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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 （1１月２０日 第２１回）夜間移動例会（千歳アウトレットモール・レラ）  担当：職業奉仕委員会 

２０１４年1１月２０日 

第1９号（通算222２号） 

第20回（通算2348回）例会報告  

日時：2014年11月13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：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  藤川 俊一 委員 

四つのテスト：青少年奉仕・ローターアクト委員会  

               稲川 和伸 副委員長  

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

～１１月はロータリー財団月間～    

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

   皆さん、こんにちは。2014年度

千歳市功労表彰の産業功労者とし

て、五十嵐 宏 パスト会長と佐々木 

金治郎 パスト会長がそれぞれ受賞さ

れました。お二人には心よりお祝い

申し上げます。現在、どの業界に限

る事なく社会全体がめまぐるしいス

ピードで変化し、「10年ひと昔」な

どと言っていた時代が懐かしい限り

であります。そんな中で永きにわた

り様々な変化に対応しながら常に業界をリードされてきた

お二人に改めて敬意を表すところであります。これまで以

上に社業発展の為、地域経済発展の為に是非とも英知を注

いで頂ければと思うと共に、健康には十分留意頂き、それ

ぞれの業界における指導的お立場として後継者育成にご尽

力頂ければと思います。 

  

 今夜の職業奉仕委員会の勉強会及び炉辺談話ですが、国

際ソロプチミスト千歳のチャリティ・ディナーショーに出

席する為、私は参加が叶いませんが、多くのご参加をお願

いします。                        

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 
 ①本日の晩に「炉辺談話」と職業奉仕

委員会の勉強会が当ホテルにて開かれま

す。入会間もない会員には是非とも出席

して下さい。 

②毎年、当クラブには様々な団体から

チャリティパーティや忘年会、餅つき大

会などのご案内を頂いております。三役

で手分けして可能な限り出席しておりま

すが、まれに誰も出席出来ない場合があ

ります。どうかご勘弁頂きたいと思いま

す。ちなみに、今晩は国際ソロプチミス

ト千歳のチャリティ・ディナーショーに藤本会長が出席します。 

③来週は当クラブとして初めて「千歳アウトレットモール・レ

ラ」を例会場とし、夜間移動例会が開催されます。交通手段は藤

本会長からマイクロバスをお借りし、牟田会員に運転手を務めて

頂きます。席には若干の余裕がありますので飲酒運転防止の為に

も是非ご利用下さい。また、粟津 義幸 会員が非常に張り切ってお

りますので、例会を楽しみにして下さい。 

委員会報告 

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 村田 研一 委員長 

  

 先程、会長・幹事からもお話がありまし

た通り、本日、第1回炉辺談話と職業奉仕

委員会の職業奉仕勉強会を開催致します。

18時から食事を用意しております。会費

は3千円です。飲み放題ではありません

が、アルコールも用意しておりますので、

車で来られる方は飲酒厳禁です。本日の勉

強会の内容ですが、「超我の奉仕」とロー

タリーの究極の目標であります「如何に人

生の中でエゴと決別することが出来るの

か」の2点について、皆さまと勉強したいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 

 

 先程、幹事報告がありましたが、来週

20日の千歳アウトレットモール・レラで

の夜間移動例会ですが、バスで行かれる

方はそのままで結構ですが、車で行かれ

る方は集合場所は4Dシアター前です。例

会場所の「翠華」の向かいとなります。

一番奥の駐車場に停めて頂けたら近いそ

うです。皆さま、よろしくお願いしま

す。 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話 

 
ロータリー財団・米山記念奨学委員会 ＰＣ 福田 武男 委員 

 

 ロータリー財団・米山記念奨学委員

会の福田です。地区では職業奉仕委員

会を担当しております。藤川委員長の

指示により、ロータリー財団の卓話を

担当させて頂きます。財団の話ではあ

りますが、「ロータリーは心が大切、

金ではない！」（笑）まずはこの事を

申し上げます。本日は少しパワーポイ

ントの枚数が多いので、駆け足になる

とは思いますが、ご容赦下さい。 

 

テーマ「ロータリー財団の概要」 

 

 1917年に第6代RI会長アーチ・クランフの提唱により誕生し

たロータリー財団は、2017年に100周年を迎えますが、ロータ

リー財団管理委員会は財団の創設第二世紀に向けて、2005年、

『未来の夢計画』の検討をスタートさせました。その根拠は、

1965〜2000年までの35年間で10,000件であったマッチン

グ・グラントが2000年からの僅か5年間で10,000件を超え、

このプログラムが爆発的に成長した事が『未来の夢計画』誕生の

一つの大きな要因となったのです。 
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤井 雅一 会員 11月11日、 IHG・ANAホテルズグループジャパン

