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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 （４月２日 第４０回）早朝移動例会                   担当：社会奉仕委員会 

２０１5年４月２日 

第3７号（通算22４０号） 

第3９回（通算2367回）例会報告  

日時：2015年3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：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  大澤 雅松 委員 

四つのテスト：クラブ会報・広報・雑誌委員会  

               須川 美和 委員  

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

～４月はロータリー雑誌月間～    

会長挨拶（代理：五十嵐 宏 副会長） 

   

 皆さん、こんにちは。本日の例会に

ご出席頂き、有り難うございます。本

日、藤本会長が定期検査の為に札幌の

病院に行っている関係で代わりにご挨

拶させて頂きます。 

  

 先週の千歳ＲＡＣとの合同による夜

間移動例会に多くの会員のご出席を頂

き、有り難うございました。併せてフ

ジボウルの村上 倫行 社長、有り難うございました。 

  

 本日は第2回目のクラブ協議会を行います。各委員長は前

期の活動報告をお願い致します。また、後期事業につきま

しては、あと3ヶ月ありますので、6月末までしっかりと活

動されるようよろしくお願いします。この後、来月のプロ

グラムについては五十嵐幹事より報告がありますのでご協

力お願い申し上げ、本日のご挨拶と致します。 

 幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

沼田 常好 会長エレクト 

１．次年度の理事会よりご報告させて頂きま

す。まず、例年行っております新旧委員長会

議を次年度は行わない事に致しました。理由

として、新しい委員会の計画・準備の時間を

頂きたいと事と、飲み会メインになっている

状況もありますので今回は無しとしました。

それに伴って、パスト会長会議を早めまして

4月20日に行う予定です。パスト会長はじ

め、次年度の理事・委員長の方々にも声を掛

けますので予定を入れておいて下さい。 

  

２．3月14日に「会長エレクト研修会」が岩見沢市でありまし

た。「世界へのプレゼントになろう」が次年度のラビンドラン会

長エレクトが掲げているテーマです。これに対してですが、まだ

意味がよく分らない事もあり、詳しくは4月23日の通常例会にお

話ししたいと思います。 

 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 皆さん、こんにちは。既にご案内が行っ

ていると思いますが来週の4月2日(木)に

ローターアクトの定例会がありますので、

まだお返事なさっていない方は是非ご参加

をよろしくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 

 

 先程、五十嵐幹事からお話がございました

が4月16日(木)に夜間移動例会をオレンジ

ホールで開催致します。今年度、初めての試

みで「カラオケ大会」を開催致します。詳細

についてはこれから詰めますが、多くの会員

の皆さんに参加して頂きたいと思いますので

心の準備とノドの準備をして頂きたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。  

 １．かねてよりお伝えしておりました、事

務局コピー機の入れ替えが先週終了しており

ます。 

  

２．従来ロータリークラブとして会長名で登

録していました、「国際交流・姉妹都市交流

協会」ですが、藤本年度より国際奉仕委員長

名で登録しております。年度替わりに伴い、

次年度委員長の私、五十嵐 桂一 で登録して

きました。会長の負担を軽減する為にも今後

も出来ましたら続けて頂きたいと考えており

ます。 

  

３．4月は木曜日が5回ありますが、最終週の30日は繁忙休会とし

て取り扱っております。お間違いのないようお願いします。また、

2週目のセーフティコールは統一地方選の影響で5月11日に変更と

なりました。2週目の例会は有りませんが、5月第2週は2回例会が

開かれる事となります。こちらもよろしくお願いします。 

  

４．4月の当ホテルで開かれる例会は4月23日の1回のみです。そ

委員会報告 

の他は1週目（4月2日）が早朝例会でANAクラウンプラザホテル

千歳⇔ＪＲ千歳駅間の清掃、3週目（4月16日）がオレンジホー

ルで夜間移動例会となります。夜間移動例会については、この後

親睦活動委員長からお知らせがあります。 
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤本 敏廣 会長 本日、検査のため欠席です。副会長、幹事よろしく

