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～１０月は職業奉仕・米山月間～

本日の例会 （10月5日 第14回） ＲＩ第2510地区

地区大会

第13回（通算2341回）例会報告
日時：2014年９月25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：（ガバナー公式訪問）第1回クラブ協議会
担当：三役
司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 喜多 康裕 委員
四つのテスト：環境保全委員会
平間和弘委員長

ビジター紹介（五十嵐

宏

ございますので福田職業奉仕委員長に卓話の要請が多数きている
と聞いております。よろしくお願い致します。
また今年度は「ロータリーに輝きを」というテーマーのもとに
我々の地区、またガバナーマスターまた各会長幹事がそれぞれの
クラブで「ロータリーに輝きを」という事を推進して頂く一年間
である事をお願いしている次第でございます。どうかひとつよろ
しくお願いしたいと思います。また、先ほどご報告がありました
通り、いよいよ地区大会が迫ってまいりました。千歳ＲＣから全
員登録に近い程の沢山の登録を頂きました事をこの場をお借りし
て厚くお礼を申し上げます。有り難うございます。当日7時15分
と出発も早い時間で皆さまにご迷惑をお掛け致しますが、お昼の
スタンバイは出来ております。大懇親会まで皆さんがお腹を空か
されないように炭水化物を最初に食べて頂こうと用意が進められ
ております。どうか楽しみに来て頂きたいと思います。
時間がございませんので手短に申し上げますが、人生は生涯教
育だと思っています。そしてみんな老いていかなければなりませ
んから充実したものであってもらいたいと思います。そこで、お
釈迦様がある日「阿修羅」の「阿」というお話しをなさいまし
て、これはインドに昔からあった考え方らしいです。人生を四つ
の期に分け、第一番目は「学生期」といいまして勉強する時期、
二番目は「家住期」といって家を構え、家庭を持って一番人生を
充実している時期、それを家住期と言います。三番目には「林住
期」林に住むと書きます。林に住んで何をするのかというとお釈
迦様が29歳の時に出家致しまして35歳まで色々修行を続けられ
ました。これをなぞらえていると思います。林に住んで林に座っ
て人生を今一度考えてみようとする時期、これを「林住期」と申
します。最後にやってくるのは「遊行期」遊びに行くと書きま
す。温泉では無く、飲みに行くのでも無く、遊びに行くのはそれ
ぞれ縁の深い方に会いに行って、「人生、あなたそれで良いので
すか」と一日も早く道を求めて仏様の教えを聞いていこうという
時期を「遊行期」と言うそうであります。これが今一番大切な時
期だといわれております。ですから、「遊行」というお経があり
まして、お釈迦様は人生でもっとも大切な時期がこの時期だとい
われております。お釈迦様は35歳から45年間80年のご生涯を終
えるまでインド中を旅致しまして、多くの方々にご説法をなされ
ました。このご説法はご生涯老いていかれるまでに8万1千に及ん
だというのですから、大変、遊行の時期に大きな仕事を成し上げ
た方だったと思います。
どうかひとつ千歳ＲＣが益々ご発展頂きます事を願うと共に、
本日は懇談会・委員長会議で素晴らしいお話を伺いました。これ
も公式訪問の収穫だと思っております。皆さん、どうかひとつ幸
せで立派な人生を「ロータリーライフ」を通じて、また楽しみな
がらこれからご健勝であります事を心からご祈念申し上げまして
お話を終えたいと思います。今日は有り難うございました

副会長）

※左から、ＲＩ第2510地区ガバナーの羽部 大仁 様、地区幹事の
長沢 祐純 様、第7グループガバナー補佐の菊池 重敏 様です。

会長挨拶（藤本

敏廣

担当：三 役

会長）

本日はＲＩ第2510地区の羽部ガバナー、長沢
地区幹事、菊池ガバナー補佐の3名の皆さまを当
クラブにお迎えし、ガバナー公式訪問を受けてお
ります。先程まで2014-15年度のクラブ計画の
報告をさせて頂いており、色々と貴重なお話を頂
きました。これからの我々の活動に是非とも活か
していきたい、そのように考えております。どう
も有り難うございました。
さて、先般、ポリオ撲滅活動の一環として実施しました、「収
穫祭」ですが沢山の思い出と楽しい経験、また勉強もさせて頂き
ました。会員皆さんのお陰で当日は10万円もの寄付金が集まりま
した。合わせて、ポール・ハリス・ソサエティ会員として10名の
皆さまにご入会を頂きました。本当に有り難うございました。
皆さまご存知の通り、本年度は会員数53名からスタート致しま
した。まずは会員60名を目標に掲げて会員増強に励んで参りまし
た。後ほど入会式を行わせて頂きますが、本日、株式会社 デン
ソー北海道の杉本 正和 社長にご入会して頂き、58名となり、5名
の会員増強となっております。当初掲げた目標まであと2名でござ
います。ここは一つ、3度目の10の声を聞けるよう、60名超えを
目指して会員増強を頑張っていきましょう。特に今年度ご入会し
て頂きました皆さまの新たなネットワークに大いに期待しており
ます。杉本社長、よろしくお願いします。（笑）

