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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 （1月15日 第29回）通常例会                 担当： SAA・プログラム委員会  

２０１５年1月１５日 

第26号 （通算2229号） 

第28回（通算２３56回）例会報告 

日時：2015年1月8日 18:30～20:30 

場所：ザ・ベルクラシックLien  
プログラム：夜間移動例会（新年交礼会：千歳RAC合同）     

担当：親睦活動委員会、SAA・プログラム委員会、 

           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 今野 良紀 副委員長 

四つのテスト： 親睦活動委員会 杉本 正和 委員  

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

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

～１月はロ－タリ－理解推進月間 ～    

 新年明けましておめでとうございます。皆さまにお

かれましては、輝かしい新年を迎えられたこととお慶

び申し上げます。本日の千歳ＲＣ新年交礼会に際し、

千歳市長 山口 幸太郎 様はじめ 、日頃より地域活

動、奉仕活動にご尽力頂いております各団体の皆さ

ま、また、我々千歳ＲＣをご支援頂いております皆さ

ま、このように大変多くの皆さまにご臨席賜り、会を

代表致しまして衷心より感謝とお礼を 申し上げます。 

  

 アベノミクス3年目を迎える2015年でありますが、確かに株価の上昇や

円安、ドル高など景気の回復を目で見る事が出来るようになりました。大企

業は価格競争力を取り戻し、まさに日本経済復活の為の条件が一つひとつ実

現されつつあります。しかし、その一方でひとたび地方に目を向けますと、

物価高による実質賃金の減少、人口減少による「まちなか空洞化」など、課

題が山積しております。  

  

 我々、地方都市にとりましては、この景気回復をまだまだ遠目で見るだけ

で感じる事が出来ないのが実情ではないでしょうか。しかしながら地方や地

域が元気にならないと日本経済の本当の意味での復活の狼煙は上がりませ

ん。私たちロータリアンにとっても地域はクラブ活動の基盤であり、ロータ

リーの精神的な礎である「親睦と奉仕」のフィールドはまぎれもなく自らが

住み暮らす地域です。  

  

 本年度の千歳ＲＣは「学びと実践」をテーマに自らの職業を成長させる為

の多くの学びと、自らの職業を通してクラブ活動、地域活動、奉仕活動を実

践してまいりたいと思います。地域の安定と発展の一役を担うべく、会員一

同邁進してまいります。 

  

 最後になりますが、本日ご出席の皆さまにとりまして、2015年が素晴ら

しい、実り多き一年になりますよう、そしてご健勝でご活躍されます事を心

よりご祈念申し上げます。本日は誠に有り難うございました。  

お客様紹介（五十嵐 桂一 幹事） 
以下、本日のお客様です。 

※画像については後の報告記事中にて紹介に代えさせて頂

きます。 

・千歳市長 山口 幸太郎 様 （千歳RC名誉会員） 

・千歳商工会議所 副会頭 橋爪 宏征 様 

・千歳セントラルRC会長白木 松敏 様・幹事 坂井 治 様 

・恵庭RC 会長 前田 利和 様・幹事 横手 義信 様 

     創立45周年記念実行委員長 中川 富雄 様 

・千歳LC 会長 山根 俊哉 様・幹事 久住 浩文 様 

・千歳中央LC 幹事 山本 幸博 様・会計 橋本 潔 様 

・国際ソロプチミスト千歳コンスポンディングセクレタリー五十嵐 志貴 様 

・一般社団法人千歳青年会議所2015理事長 井渓 利光 様 

                                  ・2015専務理事 中山 千太朗 様 

・千歳プロバスクラブ 会長 石田 宏司 様・幹事長 野澤 邦彦 様 

 

１ 今年最初の幹事報告をさせて頂きます。1月

の例会は全て予定通り開催しますのでよろしくお

願いします。  

２  昨年最後の例会においてご承認頂きました

千歳ＲＣ細則の改正につきまして、例会出席の負

担額について理事会で十分に審議した後、皆さま

にご報告する予定とさせて頂きます。出来れば今

月の最終例会で報告したいと考えております。  

３ 藤本年度も半分が過ぎ、予算執行について仮

決算はしておりませんが概ね順調に推移しております。しかしな

がら、唯一ニコニコBOXが伸び悩んでおります。積極的に身の回

りの嬉しかった事、喜ばしい事などを思い出して頂き、ご協力を

お願いします。 

千歳ＲＡＣ会長挨拶   (北村 秀美 会長) 

 新年明けましておめでとうございます。今後

の予定を報告致します。 

1月15日に千歳ＲＡＣ定例会を18時30分より

レストランインターにて開催致します。 

 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 皆さま、新年明けましておめでとうございま

す。本年度会長を務めさせて頂いております北

村 秀美 です。 

 昨年は当クラブにとって学びの年となり、今

年は会員一同積極的に最後までやり抜きたいと

考えております。本年も千歳ＲＡＣをよろしく

お願い致します。 

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

千歳ＲＡＣ幹事報告 (村山はるか 副幹事) 

新入会員認証式 

岡崎 進会員のご紹介  

紹介者：五十嵐宏 副会長 ※代理紹介五十嵐桂一幹事  

有限会社 ジョイコーポレーション 代表取締役  

昭和25年2月生まれ 満64歳  

配属委員会 職業奉仕委員会  

 

 

木村 聡史 会員のご紹介  

紹介者：村上 倫行 会員増強委員長  

株式会社 千歳水道設備 代表取締役  

昭和40年9月生まれ 満49歳  

配属委員会 社会奉仕委員会  

 

 

 

ご入会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～ 
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第１４回理事会開催報告 

