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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1３日 第２０回）通常例会          担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

２０１４年1１月1３日 

第1８号（通算2221号） 

第19回（通算2347回）例会報告  

日時：2014年11月6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：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ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：社会奉仕委員会  大西 信也 委員  

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） 

   皆さま、こんにちは。まずは、

先般行われました早朝移動例会へ

の ご 出 席、有 り 難 う ご ざ い ま し

た。平成4年に150名の方々のご協

力により赤エゾ松を7,300本植樹

し、現在は15~20mにも及ぶ立派

な樹木として、そして自然豊かな

森として成長を続けている「ロー

タリーの森林（もり）」ですが、

先日も申し上げました通り、そろそろ植樹で汗を流して頂

いた諸先輩方をお誘いし、立派になったこの森を見て頂く

機会を設けたい、そのように感じております。 

  

 さて、10月26日より3日間に渡って14名のメンバーと

一緒に神戸市に遠征して参りました。友好クラブでありま

す神戸南ＲＣの例会出席と親睦、ゴルフ大会を通じての交

流、そして神戸観光と大変満喫させて頂いた3日間であり

ました。私は観光組という事で、神戸の六甲山、大阪のユ

ニバーサルスタジオ・ジャパン、そして最終日は、現在、

大河ドラマで話題の黒田官兵衛にまつわる姫路城へ行って

参りました。ゴルフ参加組については、朝早くから3日連

続のゴルフで、晩も結構遅かったのに元気が良いものだと

感心致しました。いずれにしましても、2006年の神戸空

港開港を機に観光資源に恵まれた神戸と千歳が、ロータ

リー精神に基づき交流・親睦を図るという、大変貴重なご

縁を頂き、今回も神戸南ＲＣの皆さまの温かいおもてなし

を頂戴し、大変感激を致したところでございます。来年は

千歳で開催となりますので、是非精一杯のおもてなしでお

迎えしましょう。 
  

 早いもので、今年も残り二カ月を切りました。初雪の声

もチラホラと聞こえる時期になりましたので、体調には十

分注意して頂きながら2014年ラストスパートをして頂け

ればと思います。                                                             

 ②先日、皆さまにご承認頂きました、会

長ノミニー選考委員会の委員につきまして

は、本日発表させて頂きます。 

③今月13日には今年度初めての「炉辺談

話」が職業奉仕委員会主催の勉強会と同時

開催されます。対象の方には既にご案内し

ていますが、特に新入会員の出席をお願い

します。 

④11月の例会は、今週と来週が入れ替

わっておりますが、その他の週は全て予定

通り開催します。 

⑤10月26日から3日間、神戸南RCとの友好クラブ交流内容は報告

書としてまとめてあります。ホームページの会報ダウンロードコー

ナー（URL：http://www.chitose-rc.jp/category/bulletin/）か

らpdfファイルをダウンロードするか、または本日プリントアウト

したものを用意してきましたのでお持ち帰り下さい。 

幹事報告（代理：藤川 俊一 副幹事） 

①11月4日、千歳市より今年度の「産業功労」表彰を五十嵐 宏 副

会長、佐々木 金治郎 パスト会長のお二人が受けられました。後日

お二人の予定を伺い、受賞のお祝いの席を設けたいと思いますの

で、多くの会員の出席をお願いします。 

委員会報告 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 

 再来週の11月20日、夜間移動例会を千

歳アウトレットモール・レラで実施致しま

す。当日はアルコールが出る予定となって

おりますので、飲まれる方は自家用車を利

用せずに来て下さい。まだご案内を差し上

げてはおりませんが、今週中に皆さまの方

へメールまたはFAXでご案内致します。当

日は3Dシアターをレラさんの方でお見せ

する場所を設けまして、食事は中華を予定

しております。18時頃、ＡＮＡクラウンプ

ラザホテル千歳から出発するバスを手配す

る予定ですので出欠の返信の方をよろしくお願い致します。 

 

環境保全委員会 村上 倫行 副委員長 

 

 10月30日(木)、分収造林「ロータリー

の森林（もり）」での移動例会に早朝よ

り沢山の皆さまにご出席頂きまして誠に

有り難うございました。平間委員長が所

用の為、皆さまによろしくとの事でし

た。春になりますと、また環境保全委員

会の例会を開催しますのでご出席をよろ

しくお願い致します。 

 