第7グループガバナー補佐ご挨拶 菊池 重敏 様

ＲＩ第2510地区ガバナーご挨拶

こんにちは。今日はガバナーの同行をさせて頂き
ました、ガバナー補佐の菊池でございます。千歳Ｒ
Ｃの例会には今回で3回目の出席をさせて頂きまし
た。いつ も来る 度に 緊張致 します。やは り第 7 グ
ループで一番古いクラブであり、また最高の会員数
の居るクラブでございますので、どうしても我々も
緊張致します。そうした中、例会の前段で藤本会長と会合を重ね
させて頂きましたが、大変温かく、包容力のある会合でした。

皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介に頂きまし
た2510地区のガバナー羽部大仁でございます。
所属は札幌幌南ＲＣでございます。千歳ＲＣには
佐藤バストガバナーがおいでになっておられま
す。本日所用の為、おられませんが佐藤バストガ
バナーには日頃よりご指導して頂いております。
地区の委員には委員長として福田職業奉仕委員長
がご活躍されておりまして、来月からはいよいよ職業奉仕月間で
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これからまた一年かけて何度も訪問させて頂きますので、どうか
よろしくお願い致します。

幹事報告 五十嵐

桂一

くしたらどうか？」「我々の後継者が入る時はどうしたら良いの
か？ 父親の所には入りたくないとか…」などの意見がクラブで
出ています。こうした問題を何とか解決しようと様々なアイディ
アが出ています。今回、提示する案は「ロータリー歴と年齢を足
して85歳以上になった会員は、自分の子供や事業の後継者を入会
させた場合に年会費を5万円とか3万円に減額しようというもので
す。」例えば、ご子息の年会費は16万円、本人は5万円とか3万円
の年会費となります。その時の入会金については検討中です。今
回の協議会で意見が出ましたら、クラブ理事会にはかり、改めて
クラブで提案するという事です。この新しい制度を提案したい、
ご意見をお聞きしたいと思います。
◇村田会員 会費の平等という不文律があるのではないか。
◇浅利会員 親子で会社が違っても適用されるのか。
◇藤川会員 クラブの運営に収支面で影響は出ないのか。
◇福田議長「本日頂いた意見を取り入れ、定款細則の変更案を早
急に取りまとめて頂くよう、藤本会長並びに理事会に要請しま
す。」と纏められました。
～羽部ガバナー講評～
この件はクラブ協議会を経て、総会で可決されましたら細則に
よって実施される事項でございます。それぞれのクラブの裁量に
任された事項ですので、どうか実施に向けてご検討下さい。どう
か千歳ＲＣの英知を結集し、実現して欲しいと思います。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

幹事

① 先週の地区ロータリーデー「収穫祭」において皆
様 か ら 10 万 円、ポ ー ル・ハ リ ス・ソ サ エ テ ィ で
102万円の寄付を集める事が出来ました。
②本日はガバナー公式訪問に合わせ、杉本会員の入
会式が有ります。羽部ガバナーよりバッジを付けて
頂きます。所属委員会は親睦活動委員会ですので斉
藤委員長と握手をして頂く予定です。
③例会の後半は「第1回クラブ協議会」です。積極
的なご発言をお願いします。
④次週の木曜日は5日の地区大会へ振り替える為、例会がありませ
ん。地区大会は10月5日の日曜日7時15分に当ホテル集合、その
後はバスにて移動しますので遅刻しないようお願いします。

委員会報告
ＲＧ・パークゴルフ会 ＰＣ 村田 研一 会長
村田会長から第3回ＲＧ会の報告と第4回ＲＧ会の開催通知およ
び第1回パークゴルフ大会開催通知と会員の参加の呼びかけがあり
ました。
社会奉仕委員会 大西 信也 委員長
大西委員長からは① 22日に行われた、「セーフティコール」に
16名のご参加があったこと②18日の夜間移動例会、フジパーク
での「収穫祭」においてポリオ撲滅の為の寄付のお礼と本日ご寄
付を頂いた合計金額が合計104,000円である旨の報告③8月の豪
雨災害に関しての義捐金寄付のお願いがありました。
青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長
喜多委員長から10月2日木曜日、千歳ＲＡＣの定例会がＡＮＡク
ラウンプラザホテルで開催される通知と参加の呼びかけがありま
した。
～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3回ゴルフ大会

9月20日、シャムロックＣＣにおいて、会員19名・オブザー
バー1名の計20名の参加で開催されました。 以下本大会の結果で
す。（敬称略） 優 勝 藤井 雅一 準優勝 羽山 昇蔵
三 位 中田 敬一（オブザーバー）
次回のゴルフ大会は10月16日、丸駒温泉での夜間移動例会の前
段に変更となっております。多くのご参加をよろしくお願いしま
す。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～

