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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（５月７日 第４4回）早朝移動例会（桜の下草刈）             担当：環境保全委員会 

２０１5年５月７日 

第40号 （通算２２４３号） 

第４２回（通算２３７０回）例会報告  

日時：201５年４月２３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：次年度三役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤川 俊一 委員 

四つのテスト：沼田 常好 会長エレクト 

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

～５月は健康増進月間～    

会長挨拶( 藤本 敏廣 会長) 

 皆さん、こんにちは。まずは本日

ご出席下さいました菊池 重敏ガバ

ナー補佐におかれましては今年度の活

動の仕上げと、次年度に向けた準備な

ど大変お忙しい中、私共、千歳ＲＣの

例会にご出席頂き、誠に有り難うござ

いました。 

 さて、4月16日にオレンジホールで開催致しました夜間移動例

会ですが、多くの皆さんにご参加頂き、どうも有り難うございま

した。それぞれの委員会の結束と皆さんの個性が存分に発揮され

た大変楽しい例会でありました。改めまして我がクラブには芸達

者な方が沢山いらっしゃる事もよく分りました。（笑）私自身は

多分笑い過ぎたからでしょうか、二日間ほど顔の筋肉痛が治りま

せんでした。恐らく参加された皆さんも本気で笑い、本気で楽し

んだのではないでしょうか。特に大会に優勝された牟田会員やス

テージに上がっていた皆さんにおかれましてはその夜はグッスリ

眠り、翌朝は相当スッキリ目覚められた事でしょう。改めまし

て、ご出席頂きました皆さん、準備に準備を重ねて頂いた親睦活

動委員会の皆さんに心から感謝申し上げます。 

 この千歳ＲＣの結束を残り3ヶ月間更に磨きをかけ、活動してい

きたいと思っております。引き続き、皆さんのご支援とご協力を

よろしくお願い致します。 

ＲＩ第２５１０地区第７グループガバナー補佐

菊池 重敏 様（北広島ＲＣ）ご挨拶 

１．先週お伝えしました通り、5月16、

17日に開催される「グリーンベルト春ま

つり」のチケットをこの後販売します。

ご協力をお願いします。なお、17日の

14時からロータリー席を確保しておりま

す。 

２．次週30日の例会は繁忙休会、5月は

当初の予定通りですが、11日の月曜日に4月6日に予定されていた

セーフティコールが実施される為、例会として参加しますのでご出

席をお願いします。また、最終週の28日は加藤 輝明 会員の企業訪

問、ミルティーロが例会場となります。食事内容がワッフルとアイ

スクリームとなりますが十分お昼ご飯になる量ですのでご心配な

く。 

３．5月9日開催の「長沼国際フェスティバル」には会長、幹事、国

際奉仕委員長の3名で参加してきます。 

４．5月23日の恵庭RC創立45周年記念式典、6月6日の北広島で

の第7グループIMにはバスチャーターをしない事としました。理由

はバスのチャーター料金が前年度に比べて倍以上に高騰しているか

らです。当ホテルに一旦集合して頂き乗り合いにて移動をお願いす

る事にします。 

５．今年度ではもう一度「炉辺談話」を開催します。日程は6月4日

木曜日、対象者は三役とパスト会長、入会1年以内の会員としま

す。多数のご出席をお願いします。会場等の詳細は追ってご連絡し

