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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 （3月5日 第36回） 通常例会             担当：職業奉仕委員会/健康委員会 

２０１5年3月5日 

第33号（通算2236号） 

第35回（通算2363回）例会報告  

日時：2015年2月26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・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 

お客様の紹介 （五十嵐 桂一 幹事） 

～3月は識字率向上月間～    

  
 本日のお客様は、千歳ローターアクトクラブ

副会長の東野 健太様です。 

 

  

 

 

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

     皆さん、こんにちは。暦の上では雨水と申し

ますが、北海道はまだまだ寒い日々が続くので

はなかろうかと思っていましたところ、北海道

も温暖化のせいなのか毎日が暖かく、雪ではな

く雨が降るという日が続いております。職業に

よって喜んでいる方、悲しんでいる方など様々

居るかと思います。晩秋から初春にかけての気

象で「三寒四温」という言葉がありますが、3

月に入ると気温がめまぐるしく変わり、春を感

じるものですが、暖かいからといって油断せず、体には十分気を付

けて下さい。 

 また、早いもので2月も最終例会となりました。先ほど第16回目

の理事会が開催され、3月の事業及びプログラムが決定しまして、

第2回クラブ協議会の日程も3月26日に決定しましたところです。

それぞれの委員長は次年度の委員長に迷惑を掛けないよう、引き継

ぎをよろしくお願いします。                                               

 幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

 １．3月の例会は当初の予定を変更し、1週

目と4週目が入れ替わります。よって1週目が

職業奉仕委員会担当となりクラブ協議会は4週

目になります。協議会では各委員長から半期を

終え「学びと実践」の会長方針の実践および委

員会活動についてご報告してもらいます。 

 ２．3月5日の例会は、千歳市職員でバンクー

バーオリンピックの銀メダリスト 穂積 雅子 

様を講師として卓話を頂きます。本物の銀メダ

ルもお持ち下さるので写真撮影なども楽しみに例会に参加して下

さい。 

 ３．恵庭RCの45周年（5月23日）は全員登録するかどうか次週

開かれる第7グループ会長幹事会で他クラブの動向を伺ってまいり

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 来週、3月5日（木） ＡＮＡクラウンプ

ラザホテル千歳において18:30から千歳

ローターアクトクラブ第12回定例会が開催

されます。会員の皆さま、多数の参加をお

持ちしています。 

 

次年度幹事 藤川 俊一 副幹事 

 

 次回例会(3月5日)終了後、次年度第2回

理事会を行います。改めて正式に文書でご

案内を致しますので、次年度の理事の皆さ

まには出席の方よろしくお願いします。 

委員会報告 

ますので少々お待ち下さい。尚、千歳恵庭両クラブの40周年時は

それぞれ全員登録でした。また千歳の45周年はIMと共催の為、

結果的に全員登録を頂いております。また、同日恵庭カントリー

において記念コンペも開催されますので、その取りまとめはRG会

にお願い致します。 

４．先週の例会において、3名の会員が入院中と報告しました

が、中村 堅次 ＰＣはお見舞いの許可が病院及びご家族から頂け

ましたので報告します。入院先は北星病院です。三役はなるべく

早い時期にお見舞いに伺う予定です。また、日向 祥一 会員、

佐々木 金治郎 ＰＣにつきましても情報が得られ次第、皆さまに

お知らせします。 

 ５．事務局のコピー機が耐用年数を過ぎて交換部品の調達が出来

なくなった事から、この度思い切って入れ替えする事を理事会に

おいて決定致しました。目の前に迫った50周年に向けて、事務局

の機器類の更新を計画的に行っていく予定です。 

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 村田 研一 委員長  

 

テーマ「ロータリーの特別月間について」 

 

 皆さんこんにちは。ロータリーの特別月

間が次年度2015年7月から変わります。

川端PCからも1月の卓話でお話をされまし

たが、例会欠席の方もおられたと思います

ので改めましてお話をさせて頂きます。千歳RCは特別月間を非常

に大事にしているクラブでありまして、特別月間に合わせて卓話

のテーマを決めたり、特別講師をお呼びしたりしております。今

回のロータリー情報を元に、次年度各委員長はじめ、委員会にお

かれましては、委員会が「いつ」、「どのような卓話」、「どの

ような講師を選定しなければならないか」を、今から考えてもら

う機会にして頂き、次年度に備えて頂きたいと思います。 

 

 