クッキングコンテスト北海道地区予選で大澤会員に審査を頂き、有り難うご

ざいました。２．小畑 彰 会員 例会を2回ほどお休みして丸駒温泉以来

1ヶ月振りの出席です。久し振りで妙な緊張感があります。３．須川 美和 会

員 今日の道新の朝刊に「働く女性応援します、ウチの戦力」との題で記事

が掲載されました。益々、頑張らなければなりません。４．腰越 くり子 会員 

今日の夜は「炉辺談話」があります。ロータリーについてしっかり学びたい

と思います。５．牟田 裕一 会員 前回の例会前の3分間スピーチをご清聴頂

き、有り難うございました。６．五十嵐 桂一 幹事 公務とはいえ、先週は欠

席で今週は途中退席です。申し訳ございません。７．川端 清 PC 妻にお

花を有り難うございます。それと、久し振りのニコニコBOXです。 

本日のニコニコ集計7名 合計11,000円 

第１回炉辺談話及び職業奉仕勉強会開催報告 

 11月13日（木）18時30分より、藤本年度初めてとなる、ロー

タリー情報・定款細則委員会主催の「第1回炉辺談話」、職業奉仕委

員会主催の「職業奉仕勉強会」がＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

にてベテラン会員・新入会員（入会3年未満）合わせて17名の参加

で開催されました。 

 「炉辺談話」ではベテラン会員である、佐藤 秀雄 ＰＧ、福田 武

男 ＰＣ、担当委員長の村田 研一 ＰＣより新入会員への激励を含め

たご挨拶の後、ロータリークラブ新入会員向け冊子「ロータリーへ

ようこそ」の内容（ロータリーの歴史やロータリーに関する内容

等）を参加メンバー全員で読み合わせ、分からない事などをベテラ

ン会員に質問していく形式で進められました。合わせてベテラン会

員の方々からは、今後覚えておかなければならない基本的な事など

を細かくアドバイス頂きました。 

※開会に先立ちご挨拶する、佐藤ＰＧ、福田ＰＣ、村田ＰＣです。 

 

 後段の職業奉仕勉強会では職業奉仕委員長の浅利美恵子委員長

が、会員名簿にも記載してあるロータリーの目的・ロータリーの倫

理訓・ロータリーの職業宣言を読み上げました。 

 

 会の終わりに佐藤ＰＧより総括を頂きました。佐藤ＰＧは「初め

て「ロータリーへようこそ」を読む方には難しい言葉で書かれてい

ると感じたかもしれませんが、3回位読むと内容が理解出来ると思い

ます。大事な事ですので是非読んで下さい。職業奉仕に関しても理

解する事は重要です。ＲＩは過去の古典的な考え方から、現状に

沿った職業奉仕、すなわち企業の社会的責任といった部分にシフト

しています。「ロータリーの友」10月号に職業奉仕論に関する記事

が掲載されているので是非読んで下さい。」と話され、本会は終了

しました。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

出席率 

今回：62.0%（11月13日＝36／58 実数） 

確定：84.4％（10月30日＝49／58 うちMu0名） 

 卓話のまとめとして福田委員は、「3つの事柄（「人々が幸せな

生活を築く」「自らの職業を繁盛させる」「生き甲斐のある人生を

送る」）を同時に行う事は大変だと思われるかもしれませんが、実

はそうでもないのです。生活の全てに奉仕の理念を取り入れる事で

自動的に3つの事を手に入れる事が出来ます。これが職業奉仕の究

極の結論です。そういった人々の徳性を磨く事によって互いの理

解・親善を深め、世界を平和にしていくというのがロータリーの究

極の目標となります。最後に、メンバーの増強も大事ですが、余り

そこに走ってしまうと「奉仕の心を作る」事がおざなりになる事も

考えられます。奉仕の心を作る為に会員皆でその事を沢山伝えて欲

しいと思います。」と結びました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※当日のスクリーンショットです。詳しくはホームページをご覧

下さい。 

 

◎ 『未来の夢計画』での5つの優先事項とは？ 

⑴ すべてのプログラムを簡素化すること 

⑵ プログラムは「未来の夢計画」に沿ったものにすること 

⑶ 財団へより一層参加し、自分たちの財団と自覚できるように

すること 

⑷ 目標達成のために、十分な資金と人材を提供すること 

⑸ 「未来の夢計画」を支える効果的な方策を開発すること 

  

◎ 補助金体制における6つの重点分野とは？ 

⑴ 平和と紛争予防・紛争解決 

⑵ 疾病予防と治療 

⑶ 水と衛生設備 

⑷ 母子の健康 

⑸ 基本的教育と識字率向上 

⑹ 経済と地域社会の発展 

 

◎ ロータリー財団への寄付にはどんな方法があるか？ 

⑴ 年次基金寄付：3年間据え置き、今日の財団プログラムを支え

る（年次：毎年続ける）★ ロータリー・カードでの寄付もある

（ゴールド・スタンダード・ビジネス）・・・利息は財団の運営

費に使用 

⑵ 恒久基金寄付：明日のプログラムを安定したものにする（利

息のみ使用） 

⑶ 使途指定寄付：すぐに使用、使い道を指定して寄付（ポリ

オ・プラスなど） 

 

◎「未来の夢計画」で補助金とは？ 

 

補助金の対象は：①地区補助金 ②グローバル補助金 ③パッ

ケージ・グラントのいずれかに限定される。かつ、各々の補助金

は、①人道的プロジェクト ②奨学金 ③職業訓練（VTT）のい

ずれかの選択となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ロータリー財団・米山記念奨学委員会から当クラブの目標が発

表されました。 
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