ます。 

６．羽部 大仁ガバナーから依頼されました「地区誌」はクラブとし

て5冊を購入し、事務局にて保管する事とします。資料が必要な時

にお役立て下さい。 

 本日のお客様はＲＩ第２５１０地区

第７グループガバナー補佐 菊池 重

敏 様です。 

お客様紹介（五十嵐 宏 副会長） 

講師として杉江 俊太郎 地区広報委員長（小樽ＲＣ）に30分間ほど

のご講演を頂き、各クラブより5分程度の広報活動に対する取り組

みにつきまして発表を頂きたいと存じます。この広報委員会という

のも暫く活動していない時期もあったという事でしたが、羽部 大仁

ガバナーが就任時に復活させたという経過もありまして、今回、広

報について取り上げさせて頂きました。 

 今回、広報のお役に立てればという事で各クラブにボールペンな

のですが記念品をご用意しています。ロータリーのマークと千歳Ｒ

Ｃという文字、そして電話番号が入っております。ブルーとパープ

ルの2色をご指定頂きましたので100本ずつご用意致しました。折

に触れて使って頂き、また配布などして頂ければクラブの宣伝にも

なると思います。本数に関しては最低50本で、大体会員数の3倍と

いう目途でご用意させて頂いております。 

 3月28日に苫小牧市で第7･8･9･12グループ合同で「職業奉仕

フォーラム」が開催されまして、千歳ＲＣからも佐藤秀雄ＰＧがガ

バナー代理としてご挨拶されました。その中でロータリーの神髄で

ある職業奉仕を日本では非常に重要視してきましたが、ＲＩではそ

うではないと感じられる部分があるというお話をされていました。

その事に関して地区職業奉仕委員長の福田 武男 委員長や塚原 房樹 

ＰＧより勉強会の中で色々とお話がありました。日本とＲＩの温度

差が感じられ、私自身驚きのあった勉強会でした。 

 6月12日にこれも最後となりますが第4回会長幹事会を同じくク

ラッセホテルで開催致します。この会は現会長、次年度会長、次期

ガバナー補佐にご出席頂いて、なごやかに開催したいと思いますの

でご出席下さい。お願い事ばかりなご挨拶となりましたが、これで

ご挨拶に代えさせて頂きます。今後ともよろしくお願いします。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

 皆さん、こんにちは。千歳ＲＣの例

会に出席させて頂くのは6回目とな

り、今年度最後の訪問となります。あ

と残っていますのは、6月6日北広島

のクラッセホテルで開催されますＩＭ

（インターシティーミーテイング）で

ございます。まずゴルフを行い、ＩＭ

は16時からの開会予定となります。内容については「ロータリー

における広報とは～改めて考えるロータリーの目的～」と題し、

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/DSC00520.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/DSC00523.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/DSC00528.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/DSC00525.jpg


2 

 

 

国際奉仕委員会 菅原 正行 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 

 

 

 

 

 

 

藤川 俊一 次年度幹事 

社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 

 

 