ロータリー情報紹介 
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤本 敏廣 会長 ①先日の夜間例会とても楽しかったです。美味しい

お酒でした。②久しぶりに中山和朗パスト会長の顔を見ることが出来、うれ

しかったです。２．腰越 くり子 会員 2/14～2/16まで仙台に行って来

ました。もちろん、福山雅治のライブです。8月には長崎に行ってきます。

３．前田 浩志 会員 妻の誕生日にお花を頂きました。ありがとうござい

ます。４．春木 仁 会員 「北洋銀行はまなすクラブ」旅行会で、3月1日

から3日間沖縄に行ってきます。当ロータリークラブからも今村会員、村田

会員、佐藤(秀)会員、武石会員、南雲会員、加藤会員、瀧澤会員、村上会員

(事業所名の五十音順)に参加頂きます。3日間よろしくお願いします。５．藤

井 雅一 会員 嫁の誕生日にお花ありがとうございます。50歳です。６．

中山 和朗 PC お見舞いを頂きありがとうございます。これからは健康に

気を付けて頑張ります。７．武石 忠俊 PC 「駒そば亭」での例会ありが

とうございました。８．長澤 邦雄 PC 「第25回駒そば愛好会」に約

100名の出席で盛会に終了しました。９．高橋 憲司 会員 先週の例会で

のウイスキー講座、つたない説明でしたがご清聴ありがとうございました。

１０．五十嵐 桂一 幹事 中山パスト会長、お帰りなさい。  

１１．喜多 康裕 会員 ①東野君、今日の卓話頑張って下さい。②妻の誕

生日にお花を頂きました。③2/19 楽天の新春カンファレスにて、2014

年ショップオブジエリア北海道エリア賞を頂きました。この賞は北海道エリ

アにおける最優秀賞にあたるものです。１２．小畑 彰 会員 先週の夜間

例会で遅くまで飲み、朝起きたら記憶が飛んでいました。失礼はなかったと

思いますが自信がありません。 

本日のニコニコ集計12名 合計29,000円 

出席率 

今回：58.6%（2月26日＝34／58 実数） 

確定：89.7％（2月12日＝52／58 うちMu1名） 

 

※PC 村田 研一 委員長が手

書きで作成して下さいました。 

  

ロータリーの友2月号 38ページ

も合わせてご覧ください。 

 

 

 

 それでは具体的にお話ししたいと思います。1年を通してみま

すと、まず7月は空いておりますが千歳RC独自に「親睦に始まり

親睦に終わる」という事で、これまで同様に「親睦月間」で良い

のか、あるいは空白のままでいくのか他の何かを入れるのかで

す。また、5月は「青少年奉仕月間」となりましたが、これまで

は千歳RC独自の月間として「健康推進月間」となっております。

これらを含めて次年度の理事の皆さまで決定して頂ければと思い

ます。 

 この特別月間が制定されたのは1983-84年からで、それ以前

は全てが特別週間でした。月間の制定に伴い、自動的にそれまで

週間だったものが月間に変わったのです。その特別月間が、昨年

10月に開催されたRI理事会で変更されました。次年度7月から変

更されます。なお、10月の米山月間はカッコ書きで入れてありま

すから従来通りで変更ありません。ただ残念なのは「雑誌月間」

や「ロータリー理解推進月間」が無くなったのが少し寂しいで

す。次年度沼田年度の方々には頑張って頂きたいと思います。 

 

    ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

青少年奉仕・ローターアクト委員会卓話 

講師紹介：喜多 康裕 委員長 

 皆さん、こんにちは。本日の卓話をして

頂きます東野 健太 君ですが、うちの会社の

社員でもありますので、改めて履歴書を見

て参りました。紹介させて頂きます。 

 東野君は昭和59年8月生まれの30歳で、

出身は苫小牧市です。主な経歴と致しまし

て、平成17年3月に日本航空専門学校航空産業科をご卒業、同年4

月にホクトヤンマー株式会社に入社し、農機販売台数の集計等の事

務処理や各支店への営業応援等のお仕事をされていました。その

後、平成21年7月に当社、有限会社千歳スポーツにアルバイトと

して入社した事をきっかけに正社員となり、現在は店長として私の

右腕となり頑張って頂いています。 

  ローターアクト歴に関してはまだ1年と浅く、更に年齢的に今年

度で卒業してしまいます。本日はローターアクトクラブについて、

そしてクラブに携わる東野君自身についての話を聞かせて頂けると

いう事です。それではよろしくお願いします。 

 

