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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8日 第２8回）通常例会（新年交礼会）  担当：親睦活動委員会 SAA・プログラム委員会 

２０１5年1月8日 

第25号 （通算２２２8号） 

第２6回（通算２３５4回）例会報告  

日時：2014年１２月25日（木）18：30～19：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  

プログラム：通常例会（年次総会：３６分例会） 

担当：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  齊藤 博徳 委員長 

四つのテスト：社会奉仕委員会 高橋 憲司  

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) 

 皆さま、こんにちは。本日

は2014年最後の例会であり

ます。先週のクリスマス家族

会には、会員とそのご家族、

合計106名の皆さまにご参

加頂きまして盛大に開催する

事が出来ました。感謝とお礼を申し上げます。当日、企

画をして頂きました親睦活動委員会の斉藤えみこ委員長

の素晴らしいキャラクター、それを支える委員の方々の

チームワークの良さ、そして独創的な司会で会場を盛り

上げて頂き、関係者の皆さまにも改めてお礼を申し上げ

ます。 

 私が会長に就任してから半年、至らない点などありま

して皆さまに大変ご迷惑をお掛けした事と存じますが、

皆さま方のお力添えのお蔭で無事にこの半年を終える事

が出来ました。心より深く感謝致します。有り難うござ

いました。  

 ここで一つ報告がございます。ポール・ハリス・ソサ

エティ会員として当クラブより10名の皆さまに入会を

頂きまして、9月25日のガバナー公式訪問の際、羽部

大仁ガバナーより私が代表で記念バッジを授与されたの

ですが、当日。何人かの参加者にはお渡し出来たのです

が、一部の方にまだお渡し出来ておりませんでした。大

変申し訳ありませんが、本日改めて記念バッジをお渡し

したいと思います。本日の例会はこの時期恒例の「年次

総会」でいわゆる36分例会あります。会長ノミニーの

承認、次年度の沼田会長年度の理事の承認について皆さ

まにご審議頂きたいと思います。 

 

ポール・ハリス・ソサエティ バッジ授与 

 藤本会長より、佐藤 秀雄 ＰＧ、福田 武男 ＰＣ（奥様の分も同時

に授与）、川端 清 ＰＣ、五十嵐 桂一 幹事にそれぞれ授与され

ました。（欠席の加藤 輝明 会員には後日届けられます。） 

  

註（参考）:ポール・ハリス・ソサエティ(Paul Harris Society)＝

ロータリー財団に毎年1,000ドル以上に年次寄付、用途指定寄付者

は会員資格を有する。 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 

  

 先週のクリスマス家族会開催に

際し、会員皆様より沢山の景品の

ご協力を頂き、楽しいクリスマス

会が出来たと思っています。有り

難うございました。なお、次の1

月8日の新年交礼会にも沢山の出

席をお願いします。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

 

1、先日のクリスマス家族会、沢

山のご家族の皆さまにご参加頂き

まして有り難うございました。1

月のプログラムは予定通りに開催

致します。1日は元旦で休会で

す。8日は今野会員のザ・ベルク

ラシックLienにて18時30分より

新年交礼会を開催します。和服を

着られる会員の方は和服でご出席して下さい。 

2、2月の第1回目の例会は毎年恒例となっております山口 幸太郎 

千歳市長（当クラブ名誉会員）の卓話となっております。多くの

ご参加をお願いします。 

3、今年度のＩＭ（都市連合会/北広島ＲＣ担当）ですが、開催日

が再度変更となりまして6月6日の開催となります。先ほどの理事

会にて全員登録ときまりましたのでお願いします。登録料は

5,000円です。 

委員会報告 

 

年次総会議事 

進行：議長 藤本 敏廣 会長 

 先ほど出席率の報告がありまし

た。57名中38名の出席という事で

年次総会成立を宣言致します。それ

では、千歳ＲＣ細則第4条第1節に

基づき、「年次総会」を開催しま

す。まずはクラブ細則第2条第1節

に基づき、選考委員会の委員長より

次々年度会長（会長ノミニー）を選

考結果について報告頂きます。それ

では長澤 邦雄 委員長よろしくお願いします。 
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会長ノミニー指名委員会 長澤 邦雄 委員長 

