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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４日 第２３回）通常例会                    担当：職業奉仕委員会 

２０１４年1２月４日 

第２１号（通算222４号） 

第2２回（通算23５０回）例会報告  

日時：2014年11月２７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：青少年奉仕・ローターアクト委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  藤川 俊一 委員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会 春木  仁 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～    

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

   皆さん、こんにちは。日に日に寒

さも増して参りました。 

  

 まずは、職業奉仕委員会の皆さん

には先週の炉辺談話並びに勉強会、

千歳アウトレットモール・レラでの

夜間移動例会の担当例会と誠にお疲

れ様でした。初めて超3Dシアター

「4D王」を拝見し、目の前に迫って

くる立体感のある映像やそれが自分

に向かってきて突き抜けていく感覚が凄く、何とも鮮烈な

体験をさせて頂きました。また、その後の「翠華」で美味

しい中華料理をごちそうになりました。粟津 義幸 総支配

人には色々とお世話になり、会員一同心より感謝申し上げ

ます。 

  

 さる、11月21日に千歳商工会議所が主催する、平成26

年度優良従業員並びに永年勤続従業員の受賞者34名が瀧澤 

順久 会頭（当クラブ会員）より表彰され、その中から特別

賞として千歳市長表彰の2名と千歳ＲＣ会長表彰の5名が推

薦され、授与してまいりました。これは、千歳ＲＣで千歳

商工会議所が創立10周年を迎えた1970年（昭和45年）

より千歳市内の商工業界において勤勉、誠実で企業の発展

に寄与している方に表彰を始め、今年で45回を迎えており

ます。しかし今年でいうと千歳ＲＣからの推薦企業は2社

のみという事で少々さみしい状況でありますので、今後は

当クラブとしても考えていかなければならないと感じた次

第であります。 

  

 今年も残すところ1ヶ月余りとなりました。何かと忙し

い日が続きますが、体調など崩さぬよう、よろしくお願い

します。 

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

①本日の例会はクラブ奉仕委員長の藤井 雅一 会員のご母堂様がご

逝去された事に伴い、急遽、予定を変更する事になりました。本

日は本来12月の第2週目を担当する事になっていました青少年奉

仕・ローターアクト委員会の担当例会とし、喜多 康裕 委員長に卓

話をして頂きます。準備期間が非常に短かったので、どうか温か

い気持ちでお聞き下さい。また、クラブ奉仕委員会の担当例会は

委員会報告 

12月11日とさせて頂きます。 

②藤井会員のご母堂様のご葬儀に関しては

既にご案内の通りですが、本日の18時よ

りお通夜、明日の10時より告別式となっ

ております。場所は美唄市の西宝寺、喪主

は藤井会員のお兄様である藤井 精一 様と

なっております。クラブからは慶弔規定に

則り対応しておりますが、今日のお通夜に

は藤本会長の代理として私が出席する予定

としております。皆さまより香典も沢山預

かりましたので、間違いなく届けてまいります。 

③先日、千歳市から産業功労表彰を受けられました、五十嵐 宏Ｐ

Ｃ、佐々木 金治郎ＰＣのお二人をお祝いする席を、私が発起人と

なり準備しております。近日中に皆様にお知らせ致しますが、当ホ

テルを会場として12月9日（火）、時間は18時30分より会費を

１万円とさせて頂きます。なるべく多くの皆さまにご出席頂きたく

お願い申し上げます。 

④12月の例会に関しては先ほどの報告の通り、2週目の予定が変

更となりますが、他は予定通りです。クリスマス家族会には会員は

もちろん、多くのご家族にもご出席頂けるよう重ねてお願い致しま

す。 

ロータリー情報紹介（村田 研一 委員長） 

  

 先日の炉辺談話に沢山のご参加を頂き、どうも有り難うござい

ました。本日のロータリー情報ですが、「ロータリーの友」12

月号の記事の中からＲＩ会長メッセージについて新入会員の須川

会員に一読して頂きたいと思います。 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 12月4日の木曜18時30分よりローター