部外講師卓話：「ローターアクトについて」 

千歳ＲＡＣ 副会長 東野 健太 様 ((有)千歳スポーツ 店長) 

 ただいまご紹介がありました千歳ＲＡＣ

副会長、そして千歳スポーツの喜多の下で

働いております東野と申します。本日よろ

しくお願い致します。このようなロータリ

アンの皆さまの前で卓話が出来るという事

で非常に光栄に思っているのと同時に緊張

しております。一生懸命頑張りますのでよ

ろしくお願い致します。 

 本日は、１．「ＲＡＣについて」、２．「北海道、千歳ＲＡＣに

ついて」、３．「私自身の入会したきっかけ」などを話していきた

いと思います。 

  １．ＲＡＣについて 

 ・1968年発足、159の国と地域で7,833クラブ、18万人の会

員がいます。 

・世界最初のＲＡＣはアメリカ合衆国ノースカロライナ州のノース

シャーロットＲＣの提唱により、1968年3月13日にノース

シャーロットＲＡＣが結成されました。 

 ・日本最初のＲＡＣは同じく1968年に創立した、埼玉県の国際

商科大学ＲＡＣで、川越ＲＣの提唱で6月1日に発足されました。

12名の会員で活動したそうです。 

 ２．北海道、千歳ＲＡＣについて 

 ・北海道では私たちが活動する2510地区と隣地区である2500

地区の2地区があります。2510地区は千歳、札幌幌南、赤平、室

蘭北、函館の5クラブで会員数は男性41名、女性45名の計86名

です。隣の2500地区は釧路北、美幌、北見、根室、旭川、網走、

稚内、名寄、帯広、富良野の11クラブで会員数は131名との事で

す。 

 ・2510地区ＲＡＣの地区テーマは「チャレンジ～何事にも挑

め」です。ＲＡＣ地区代表の安島代表の、『人生一度きり、悔い

のないアクト人生を歩む為に様々な事にチャレンジしよう』とい

う言葉に想いが込められています。 

 ・千歳ＲＡＣは1988年5月12日に道内で15番目に設立されて

います。2510地区で一番最初に設立されたクラブは1968年7月

1日に岩見沢ＲＡＣが、隣の2500地区では1968年10月13日に

釧路北ＲＡＣが設立されております。 

 ・千歳ＲＡＣは現在、千歳ＲＣ、千歳セントラルＲ、恵庭ＲＣの

3クラブの共同提唱の下で活動させて頂いています。現在の会員数

は18名で、数字は伸びているのですが実際に活動しているメン

バー数は、諸事情もありまして少ない時もあります。今後、この

18名全員参加の下で活動する状況を私が卒業するまでに実施した

い気持ちは持っています。私自身、6月には卒業が控えております

ので、残り4ヶ月欠席者にみんなで声掛けし、新しい企画を練って

参加したい、参加しやすい状況を作っていきます。18名全員で活

動してこそ、真の千歳ＲＡＣになると感じています。 

３．私自身の入会したきっかけなど 

 私自身、ＲＡＣに入る前はかなりのインドアな人間で、日々、仕

事と家の往復でそれ以外の人との交流は全くない状況でした。そ

ういった状況でしたので、営業等の仕事をやるに当たっても、知

人などと接する際にも、何を話したら良いだろうかと困る事が多

く、このままではマズイと思っていました。その様子を見て、自

分の現状を知っていた喜多社長の勧めで、平成24年3月に千歳Ｒ

ＡＣへ入会する事となりました。入会してからは本当に素晴らし

い体験をさせて頂いております。ＲＡＣの行事準備やロータリア

ンの皆さまとの交流など、普段では経験出来ない事がＲＡＣでは

体験出来ます。今、行っている卓話もそうです。通常であれば各

会社を代表する方の前でこのようなお話は出来ません。私自身6月

をもって千歳ＲＡＣを卒業となりますが、ＲＡＣの事を知らない

世の方々にも、クラブを知って貰い、このような経験をして欲し

いと思っています。今後ともご迷惑をお掛けする場面があるかも

しれませんが、末永く、温かく見守って頂けたらと思います。ご

清聴有り難うございました。 

  

※卓話終了後、喜多委員長からのひと言と村田パスト会長からは

クイズが出題されました。 

    

    ～詳しくはホームページをご覧ください～ 
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