会長・幹事懇談会・第2回委員長会議開催報告
ロータリー情報紹介

9月25日、羽部大仁ガバナー訪問例会前段の10時より会長幹事
懇談会、11時より第2回委員長会議がＲＩ第2510地区ガバナーの
羽部大仁様、地区幹事の長沢祐純様、第7グループガバナー補佐の
菊池重敏様の3名をお招きし、開催されました。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 村田 研一 委員長
皆さん、こんにちは。例会前に配布した冊子ですが、「ロータ
リーへようこそ」という資料を佐藤 秀雄 パストガバナーが作成し
て下さいました。中堅会員・ベテラン会員の皆さまにはロータ
リーの原点に戻って頂き、目を通して頂きたいと思いますし、新
入会員の皆さまにはこれを読んで勉強して頂きたいと思います。
なお、3年未満の会員につきましては、11月と来年5月に炉辺談
話を開催し、ロータリーについて一緒に勉強したいと思っていま
すので、この資料を持参の上、ご出席をお願い致します。

新入会員入会式

ニコニコＢＯＸ
①藤井 雅一 会員 9月20日のＲＧ会ゴルフ大会にて今野・喜多会員と同伴
者に恵まれ、かつダブルぺリアがはまり何と優勝しました。有り難うござい
ます。②藤本 敏廣 会長 羽部ガバナー、菊池ガバナー補佐、長沢地区幹
事、千歳ＲＣへようこそ。③今野 良紀 会員 ＲＧ会でお決まりのブービー
メーカーを頂きました。 ④五十嵐 桂一 幹事 ①昨日、NHKのクローズアッ
プ現代に出演しました。②先週は自分のゴルフコンペを無事に開催出来まし
た。③本日はアクト時代に大変お世話になりました羽部ガバナーをお迎えす
る事が出来ました。④途中退席をお許し下さい。⑤稲川 和伸 会員 9月20
日の妻の誕生日にお花を頂き、有り難うございました。⑥村田 研一 ＰＣ
女房の誕生日にお花を有り難うございます。9月23日に2人でユニバーサル
スタジオへ行ってきました。当日は混雑しており、7時間待ちでハリー・ポッ
ターのアトラクションを見て来ました。 ⑦福田 武男 ＰＣ、小畑 彰 会
員 9月14日のポリオ撲滅募金後のシャンティーさんのジャズコンサートへ
行ってきました。⑧前田 浩志 会員 先日駒そば亭にて中山パスト会長にそ
ばをご馳走になりました。有り難うございました。⑨大西 信也 会員 9月
22日のセーフティコールへのご参加、有り難うございました。18日のポリ
オ撲滅基金へのご寄付も有り難うございます。 ⑩沼田 常好 会員 ①9月
22日のセーフティコールへの参加、有り難うございます。これからも安全運
転をお願いします。②羽部ガバナー、菊池ガバナー補佐、長沢地区幹事、よ
うこそ千歳ＲＣへ⑪高橋 憲司 会員 ①今週末の土日に千歳モールにてフレ
アスト千歳主催の秋の大感謝祭を行います。この機会に最新のガス機器を見
に来て下さい。②千歳市民文化センターのネーミングライツスポンサーに応
募した所、見事に命名権を獲得し、先程千歳市との調印式が無事終わりまし
た。10月1日より北ガス文化ホールとなります。ご愛顧の程、よろしくお願
いします。⑫中山 和朗ＰＣ 杉本新入会員、ようこそ千歳ＲＣへ⑬瀧澤 順久
会員 千歳圏人会ご当地ソング「千歳恋物語」のＣＤが出来ました。機会が
あれば千歳民報社の大澤代表に歌って頂きたいです。

～杉本正和会員からのひと言～

本日より千歳ＲＣに入会させて頂きました。ロータ
リーは名士の集まりでなかなか敷居が高いという印象
がありまして躊躇していた時期もありましたが、やっ
と入れて頂きました。資料を見てみますと、正会員と
いう所に善良な成人で、職業上良い世評を受けてい
る、という条件がありました。それに合致しているか
は分かりませんが、皆さんと交流を深めていくうちに正会員の用件
を満たしていけたらと考えています。幸いな事に殆どの皆さまを存
じ上げております。末永くよろしくお願い致します。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

ポール・ハリス・ソサエティ記念バッジ授与式
受賞者は、藤本敏廣会長、佐藤秀雄Ｐ
Ｇ、川端清ＰＣ、佐々木昭ＰＣ、瀧澤順
久会員、加藤輝明会員、福田武男ＰＣ、
福田裕子様（福田ＰＣの奥様）、五十嵐
桂 一 幹 事、藤 川 俊 一 副 幹 事 の １ ０ 名 で
す。おめでとうございます。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

本日のニコニコ集計1３名

第1回クラブ協議会開催

合計38,000円

出席率

藤本敏廣会長より 福田パスト会長が議長に指名され議事の進行
に移りました ◇ 福田 武男 パスト会長
5、6年前から「年金暮らしになって高齢になった時に会費を安

今回：62.1％（9月25日＝36／58 実数）
確定：86.2％（9月11日＝46／57､うちMu2名）
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