アクトクラブの定例会を急遽、行う事になり

ました。キリンビール会などと重なってお

り、皆さんご多忙かと思いますが、お時間の

ある方は是非、ご出席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、当会場にて第2回の選

考委員会を開催致しますので、委員の皆さま

は出席をよろしくお願い致します。 
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ニコニコＢＯＸ 

１．瀧澤 順久 会員 本年度の千歳商工会議所主催の優良・永年従業員表彰に

おきまして、千歳ＲＣ会長表彰を山三ふじやの従業員が全て頂きました。感

謝・感激！です。有り難うございました。２．千歳ライオンズクラブ 中田 敬

二 様 ゲストとして参加させて頂きました、RG会ゴルフコンペで優勝しま

した。３．喜多 康裕 会員 向いと我が家にトイプードルがやってきました。

ミニュチュアダックスと二匹態勢で可愛がっていきます。大西先生よろしく

お願いします。４．五十嵐 桂一 幹事 先日、家内と二人で映画を観に行きま

した。僕の年齢が50歳を超えているので、二人で2千円に割引され、嬉しい

けどチョット淋しい感じです。５．村田 研一 PC ①当社、㈱エレガンスあ

かしやは、お客様の皆さんのご協力のお陰で創業63周年を迎える事が出来ま

した。②北洋銀行はまなす会の麻雀大会で1位になりました。６．今村 靜男 

PC 11月25日(火)の北洋銀行はまなす会麻雀大会で準優勝致しました。

７．腰越 くり子 会員 須川会員から、先月の夜間例会の時に披露したフラダ

ンスの写真を頂きました。有り難うございます。名川会員の写真が気になり

ます。 

本日のニコニコ集計7名 合計12,000円 

第１２回理事会開催報告 

 11月27日の通常例会前に、第12回理事会が開催されました。今

回の議題は①千歳市産業功労章受賞者祝賀会開催について②12月の

例会について③現在入院されている会員のお見舞いに関して④年次

総会での細則変更議案提出に関して でした。 

  

以下、上記議題に対して決まった事項です。 

  

①五十嵐 宏 ＰＣ、佐々木 金治郎 ＰＣの産業功労表彰を祝う会を五

十嵐 桂一 幹事、大西会員、佐藤 晴一 会員を発起人として12月9日

に開催する事としました。 

②12月の例会は第2週が11月の第4週と入れ替わる他は予定通りで

す。 

③慶弔規定に従い、中山 和朗 ＰＣと佐々木 昭 ＰＣにクラブからお

見舞いを出しますが、ご本人の希望も有り、入院先などは敢えてお

知らせしません。 

④年次総会に三役案として細則変更をご審議頂く事から12月11日

例会に細則変更（案）を文章にして全会員にお知らせします。ま

た、当日欠席された会員にはＦＡＸ等を通じてお知らせします。  

出席率 

今回：62.1%（11月27日＝36／58 実数） 

確定：77.6％（11月13日＝45／58 うちMu4名） 

 といった、やはりロータリーの精神である親睦と奉仕が根底にあり

ます。 

 

 喜多委員長よりマニュアルに基づいたローターアクトクラブにつ

いての説明がされた後、現在のローターアクトクラブに対する主観

が話されました。 

 

 自分はローターアクト委員長になってから半年になりますが、多

少の行き詰まりを感じております。自分がローターアクターの頃は

クラブに愛着もあり、楽しく活動を行い、所属するメリットも感じ

ていましたが、現在のローターアクター達にとって、クラブはそれ

ほど魅力のあるものではなく、むしろ「やらされている感」が強い

ように感じられます。それはある意味、現代の若者らしいと言えな

くもありません。ただ、個人的見解として、それは近年ローターア

クターとの距離が遠くなった我々ロータリアンの責任でもあると思

います。 

  

