ＲＣ訪問変更事項について⑤商工会議所 永年勤続表彰者

の選考についてでした。 

 以下、上記議題に対して決まった事項です。 

 ①11月のプログラムは当初の予定通りとします。レラでの例会は初

めてですがクラブ奉仕と職業奉仕委員会の担当とさせて頂きます。 

②次々年度の会長選考についてこの場で指名委員会の設置が望まし

いとされましたので、例会で会長から全会員にお諮りします。③ガ

バナー公式訪問でガバナーから頂いたポール・ハリス・ソサエティ

の記念バッジは11月6日の例会において藤本会長からその他の寄付

者に渡す事としました。また、地区大会において表彰を受けた永年

100％出席表彰は本日の例会で発表し、会長からそれぞれに渡され

ます。 

④神戸南ＲＣ訪問団に中山ＰＣが体調不良から奥様を含め急遽不参

加の報告がありました。15名の訪問団の確認とお土産の確認を行い

ました。⑤職業奉仕委員会から商工会議所の永年勤続表彰に関し、

誰を選考すべきか相談が有り、会員企業から候補者の出ている会員

に相談して決定する事としました。 

出席率 

今回：60.3%（10月  9日＝35／58 実数） 

確定：86.2％（ ９月25日＝50／58 うちMu0名） 

環境保全委員会卓話  

環境保全委員会 卓話 平間 和弘 委員長 

 分収造林を実行するに至った経緯をお話

しします。昭和60年（1985年）に地球温

暖化対策の一環として「国際森林年」が叫

ばれていた時、丹治ＰＣが仕事で恵庭営林

署（現在の森林管理局）を訪問中、署長さ

んより「林野庁の分収育林特別オーナー」

を1口50万円で募集中なのでお願いします

と協力要請を受け、ロータリー会員に話し、検討が始まりました。

平成元年（1989年）に当時の村上 正治 ＰＣ、高慶 繁博ＰＣ、榊

原 武雄 会員が各1口ずつ、丹治ＰＣが3口の計6口300万円を協力

しオーナーとなりました。現在地は恵庭のエコリン村奥の国有林で

す。平成2年（1990年）に恵庭営林署の方から千歳ＲＣで分収造林

事業を実施してみてはどうかとのお誘いを受け、丹治ＰＣと当時の

会長でありました佐藤 秀雄ＰＧとで恵庭営林署を訪問して詳しいお

話を聞き、その後千歳ＲＣの理事会に掛け、承認して頂き、千歳

ロータリー分収造林組合を設立する事となりました 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

①幹事の不手際で来週の例会、丸駒温泉で

の夜間移動例会前段での「歩こうか会」は

中山健康委員長と佐々木金治郎ＰＣのご努

力で急遽実施出来る事になりました。詳細

はＦＡＸでお知らせしております。当日は

約2.5kmの支笏湖の秋の風景をお楽しみ下

さい。 

②先日の地区大会には多数のご登録と参加、有り難うございまし

た。 

③地区大会で永年100％出席表彰を4名の会員が受けました。藤

本会長から記念バッジを受けて頂きます。30年が末広会員、20

年が浅沼会員、10年が村上会員と五十嵐桂一会員です。 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

委員会報告 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 

①本来、早めにご案内すべき所でしたが

11月21日（金）に行われる、千歳商工会

議所主催の「優良・永年勤続従業員表彰」

について、9月10日頃に千歳商工会議所

会員の皆さまにはご案内が行っています

が、締め切りが10月3日となっていま

す。ロータリー会員企業の従業員の方を表

彰させて頂きますので、もし推薦忘れがありましたら、本例会終了

までに私の方までご連絡下さい。②10月は「職業奉仕月間」で

す。会員名簿にロータリーの「倫理訓」、「ロータリアンの職業宣

言」等が載っていますので、是非月間中にお読み頂ければと思いま

す。それに伴い、「ロータリーの友」の今月号にも「考えよう、語

り合おう、実践しよう職業奉仕」という記事が出ています。今月の

通常例会は今回だけですので是非、持ち帰ってお読み下さい。 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 10月2日に千歳ＲＡＣの定例会があ

り、9名の皆さまのご参加を頂き、有り難

うございました。そこで8月の盆踊りの収

支報告を受けまして、利益が20万7千円

程出たという事で活動に使わせて頂きます

という報告と、露店販売で不手際があった

事について、北村会長よりお詫びの言葉が

ありました。来年は同じ事を繰り返さない

ように話し合っていくとの事ですので今後共どうかよろしくお願い

します。 

ロータリー情報紹介 

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＧ 佐藤 秀雄 委員 

 今回の地区大会に参加と回答していま

したが、欠席してアメリカに行っており

ました。その話をするように言われまし

たのでお話しします。今回は、私の娘が

8月15日に出産して45日目という事で

行ってきました。アメリカは非常に景気

も良く、ファーマーズマーケットという

トラックに野菜などを積み、朝市みたい

な、また移動販売みたいな感じの場所を2、3カ所見てきました。

結構大きいマーケットで、さまざまな人種の大勢の人で通行出来な

いような中で買い物をしてきました。トウモロコシ、ピーマン、ト

マトなど色々買いました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

議事（２０１６－１７年度会長ノミニー選考について） 

 
議事進行：藤本 敏廣 会長 

 

 藤本会長：本議題ですが、会長ノミ

ニー選考について今後どのように取り計

うか、皆さんよりご意見を頂きたいと思

います。まず立候補か選考委員を選ぶか

どちらかを選んで頂きたいと思います。 

 会員より：指名委員会がよろしいのでは

ないでしょうか。人選は三役に一任致します。  

藤本会長：それでは、後日三役で決定したメンバーを発表させて頂

きます。指名委員会は藤川副幹事が幹事を務め、ベテラン会員、中

堅会員、若手会員よりそれぞれ2名を選出します。合計7名で指名

委員会を結成し、正副委員長を互選し、会長ノミニーを選考して頂

きます。以上で議事を終わります。 
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