 

 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 一昨日の11月4日に青少年奉仕・ロー

ターアクト委員会として、北海少年院の教

育活動である参観日があるとの事で、日頃

少年院の院生の方々がどの様な授業や活動

を行っているのかを参観し、大変参考にな

りました。院生の更生を願うばかりです。 

  

 もう一点、本日の晩、千歳ローターアク

トクラブの定例会がANAクラウンプラザホ
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤本 敏廣 会長 神戸訪問、夫婦で観光を楽しんで来ました。２．腰越 

くり子 会員 神戸訪問、勉強になりました。ゴルフも楽しんできました。  

３．前田 浩志 会員 ①本日、最初で最後の担当例会です。ご参加有り難うご

ざいます。大澤会員、卓話よろしくお願いします。②10月のHP・会報担

当、須川委員お疲れ様でした。11月は自分が担当します。４．沼田 常好 会

員 高圧ガスの販売において災害の防止に普段の努力が認められて、高圧ガ

ス優良販売事業者として、経済産業省北海道産業監督部長表彰を頂きまし

た。５．村上 倫行 会員 10月30日(木)早朝から分収造林「ロータリーの森

林」へお集まり頂きまして有り難うございました。６．平間 和弘 会員 10

月16日 RG会コンペで副賞を沢山頂きました。有り難うございました。  

７．佐々木 金治郎 PC ①丸駒温泉旅館移動例会、有り難うございました。

②今年度、千歳市の功労表彰・産業功労を頂きました。賞に恥じない様、こ

れからも頑張って行きます。よろしくお願いします。８．長澤 邦雄 PC・武

石 忠俊 PC 第24回、駒そば愛好会の記事が千歳民報に掲載されました。  

９．五十嵐 宏 副会長 11月4日、2014年度千歳市の功労表彰・産業功労

を受けました。有り難うございました。10．大澤 雅松 会員 丸駒例会でコ

スプレカラオケさせて頂きました。11．喜多 康裕 会員 神戸南ロータリー

クラブを訪問してきました。凄く楽しくて勉強になりました。有り難うござ

いました。12．山中 正一 会員 須川会員、1ヶ月間、会報ご苦労様でし

た。13．斉藤 えみ子 会員 先月の丸駒温泉の例会で「たたいてかぶって

ジャンケンポン」で予定外の女性陣の戦いで勝ち、会長から金一封を頂きま

した。有り難うございました。14．須川 美和 会員 久し振りの通常例会へ

の出席です。10月のHP担当の大役が終わり、本日、ニコニコBOXデビュー

でした。 

本日のニコニコ集計14名 合計46,000円 

千歳ＲＡＣ第６回定例会参加報告 

 11月6日（木）19時より、ANAクラウンプラザホテル千歳にて

千歳ＲＡＣ第6回定例会が開催されました。今回は、共同スポンサー

クラブの千歳ＲＣより9名、千歳セントラルＲＣより4名、恵庭ＲＣ

より1名の会員と、千歳ＲＡＣからはメンバー10名、札幌幌南ＲＡ

Ｃよりビジター1名が出席されました。 

 

 今回の定例会では「日本のニュースが報道しない台湾、香港、中

国の三角関係について」と題し、台湾人である汪 可怩（ワン コニ）

会員が卓話を行いました。台湾と香港に関する簡単なクイズが出題

された後、先日起きた香港での学生デモに関して、350万人の人口

の中で投票出来る権利を持った方が3%しかいないという現実から、

学生たちが真の普通選挙を願ってデモを起こしたといういきさつ

や、その事実が中国により隠され、今月29日に市長選挙が行われる

台湾国民には一切伝わっていないという話から、「今日の香港は明

日の台湾」となるかもしれないと危機感を訴えるなど、貴重な話を

聞く事が出来ました。 

 