 かつて2510地区に20近くあったローターアクトクラブが現在5

クラブ80名足らずになってしまいました。3クラブで共同提唱して

いる千歳ＲＡＣも、現在実質的に活動している6～7人のメンバーが

ほぼ卒業して居なくなる3年後が今から心配です。会費負担軽減の

観点から、例えば個人負担に限って一定期間会費を免除するとか、

ローターアクトクラブの定例会でロータリアンの自己紹介の時間を

設け、人となりを知って貰い、お互いの距離を縮める一助とする

等、クラブを存続していく為の方法論は色々と考える事が出来ま

す。ただ、それを実行するにはロータリアンの皆さまのご協力が不

可欠です。これを機会に皆さんも今後のローターアクトクラブにつ

いてお考え頂けたら幸いです。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 皆さん、こんにちは。青少年奉仕・ロー

ターアクト委員長の喜多です。今回の卓話

についてですが、本来は青少年奉仕・ロー

ターアクト委員会の担当は再来週の例会

で、北海少年院の院長先生に講師をお願い

する予定でした。既にご報告がありました

が、今回諸事情により、二週間前倒しで担

当例会を行わせて頂く事になりましたの

で、急遽内容を「ローターアクトクラブに

ついて」に変更させて頂き、自分が卓話を

担当させて頂きます。そういった事情で資料の準備が全く間に合

いませんでした。何卒ご容赦の程、よろしくお願いします。 

 

 今回、ローターアクトクラブについての卓話を行うにあたり、

身近にある色々な資料を見て、再度勉強し直してみました。現在

の会員の中にも、初代の末廣ＰＣから始まり、平間会員、福田Ｐ

Ｃ、村田ＰＣ、大西会員、五十嵐桂一幹事、藤本会長、今野会

員、等々、歴代ローターアクト委員長が沢山いらっしゃいます

が、改めてローターアクトクラブについて皆さんに知って頂き、

これを機会に現在の状況や今後の課題についてご一緒に考えて頂

けたらと思っております。 

 

１.ローターアクトクラブの成り立ち 

  

 ローターアクトクラブは、1968年に国際ロータリー（ＲＩ）

が推進し、創設したもので、ロータリークラブによって提唱され

た18歳～30歳までの青年男女の集まりです。その当初の目的

は、ロータリアンではない青年男女にロータリー活動をして貰

い、その修練を通じて将来の地域社会の指導者を育成しようとす

るものでした。育成の方法としては、例えば、 

 

①会員の相互の友情を深め、各自の人間開発に役立てよう。 

②職業人としての誇りを持ち、その責任の達成に努力しよう 

③地域社会を知り、奉仕を実践しよう。 

④世界理解に努め、世界平和に寄与しよう。 

 

 

 
※村田委員長と記事を

朗読する須川会員で

す。 

 

 

 

 

 

 ＲＩ会長メッセージを一読した後、福田 武男 ＰＣからもひと言

頂きました。 

 先週、土曜日に第10・11グループのＩＭ

へ参加する為、函館に行って来ました。その

中で思った事ですが、「奉仕の実践にかかる

決議23-34号」が分からない会員が多いと

いう事です。1923年にセントルイス国際大

会で決議された23-34号はロータリーの基

本です。簡単に説明しますと、ロータリーは

何だろう、ロータリークラブは何をしたら良

いのか、という事が書いてありますし、国際

ロータリーの事も書いてあります。もっとも

大事なのは、クラブの自治権であり、RIに言

われてやるのではないという事です。ロータリーは「行動哲学」と

も書いてあります。行動哲学とは、行動して考える事を繰り返しな

さい、考えるだけでは駄目だし、行動だけでも駄目だという意味だ

と思います。最後の6項目目には社会奉仕の時の注意事項も書いて

あります。配布されている会員名簿には3ページ程の短い文章で非

常に小さい文字で載せられているので読み辛いですが、その文章が

ロータリーの全てです。どこのクラブに行っても載っていないです

し、どんな資料にも書いていないので、是非、会員名簿に書いてあ

る「決議23-34号」を読んで理解して下さい。 

青少年奉仕・ローターアクト委員会卓話 
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