 皆さん、こんにちは。指名委員会の

内規に則って進めさせて頂きました。

構成メンバーですが、経験豊富な会員

（長澤 邦雄 ＰＣ・末廣 孝ＰＣ）・中

堅会員（斉藤 えみこ会員・菅原 正行

会員）・経験の浅い会員（喜多 康裕会

員・稲川 和伸会員）そのメンバーに現

在副幹事をされている藤川 俊一会員に

幹事役を務めて頂き、進めさせて頂きました。11月に委員会が出

来まして、約1月半でその任を終える事になりますが、その間4回

の委員会を経まして、多少の紆余曲折はあったものの決定させて

頂きました。ロータリー歴18年、副会長や幹事も務められ、5大

奉仕のうちの4つの委員長も経験されている、大西 信也 会員で

す。以後は藤本議長にお諮りして頂きたいと思います。 

  

藤本議長：それでは、指名されました大西 信也 会長ノミニーにつ

いて審議を取りたいと思います。承認される方は拍手にて賛意を

示して下さい。（大きな拍手）全出席会員の拍手を頂き、満場一

致で承認されました。それでは大西会長ノミニーよりご挨拶頂き

ます。 

 

ご挨拶 大西 信也 会長ノミニー（2016-17年度会長） 

 ただいま会長ノミニーをご指名頂き

ました大西信也です。先ほど長澤ＰＣ

からご紹介がありました通り、平成9

年11月に入会しました。ちょうど藤

谷会長の30周年の時期で、私で会員

100名目というそんな時代でした。

周年式典では受付を担当したのです

が、右も左も分からずあたふたとして

いたのを思い出します。それから17年間ロータリー活動をやって

きましたが、それだけ長くやってこられたのもロータリー活動の

中で楽しい事を探し続けてきたからです。ノミニーを受けさせて

頂きましたので、今までお世話になったクラブに恩返ししたいと

思っています。自分としては楽しい会にしたいと思いますし、自

分も楽しく会長をやりたいと思っています。それで、自分の年度

の幹事ですが、今野 良紀 会員に、副会長は齊藤 博徳 会員に務め

て頂きます。それではよろしくお願いします。 

  

藤本議長：引き続き、クラブ細則第2条第1節により、沼田 常好 

会長エレクトより次年度役員・理事の発表をお願いいたします。 

  

次年度理事の発表 沼田 常好会長エレクト 

沼田エレクトより2015-16年度の新

役員が発表されました。役員は以下の

通りです。（敬称略） 

  

 会長：沼田 常好、副会長：大西 信

也、幹事：藤川 俊一、直前会長：藤

本 敏廣、会長ノミニー：大西 信也、

副幹事：今野 良紀、クラブ奉仕委員

長：喜多 康裕、ＳＡＡ・プログラム委員長：伊藤 一三、職業奉仕

委員長：菅原 正行、社会奉仕委員長：斉藤 えみこ、国際奉仕委員

長：五十嵐 桂一、以上のメンバーで頑張っていきます。ご協力を

よろしくお願いします。 

  

藤本議長：沼田エレクト、有り難うございました。それでは指名

された理事について審議します。承認される方は拍手をお願いし

ます。満場一致で承認されました。 

 

※承認された次年度理事の皆さまで

す。 

 

 

 

 

 

 

◇千歳ロータリークラブ細則一部改正案提案 五十嵐桂一 幹事 

 