※手作りのパネルを準備し、熱く語る

汪会員です。貴重なお話を有り難うご

ざいました。 

～詳しくはホームページをご覧下さ

い～ 

出席率 

今回：60.3%（11月  6日＝35／58 実数） 

確定：93.1％（10月16日＝54／58 うちMu0名） 

 卓話のまとめとして、大澤会員は「2011年の東日本大震災と復

興への歩みの中で、新聞記者の取材活動、新聞の使命感を持った報

道など、新聞に対する信頼感は高まったかに見えた。しかし今年、

消費増税による新聞離れが加速し、福島原発報道や従軍慰安婦報道

の検証結果など新聞界を揺るがす事態の中、新聞と新聞業がどこへ

行くのか。得られた信頼がまた揺らぎかねず、先のことは分からな

い。確かな事は、新聞のこの先が決して平坦な道ではない事。私た

ち地元紙や地元の読者と向かい合っている新聞販売店は、雨の日も

風の日も日々、皆さんに新聞を届けている。そうした日々に埋没す

る事なく自らを省み、千歳、恵庭で培った半世紀の絆をより強く確

かにしていけるよう、努力と研鑽を重ねていく事が地域の為であ

り、自分たちの為にもなる事を、自行化他、自利利他、利己利他の

気持ちを持って、実践していきたい。暗いと不平をいうよりも進ん

で明かりをつけましょう」と結びました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

テル千歳にて開催されます。大体、参加・不参加のお返事は頂い

ておりますが、今でしたら当ホテルの藤井総支配人に言って頂け

れば、まだ間に合うと思いますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

2016-17年度会長ノミニー選考委員会 藤川 俊一 副幹事 

  

 先日の例会でお伝えしました、会長ノ

ミニー選出に係る選考委員会の構成メン

バーを発表します。長澤ＰＣ、末廣Ｐ

Ｃ、菅原会員、斉藤えみこ会員、喜多会

員、稲川会員、そして、次年度幹事の藤

川会員の以上7名です。本日、例会終了

後に当会場にて第1回指名委員会を開催

致しますので委員の皆さま、よろしくお

願い致します。 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会卓話 

 
紹介：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 前田 浩志 委員長 

 

 本日は当委員会の最初で最後の担当例

会に出席下さり、誠に有り難うございま

した。ホームページやクラブ会報の発行

などが主な活動であります当委員会なの

で、例会の開催とは縁遠い委員会かと思

いますが、五十嵐幹事が気を使って下さ

り、本日の担当例会開催となりました。

本日は当委員会の大澤 雅松 委員に卓話

をして頂きます。卓話に入る前に簡単に

大澤委員の略歴などをご紹介させて頂き

ます。 

 

※大澤会員のプロフィールが委員長より紹介され、卓話に入りまし

た。 

 

卓話「新聞を取り巻く最近の話題」 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 大澤 雅松 委員 

 

※ベートーベンの交響曲第5番「田

園」が会場に響く中で大澤会員が登壇

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、新聞を取り巻く課題として①少子高齢化や若年層の活字離

れ・新聞離れ、人口減少などによる購読部数の減少②ネット広告な

どに押されている新聞広告売り上げの減少③消費増税による個人消

費の冷え込みとさらなる新聞購読部数の減少④インクや紙、アルミ

板、電気料金値上げなどコストの上昇⑤人手不足による新聞配達員

確保の難しさ、といった、新聞を取り巻く厳しい環境を説明しまし

た。 

 

 この中で、配達員については、今年で21回目になる新聞配達に

関 するエッセーコンテスト大学生・社会人の部で最優秀賞になっ

た岩国哲人さん（78）の作品を紹介。かつては家計を助けようと

子どもたちが新聞配達を担っていた事、少子化や高学歴化、入試競

争激化の中で現在は新聞配達をする子どもたちが殆ど居なくなり、

大人が担っており、結果的に人手不足の影響を大きく受ける現状を

述べました。 

 

 そして、最近の大きな課題として、朝日新聞の原発や従軍慰安婦

報道を巡る一連の検証と釈明などにより、朝日新聞は社長交代とな

る事、10月15～21日の新聞週間中に新潟日報主管でＡＮＡクラ

ウンプラザホテル新潟で開かれた「新聞大会」のパネルディスカッ

ションで、この問題が取り上げられた事、その中で新聞への不信感

払拭の為にも連携が必要との提言もあった事などが説明されまし

た。 
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