 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧ください。～ 

委員会報告 ポリオ病例数はわずか333件となりました。その殆どはパキスタン

1国より報告されたものです。この国で私たちが闘う相手はポリオ

ウイルスだけではなく無知、残忍さ、抑圧の力です。私たちの課題

はワクチンを子供たちの口に届けるだけではなく、殺戮者たちから

予防接種従事者を守る事であります。25年分の活動、そして何百万

という人たちの信念、献身、信頼が卑劣な敵によって貶められる事

はありません。私たちは闘い続け必ずや勝利します。何故なら私た

ちはポリオのない未来をプレゼントすると世界の子供たちに約束し

たからです。私たちは必ずやこのプレゼントを子供たちに贈りま

す。」 

４、自分の人生での出来事について 

 私は37年前に千歳に来ました。祖父母のやっている会社に勤務さ

せて頂いたのですが、社長が亡くなり31歳で事業を立ち上げる事に

なりました。その時に私の人生は一変したと言っても過言ではあり

ません。現在に辿り着くまで色々な方と出会いました。そうした経

過で今の立場があります。現在、色々な役目をやっておりますし、

今後事業がどうなっていくかは分かりませんが少しでも千歳のマチ

に恩返しをしていきたいと思っております。最後に村田年度の時に

桜の木を植えました。それを対岸に移植するという事業を今年度地

区に提出したいと思っています。申請して地区に通るか分かりませ

んが、提出させて頂きたいと思いますのでご協力をよろしくお願い

します。 

藤川 俊一 次年度幹事より 

 私は2007（平成19）年7月に入会し

ました。入会して3年程は参加していな

い時期もありましたが、最近、活動に参

加させて頂いています。7月からは90％

以上の出席を目標に頑張らせて頂きま

す。～詳しくはホームページをご覧くだ

さい。～ 

ニコニコBOX 

１．前田 浩志 会員 ①先週のカラオケ大会で準優勝しました。あの格好

は照れくさかったです。②カラオケ大会、クラブ会報代表として山中委員が

ソロで歌ってくれました。助かりました。(^.^)２．腰越 くり子 会員 夜間

移動例会では、お見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした。佐

藤晴一会員の悪ふざけにまんまとハマりました。(^^♪3．平間 和弘 会員 

妻の誕生日に美しいお花を頂きましてありがとうございました。(^<^)４．藤

本 敏廣 会長 ①先日、孫が産まれました、女の子です。②夜間移動例

会、カラオケ大会、盛り上がりました。(^_^.)５．牟田 裕一 会員 前回の

例会、カラオケ大会で優勝しました。ありがとうございました。!(^^)!６．武

石 忠俊 PC 市長の当選時の新聞報道で大きく載りました。(*^^)v７．大

西 信也 会員 4月16日のオレンジホールでの夜間移動例会最高でした。

特に少年隊は若かったです。(^O^)８．小畑 彰 会員 日曜日、今季初レー

スで伊達へ行ってきました。最近アルコール摂取が多かったのでタイムは最

低でしたが天気も良く気持ち良かったです。日焼けもしましたが「今日、お

酒を飲んで来たの?」と言われました。(+_+)９．浅利 恵美子 会員 母の誕

生日に綺麗なお花をありがとうございました。(^'^)１０．五十嵐 桂一 幹事 

ようやく昨日、本年初めて道内で18ホール回りました。95打で少々高い夕食

代になりました。(^_-)１１．今野 良紀 会員 いい歳でお恥ずかしいです

が、この度3月29日に新たに又々入籍を致しましたことをご報告致します。

立場上何度だろうが結婚パーティーは致します(せねばなりません)その節は皆

様宜しくお願いします。=^_^=１２．藤川 俊一 会員 先週の17日から社員

旅行で2泊3日で道後温泉、金毘羅山、神戸と回って来ました。次回、5年後

です。(^O^)１３．村田  研一  PC 前回の夜間移動例会、メッチャ楽し

かったです。親睦活動委員会の皆様ご苦労様でした。歌いすぎて翌日声が出

なかったヨ!(+_+)１４．川端 清 PC しばらくぶりのニコニコです。(^_^.)

１５．斉藤 えみ子 会員 オレンジホールでの例会、藤本会長に早くから

準備して頂き皆様の素敵なパフォーマンスの場になりました。ありがとうご

ざいました。(^^♪１６．喜多 康裕 会員 ①4月から緑小学校のPTA副会

長になりました。特に会長は目指していません。②日曜日のインターでの初

ラウンド125でした。今年も前途多難です。③先週のカラオケ大会、青少年

奉仕・ローターアクト委員会で準優勝しました。齊藤委員・前田委員の協力

に感謝です。親睦委員会の皆さん、本当にお疲れ様でした。(^_-)１７．伊藤 

一三 会員 先日のオレンジホールでの例会のカラオケ大会で出席資料管理

代表の牟田委員が優勝しました。応援ありがとうございました。(^^ゞ１８．

今村 静雄 PC  妻へのお花ありがとうございました。)^o^(１９．大澤 

雅松 会員 ①4月14日、61回目の誕生日に女性社員一同から、日本酒「初

しぼり・竹鶴」をプレゼントされました。②その日本酒「竹鶴」を4月16日

夜間移動例会で「麦の唄」を歌いながら出席した皆さんに味わってもらいま

した。お配りするのに広島から来た「島爺」と「俊にい」に扮したＳＡＡの

齊藤委員長、今野副委員長に手伝ってもらいました。③結果は3位で「一番搾

り」頂きました。④４月1日から帯広市職員になった二男と「一番搾り」飲み

ました。⑤二男から誕生祝いに「十勝ワイン」もらいました。(^’^) 

