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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（１２月１１日 第２４回）通常例会           担当：クラブ奉仕委員会 

２０１４年12月11日 

第22号 （通算２２２５号） 

第２3回（通算２３５１回）例会報告  

日時：2014年１２月４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：職業奉仕委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  齊藤 博徳 委員長 

四つのテスト：親睦活動委員会  小畑 彰  委員   

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

～１２月はロータリー家族月間～    

①2014年度千歳市表彰授賞式に

おいて産業功労としてに五十嵐 宏

PC、佐々木 金治郎PCのお二人が

受賞されました。12月9日、お祝

いする会を私と大西 信也 会員、佐

藤 晴一 会員の3名が発起人となっ

て企画しております。既に30名の

方から参加の申し込みを頂きまし

た。まだ受け付けておりますので

私の方までご連絡下さい。 

  

②先週、藤井会員のご母堂様が急逝されました。藤本会長の代理

として私がお通夜のみですが参列させて頂きました。皆さまからお

預かりしました香典はしっかりとお届けいたしました。 

  

③中山 和朗 PC、佐々木 昭 PCのお見舞いに関して慶弔規定の通

りに藤本会長がそれぞれお届けしております。なお、ご本人達のご

希望で病院ではなくご自宅にお届けしておりますし、入院先はあえ

てお知らせしておりません。何卒ご了解頂きたいと思います。 

  

④今月18日のクリスマス家族会には、1月付で入会予定の2名をお

呼びする予定です。現会員のご家族にも多数ご出席頂きますようお

願いします。 

  

⑤次週の例会にて、細則の変更について皆さまに原案をお示ししま

す。9月のクラブ協議会を受けて会費の規定に項目を追加する内容

です。これにより会員歴と年齢を足して85を超える場合は自らの

企業の後継者を正会員として入会させ、会費の減免を受ける事が出

来ます。「生涯ロータリアン」を実現する具体案で会員増強にも非

常に有効と考えております。  

委員会報告 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 

 幹事報告でもありましたが、12

月18日にクリスマス家族会を開催

致します。先週ＦＡＸ等でご連絡

致しましたが、余興でＢＩＮＧＯ

大会を行いますので、既に頂きま

した会員もいらっしゃいますが、

景品のご協賛をよろしくお願いし

ます。 

2016-17年度会長ノミニー選考委員会 藤川 俊一 次年度幹

事 

 本日の例会終了後に選考委員会

を開催しますので、委員の皆さま

のご出席をお願いします。 

  

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

 皆さん、こんにちは。12

月はロータリー家族月間で

す。「ロータリーの友」を見

ますと、40年前よりロータ

リアンの夫人による奉仕活動

を積極的に行っているクラブ

が沢山あります。 

 47年目を迎える千歳ＲＣではありますが、これまで

家族と一緒に奉仕活動・共同作業をした記憶がありませ

んので、これからは、例えば早朝例会や移動例会、奉仕

活動など、ご家族と共に参加出来る機会を設けても良い

のではないか、そのように感じました。強制という事で

はなく、参加出来る際にはご家族と共に参加して頂き、

私たちの活動を理解して頂く機会に、更には共に活動出

来ればなおよし。そう思っております。 

 毎年恒例であります12月18日のクリスマス家族会に

は奥様をはじめ、お子さん、お孫さんと共に是非ご参加

頂き、賑やかな会としたいと思いますのでよろしくお願

い致します。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 
職業奉仕委員会卓話 

職業奉仕委員会卓話 浅利 美恵子 委員長 

 

テーマ「お菓子業界について」 

 本日の卓話を担当させて頂きま

す。平成18年に入会してから初め

ての卓話になります。委員会報告等

でよく前には出ていますが、卓話と

なるとなかなか上手くいかない所も

あると思いますのでご容赦下さい。

本日の卓話ですが、「お菓子業界に

ついて」という事で、当社の会社の事、流通菓子について、道内の
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菓子業界の動向についての3点についてお話しさせて頂きたいと思

います。 

1.会社の歴史について 

 私の祖父である浅利作次郎氏が16歳の時、菓子屋に修行に入

り、明治39(1906)年4月19歳の時に

樺太大泊栄町に独立し、起業したのが始

まりです。 

※北海道人物文献録より 

  

 祖父、浅利作次郎、そして父でありま

す浅利作造、そして私と引き継がれて3

代目となります。ただいま、従業員は朝

日町の本店と東部隊のセンター合わせて

9名で全員女性社員が活躍しています。

あと、会長がおりますので男性は1名で

す。 

 

 本店では・・・ 菓子食品卸問屋とし

て、空港売店、学校給食、市内売店、

学校売店、自衛隊売店などにお菓子を

納品しています。 

 東センターでは・・・菓子や食料品

の他、日用品、書籍、文具などを扱い

コンビニ形式にて営業しています。5年

前より、部隊の売店権利も入札制度で

行われるようになり、本年の再入札の

結果、当社も来年から引き続き5年間、営業出来る事になりまし

た。 

 