引き続き、先々週の例会にて示されました、細則の改正に関連し

て五十嵐 桂一 幹事より説明がありました。（以下、質問や意見に

対する回答を掲載します。） 

1．川端 清 ＰＣ   雪が降らないうちに除雪車が届きました。新車

です。^O^)／2．腰越 くり子 会員 初めてのクリスマス家族会、オロ

オロしながらも頑張りました。来年もよろしくお願いします。メリー

クリスマス!(^O^)3．大西 信也 会員  次年度副会長を務めます。よ

ろしくお願いします。(=^・^=)4．小畑 彰 会員  先週のクリスマ

ス会ビンゴゲームでうちの家内が福田ＰＣより沢山のカードを貰い、

賞品を5つもゲットしました。確率的にどうだったのか分かりません

が、沢山の景品有り難うございました。(^O^)5．稲川 和伸 会員  

クリスマス家族会、家族で楽しませて頂きました。ビンゴも当たりま

した。有り難うございます。(^^ゞ6．藤川 俊一 会員  冬の季節の

到来と共に除雪でご迷惑をお掛けします。よろしくお願いします。

(^O^)7．五十嵐 桂一 幹事 ①ANAクラウンプラザホテル千歳でのビ

ンゴパーティーにてファーストビンゴ賞の丸駒温泉ペア宿泊券を頂き

ました。②楽しいクリスマス家族会も終了し、本日をもって半分が終

了しました。残り半分の皆さまのご協力をお願いします。

(^O^)／8．斉藤 えみこ 会員  クリスマス家族会、皆さまのお蔭で無

事に終わりました。また、2次会でハーパーウイスキーが当たりまし

た。やったー！(^。^)y-.。o○9．藤本 敏廣 会長   ①支笏湖ヒメマ

スふ化場完成しました。給排水機械工事を担当させて頂き引き渡しが

無事に完了しております。千歳民報にも掲載して頂きました。有り難

うございました。②2014年も終わりますが、皆さま良いお年を迎え

て頂き、1月8日の新年交礼会には体調を整え、元気にお会いしま

しょう。（＾◇＾）10．大澤 雅松 会員   ①前回のクリスマス家族

会で豪華メンバーをバックに「千歳恋物語」を歌いました。②ビンゴ

大会で丸駒温泉ペア宿泊券が当たりました。家族で楽しく帰宅出来ま

した。有り難うございます。(*^_^*)11．浅利 美恵子 会員 今年のク

リスマス家族会は出番も少なくゆっくり楽しむ事が出来ました。次年

度はいつでも準備ＯＫです！＼(^o^)／12．喜多 康裕 会員  千歳民

報に緑小のおやじの会餅つき大会の記事を掲載して頂きました。娘が

インタビューされました。有り難うございました。(*^_^*)13．長澤 

邦雄 ＰＣ  大西 信也 会員を会長ノミニーとして指名する事が出来

ました。(^O^) 

質問1：減額基準についてもう一度説明下さい。 

 五十嵐幹事：85という数字は年齢では

なく、在籍年数＋年齢です。それが85を

超えると適用となります。年会費は3万

円、その他に例会毎の実費食事代負担分

として、昼例会は1,300円~1,500円、

夜例会は（※クリスマス家族会を除く）

3,000円～3,500円、早朝例会は500円

で考えていまして、例会に年間60％出席

した場合、現在75歳以上で適用されている8万円の減免額を若干下

回る程度となります。 

  

質問2：在籍年数+年齢という事だと、ロータリー歴によっては現状

75歳以上で受けられている減免措置よりも早い段階で会費の減額措

置が受けられる会員も出てきて不公平が生じる恐れがあるのではな

いか。 

五十嵐幹事：新たに正会員が増える結果になりますし、生涯ロータ

リアンという目標も達成出来ますので、そう感じる方もいらっしゃ

るかもしれませんが、会としてはよろしいのではないでしょうかと

いう結論となりました。 

  

質問3：どうして85という数字になったのですか。 

五十嵐幹事：定款の中にある「出席義務の免除」という項目があ

り、その数字をそのまま引用させて頂きました。 

  

意見4：本来、年会費というのは細則に具体的に書かれていなければ

ならない。その点を含めて細則は出来るだけ早くに見直しが必要だ

と考えます。 

五十嵐幹事：ロータリー情報・定款細則委員会の村田 研一 委員長と

協議し、実現するのは次年度になるとは思いますが、今後の方針を

決めていきたいと思います。 

  

藤本議長：それでは、他にご意見等なければ拍手でご承認頂ければ

と思います。承認されました。（拍手） 

出席率 

今回:66.7％（12月25日＝38／57、実数） 

確定:91.2％（12月11日＝46／57､うちMu0名） 
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