沼田 常好 会長エレクト 

１．次年度活動方針について 

 2015-16年度千歳ＲＣの第48代

の舵取り役を務めさせて頂く事になり

ました。私にはたいへん荷が重いので

はありますが皆さんのご協力の下、実

りある1年になるように楽しいクラブ

運営を三役、理事、各委員長、そして

クラブの仲間と共に行っていきたいと

考えております。ご指導、ご協力をお願い致します。私たちは仕事

上、あるいは個人的なお付き合いや関係を持ち、信頼出来る仲間と

してクラブに集い、職業奉仕、社会奉仕を通じて友情と信頼関係を

深めています。私たちロータリーに集う者はそれぞれ価値のある事

業（仕事）を持っています。一人の人間として、また社会人として

世代を超えて繋がっています。この繋がりを大切にしながら1年を

楽しく共に歩んでいきたいと考えています。 

 1年間の会長方針として、「利己と利他の調和の元、共に楽しく

歩む」を掲げさせて頂きました。 

・「利己」＝ 自分の利益ばかりを考え、他人の事を考えないこと 

・「利他」＝ 自分の事よりも他人の利益や幸福を図る事 

この「利己と利他」の言葉は職業奉仕の中にも出てきています。私

たちは事業（仕事）を行う事により利を得ています。これは恥じる

事ではありません。利を得る事により事業が成り立ち、社会に貢献

する事が出来るのですから。「共に楽しく歩む」は、千歳ＲＣは年

齢の層が厚いクラブであり、その人生観を感じながら共に歩んでい

ける1年でありたいと思います。そして「楽しく」はクラブの仲間

と会う楽しみ、クラブの例会に出席するのが楽しみ、そんなウキウ

キ、ワクワク出来るようなロータリー運営に努めていきたいと考え

ています。よろしくお願い申し上げます。 

２、ＲＩ第２５１０地区目標について 

 次年度の地区目標として 

・会員増強・維持率向上の推進（会員数5％純増）・オンライン

ツールの活用・推進・人道的奉仕活動の継続と推進、ポリオ撲滅、

復興支援、国際奉仕活動の継続と推進・ロータリー財団への理解と

継続支援、財団に関する情報発信、直接間接的寄付の継続 

上記4項目と重点目標についてご説明がありました。 

３．2015-16年度ＲＩ会長メッセージについて 

 2015-16年度ＲＩ会長のKR．ラビンドラン氏は「世界へのプレ

ゼントになろう」（Be a Gift the World）という次年度テーマを

掲げました。 

 KR．ラビンドラン氏のメッセージです。「毎時間、毎日、毎年は

自分に与えられたものであり、貴重であっという間になくなりま

す。その時間がかけがえのない時間である事を私たちはどうしたら

気付くでしょうか。生まれると同時に私たちは色々な物を授かりま

す。最初に授かるのは命です。そして、愛、思いやり、家族を授か

り、教育、健康を授かり、学びを通じて才能と能力を授かります。

人生において、親、友人、伴侶、子供、生計手段、物質的な豊かさ

などは、どれもが私たちに授けられたプレゼントです。有り難さに

感謝の気持ちで一杯になる事もあるでしょう。皆さんはこのような

有り難いプレゼントに一体幾つ恵まれてきたのだろうかと思うので

はないでしょうか。私は自分にそして皆さんに次のように問いま

す。どうしたらその恩返しが出来るでしょうかと。 

 私たちの第1の課題、そして最も重要な課題はポリオの撲滅で

す。25年以上前に私たちがポリオ撲滅の誓いを立てた時、125カ

国にポリオが常在し、毎日1,000人以上の子供がポリオにより麻痺

障害を患っていました。現在ポリオ常在国は3カ国、そして昨年の

次年度三役担当卓話 

本日のニコニコ集計19名 合計61,０00 円  

出席率 

今回:62.1％（４月23日＝36／5８、実数） 

確定:94.8％（4月 2日＝55／5８､うちMu0名） 
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