2.流通菓子 

 菓子を大別すると、菓子メーカーから菓子卸売業を経由して小

売業に製品が供給される流通菓子と、製造販売を主要販売形態と

する生菓子とに分けられます。生菓子は更に洋生菓子と和生菓子

に分類出来ますが、もっとも生産額が大きいのは流通菓子を含め

て和生菓子です。その生産者の殆どが中小零細規模の事業者で

す。次にこの流通菓子についてお話しします。 

 

 昔は、「駄菓子屋」が沢山ありました。せんべいや金平糖な

ど、お菓子に関しては、ガラスケース等に入っていて、販売員が

袋に入れてくれたものですが、現在は商品メーカーが出荷段階か

ら事前に袋に入れられた状態で売られています。 

 

 専業小売店舗を減少させた要因については、スーパーマーケッ

トやコンビニなどの普及により、お菓子を菓子屋で買わなくて

も、スーパーやコンビニで食品等を買った「ついで買い」のよう

に購入出来るようになった事があげられます。また、主食ではな

いお菓子を食べなくても良いという考え方もあり、消費税が上が

るとその部分が削られるという要因もあるでしょう。 

  

3.各部門の現在の状況は 

 (1)チョコレート 

「大 人 の チ ョ コ」「大 人 の ～」

等、大人向けの商品の売れ行きが

良 い で す。チ ョ コ レ ー ト（カ カ

オ）が健康に良いといわれ、若干

伸びています。夏場には、ミント

チョコ、手に取っても解けない

チョコ等、色々と各メーカーが工

夫をしています。 

 (2)ガム・キャンディ 

ガムは下降傾向です。ハードキャ

ンディ（ミンティア、グミ）が若

い人に受けていて上昇傾向にあり

ます。 

 (3)スナック菓子 

ジャガビー、シリアル等、横ばい

から多少の上昇傾向です。 

 

  製造各社が色々と新製品を発売するも、中々定着する商品が出

ていません。コンビニによっては売れ行きによって2～3週間で店

頭から外される状況にあり、商品の寿命が非常に短く、問屋とし

ては非常に在庫量調整に苦慮しています。 

  

4.道内の菓子状況 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ニコニコＢＯＸ 

1．藤井 雅一 会員 母の葬儀に際して皆さまよりお心遣いを頂き

ました事、誠に有り難うございました。お陰様で滞りなく見送る事

が出来ました。母に対して寄せられました皆さまのご厚情に心より

お礼申し上げます。本当に有り難うございました。<(_ _)> 

2．前田 浩志 会員 11月のＨＰ担当が無事に終わり、今日から稲

川委員にバトンタッチしました。良い形で平成26年を締めくくっ

てくれる事と思います。(^_^)/~ 

3．腰越 くり子 会員 先週、愛媛県松山市に目の保養に（福山雅

治）行ってきました。松山城や道後温泉など初めての四国を満喫し

てきました。次は仙台に行ってきます。(^O^) 

4．五十嵐 桂一 幹事 本日晩のキリンビール会において、名川会

員より「千歳恋物語」のカラオケビデオを大きなスクリーンで出す

ように依頼されました。頑張ります！(*^_^*) 

本日のニコニコ集計4名 合計１3,０00 円  

◆卓話終了後、時間が多少余った為、五十嵐幹事より年次総会提

出議案に関しての説明を頂きました。 

 

 来週の例会の時に皆さまに文書

で配布をして、その後の年次総会

で決議を頂く予定になっておりま

す内容に関して、この時間を使っ

て事前にお話ししたいと思いま

す。 

 9月のガバナー公式訪問例会の際

に行ったクラブ協議会において、

自分の企業の後継者を会員として正会員として推薦した場合に、

その推薦者である会員は会費の減免を受けられるという提案を三

役の方からさせて頂きました。先月の理事会でもその内容につい

て審議しましたが、皆さんもお持ちの千歳ロータリークラブ定款

及び細則の内容を一部改訂します。具体的には細則の第5条と第

12条に冒頭でお話した内容を付け加えます。 

 

 クラブ協議会の際に会員の皆さまから頂いた、幾つかの疑問点

に関してですが、今この場で理事会での見解を事前にお話しして

おきます。 

 (1)企業が違っても血縁があれば該当しますか？（浅利会員より） 

 ロータリーの本質は職業を通じて奉仕をするという事であります

から、まずは血縁よりも事業の後継者を優先し、当面は後継者の

みの該当とさせて頂きたいと思います。 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

出席率 

今回:70.0％（12月  4日＝40／58、実数） 

確定:74.1％（11月20日＝43／58､うちMu1名） 

千歳ＲＡＣ第8回定例会参加報告 

 12月4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8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6名、千歳セントラルＲＣより1名、恵

庭ＲＣより2名の会員と、千歳ＲＡＣからはメンバー3名が出席さ

れました。 

 

 今回の定例会では11月20日

（木）のガバナー訪問例会の報告

と卓話「アクトとボランティア」

と題した話しを北村会長が行いま

した。ボランティアに興味をもっ

たきっかけとして農業高校時代の

「ブラジル実務派遣」を面白おか

しく話し、ローターアクト入会経

緯と今後の目標を発表しました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下

さい～ 
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