お願い致します。２．大澤 雅松 会員 統一地方選が始まりました。選挙

情報は千歳民報で!３．前田 浩志 会員 先週の夜間例会後のボウリング大

会で準優勝しました。五十嵐PCにはとても追いつける様なスコアではなかっ

たです。４．五十嵐 宏 副会長 ローターアクトとの合同例会でのボウリ

ング大会で優勝しました。次の日、筋肉痛で大変でした。５．名川 誠 会

員 家内の誕生日にお花を頂き、有り難うございました。６．小畑 彰 会

員 コンサドーレの応援に久し振りに札幌ドームへ行って来ました。2勝1敗

はまあまあですかね。皆さん、日ハムだけでなくコンサも応援して下さい

ね。７．大西 信也 会員 私事で心の中で誇れる事がありました。それは

自分の自慢になるので秘密です。８．村上 倫行 会員 3月19日(木)フジ

ボウルを御利用頂きまして有り難うございました。併せて2020年東京オリ

ンピック、パラリンピックに「ボウリングを競技種目に！」へのご署名有り

難うございました。3月23日より、妊婦と孫が来ており連日バタバタしてい

ます。９．沼田 常好 会員 千歳ニッツウサービス㈱ 現社長の沼田 哲平

が結婚し、7月26日にANAクラウンプラザホテルで披露宴を行います。3人

の子供が全員家族を持つことが出来ました。皆さんにご案内をさせて頂きま

すのでよろしくお願いします。１０．五十嵐 桂一 幹事 昨日、4年間

通った北海道大学公共政策大学院を卒業しました。１１．藤井 雅一 会員 

特に無いのですが斉藤えみこ委員長よりニコニコが不足しているとの事

で・・・。１２．腰越 くり子 会員 3月14日～3月15日 1泊で大阪に

行って来ました。目的はもちろん東方神起のコンサートです。その後は道頓

堀で食い倒れして来ました。幸せでした。１３．喜多 康裕 会員 アクト

とのボウリング大会で7位になりカニ缶を頂きました。１４．南雲 州治 

会員 3月17日 妻の誕生日にお花を有り難うございました。 

本日のニコニコ集計14名 合計36,000円 

出席率 

今回：60.3%（3月26日＝35／58 実数） 

確定：89.7％（3月12日＝49／58 うちMu0名） 

第２回クラブ協議会 

進行：五十嵐 桂一 幹事 

 皆さん、こんにちは。本来であれば藤本

会長が議長役を務める所ではありますが、

検査の為に欠席されておりますので、本日

は五十嵐副会長に議長役を務めて頂きま

す。先日、皆さまにお願いした通り、本日

は上半期を振り返って頂きまして各委員会

の事業活動報告をして頂きたいと考えてお

ります。藤本年度と致しましては委員会費

を例年より多めに予算取りをしたという事

もあり、活発に委員会活動が行われている

ものと思っています。それでは各委員会2

～3分で発表をお願いします。  

 

※五十嵐幹事の進行で、各委員長より藤本年度上半期を振り返って

の委員会活動報告がありました。各委員長の発表の様子を写真でご

紹介します。（発表内容の掲載ですが、この後発行される予定のク

ラブ報告書にて報告に代えさせて頂きます。）  

 

クラブ奉仕委員会 藤井 雅一 委員長 

ＳＡＡ・プログラム委員会 齊藤 博徳 委員長 

出席・資料管理委員会 伊藤 一三 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 村田 研一 委員長 

健康委員会 ＰＣ 中山 和朗 委員長 

親睦活動委員会 斉藤 えみこ 委員長 

 

ＲＧ・パークゴルフ会 ＰＣ 村田 研一 会長 

会員増強委員会 村上 倫行 委員長 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 前田 浩志 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 浅利 美恵子 委員長 

社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 

環境保全委員会 平間 和弘 委員長 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

国際奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

※ロータリー財団・米

山記念奨学委員会に関

し て は 発 表 者 不 在 の

為、今回報告はありま

せんでした。  

 

～詳しくはホームペー

ジをご覧下さい～ 

 

 

第１７回理事会開催報告 

 3月26日の通常例会前に、第17回理事会が開催されました。今

回の議題は（１）4月の例会について（２）新旧委員長会議につい

て でした。 

以下、上記議題に対して決まった事項です。 

 

（１）4月の例会について 

4月 2日  早朝例会 社会奉仕委員会担当 

4月 6日 昼移動例会 社会奉仕委員会担当（昼移動例会：セーフ

ティコール）※5月11日に延期 

4月16日 夜間移動例会（オレンジホール） 親睦活動委員会・ク

ラブ奉仕委員会担当 

4月23日 通常例会 次年度活動方針 次年度三役担当 

4月30日 繁忙休会 

 4月6日予定のセーフティコールですが、統一地方選の影響で5

月11日に延期となりました。例会場をおさえていないので、この

まま4月2週目の例会を延期し、5月2週目に移動します。よって、

この週は例会が2回開かれる事になります。 

  

（２）新旧委員長会議について（次年度三役より） 

 慣例では新旧の委員長をお呼びして春に開いている本会議です

が、単なる飲食の席となり形骸化している事から今回は開催せず、

パスト会長会議を早め（4月20日）に開催し、次年度理事及び委

員長に参加を依頼します。 

  

※これに新旧委員長会議の予算を執行変更する事を審議し、理事会

において了承されました。 
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