 12月25日の通常例会前に、第14回理事会が開催されました。今回の議題

は①1月の例会について②新年交礼会について③今年度IMの日程について④1

月15日の例会に関してでした。以下、上記議題に対して決まった事項です。 

 

①1月の例会スケジュールは全て予定通りと決定しました。本日の例会におい

て細則の変更が認められたらFAX理事会も含め早急に例会参加の負担金額を

審議する事とします。 

②新年交礼会にお招きする方々の確認、出席する3役の分担について決定しま

した。 

③今年度のIMの日程が再度変更になりましたが、全員登録で対応すると決定

しました。日程は6月6日です。 

④1月15日の例会は五十嵐幹事が例会出席出来ないので、藤川副幹事が代理

する事とします。 

  

（記事：五十嵐 桂一 幹事） 

出席率 

今回：70.0％（  1月  8日＝40／58 実数） 

確定：73.7％（12月18日＝42／57､うちMu0名） 

来賓代表挨拶（千歳市長 山口 幸太郎 様） 

 皆さま、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。本日、

私にとっても親しみのある皆さまが沢山いらっ

しゃいます、千歳ＲＣの新年交礼会へお招き頂

き、大変嬉しく思っております。千歳ＲＣの皆

さまには行政が大変お世話になっている事をお

礼申し上げます。とりわけ、グリーンベルトの

整備に当たりましては、桜の苗木を寄贈して頂

くなどお力添えを頂きました。その場所で春祭りを開催しておりますが、そ

の祭りにおきましてもイベントを持ち寄って頂き、盛り上げて頂いておりま

す。本当に有り難うございます。 

  

 本日の新年交礼会、千歳ＲＡＣの美しい会員の皆さまと共に参加出来る事

も大変嬉しく思っております。それから、本日は恵庭からもお客様がいらっ

しゃっておりますし、多くのクラブからもお客様がいらっしゃっております

が、私からも千歳ＲＣが大変お世話になっている事を感謝申し上げます。 

  

 さて、お陰様で当千歳市も北海道の中で発展しているマチの一つであり、

大変嬉しく思っております。私は「1年1字」という事で、毎年、年頭に1字

を掲げて市民の皆さまと一緒に進んでいこうと思っているのですが、今年は

「伸」という漢字を掲げさせて頂きました。昨年は「躍」、一昨年は「翔」

だったのですが、毎年前に進もうという字を選び、務めさせて頂いておりま

すが、この「伸」という漢字を選択したのは、まさしく皆さまとこれまで

培ってきました勢いを更に伸ばしていきたいという想いです。 

  

 とりわけ具体的な目標と致しましては、市の人口設定を総合計画では

95,000人としておりますが、この目標は既に達成済みですので、これを

97,000人とし、上方修正したいと考えています。全国的に人口が減ってい

る中でそういった目標とする事は大きな決断でありますが、皆さま方のお力

添えを頂きまして目標を達成したいと考えています。 

  

 最後になりますが、ロータリークラブの行動の起点といいますのは、当

然、職業奉仕という事になります。ですから、それぞれの皆さまの企業やお

店がこれからますます発展されますようにお祈り申し上げたいと思います。

今年も民間の活力、ダイナミズムを是非発揮して頂いて、「伸」にふさわし

い１年にしていきたいと思っておりますので今後ともどうぞよろしくお願い

致します。 

懇親会の様子  

 

 山口幸太郎市長の来賓あいさつに

続き新年恒例の鏡開きです。 

 

よいしょ！ 

おめでとうございます。 

 

 

乾杯のご発声は佐藤秀雄 パストガ

バナーです 

 皆さん、明けましておめでとうご

ざいます。皆さんのクラブがますま

す発展する事をご祈念申し上げて乾

杯したいと思います。 
 

 

 

藤本会長の書初めです。 

 

出来上がったのは「夢」です。 

 

皆さん夢を持ちましょう！ 

 

 

 

 

 ここでご来賓の各クラブより代表スピーチをいただきました！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
※左下左から、千歳セントラルRC 会長 白木  松敏 様、恵庭RC 会長 前

田  利和 様、国際ソロプチミスト千歳ｺﾝｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｾｸﾚﾀﾘｰ五十嵐 志貴 様、

千歳JC理事長 井渓 利光 様、千歳プロバスクラブ会長 石田 宏司 様で

す。 

 
 

 次に千歳RCが誇るムーディ大澤と親睦活動委員会メンバーによる「千歳

恋物語」が披露されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  私たちが盛り上げます！   熱唱するムーディ大澤と盛り上がる親睦           

                委員会メンバー 

 

締めのご発声  

沼田常好会長エレクト 
 明けましておめでとうございます。

本日は山口市長をはじめ、沢山のご来

賓の皆さまに千歳ＲＣの新年交礼会に

お集まり頂きまして誠に有り難うござ

いました。藤本年度も残り半年でござ

います。本年藤本年度は皆さまもご存

じの通り、楽しい年度になっていま

す。それはやはり藤本会長の人柄と五十嵐幹事の上手さだと思いますが、そ

の成果でしょうか。千歳ＲＣの会員も徐々に増えております。今年はひつじ

年であります。この字は羊が群がる、すなわち家庭円満という年であるそう

であります。また「未」という文字を書き「ひつじ」と読みますが、未来の

未でありますので、発展途上という意味合いもあるそうです。本日お集まり

の各クラブの皆さま、ご出席を頂きました会員の皆さまの今年1年のご家族

安泰と各団体・企業の発展途上でこれからますますご発展する事を祈念致し

まして一本締めで締めたいと思います。 

 

今年も千歳RC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～ 
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