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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28日 第48回）昼移動例会                    担当： 職業奉仕委員会 

２０１５年5月28日 

第４4号 （通算２２４7号） 

第４7回（通算２３７5回）例会報告 

日時：2015年５月21日（木）12：3０～13：3０ 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：通常例会 

担当：会員増強委員会  

進行：SAA・プログラム委員会 喜多 康裕 委員 

四つのテスト 出席・資料管理委員会   牟田 裕一 会員 

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～  

 皆さん、こんにちは。5月は早朝移動例会や

セーフティコールをはじめ、前回の例会ではち

とせインターＣＧのレストランインターでの千

歳ＲＡＣとの合同夜間移動例会、そして次週5月

28日は加藤輝明会員の「ミルティーロ」での昼

移動例会という事でANAクラウンプラザホテル

千歳での通常例会は本日のみであります。  

 本日は会員増強委員会担当の通常例会でありま

すが、2014-15年度は会員60名の目標を掲

げ、委員会そして会員皆さまのお力添えで8名の

新会員を迎える事が出来ました。しかしながら皆さまご承知の通

り、会員のご不幸や退会なども重なり、現在の会員数は57名と

なっております。やむを得ない部分もありますが、せっかく掲げた

60名の目標でありますから残り1ヶ月余り、今年度最後の最後ま

で皆さんとともに新会員の獲得に向けて、そして退会者が出ない様

に頑張っていきたいと思います。是非とも会員60名スタートで沼

田次年度へバトンタッチしたいと思っておりますので最後までのご

協力をどうぞよろしくお願い致します。 

１．6月の例会は当初の予定通りとします。第1週は分収

造林での早朝作業となります。また、2週目、3週目には

各委員会から年次活動報告をして頂きます。その際の報

告書を事務局に提出して下さい。各委員会の締め切りは

発表日とします。また、今週土曜日の恵庭ＲＣ創立45周

年記念式典への出席者は乗り合いとなりました。参加す

る会員は時間を間違えずに当ホテルに集合をお願いしま

す。更に来週の移動例会は場所が分かり辛いので不安な

方は11時40分までに当ホテルに集合して下さい。  

２．以前お伝えしました今年度2回目の炉辺談話ですが6

月5日に変更となりました。会場は当ホテル11階のアストラルで18時30分

より開催します。三役の主催でご案内差し上げる会員に関しては、昨年の7

月1日以降に入会された会員（会費負担なし）、パスト会長全員（会費負担

あり4,000円）及び三役とします。  

３．6月6日の北広島市で開かれるＩＭでも乗り合いでの移動をお願いして

おります。事務局からのご案内が間もなく届きます。  

４．友好クラブである神戸南ＲＣの米谷ＰＧから当クラブの佐藤 秀雄 ＰＧ

宛にお手紙が届きました。「さる3月13日にバヌアツ共和国を直撃した大型

サイクロンにより住民に甚大な被害が生じております。ＪＩＣＡのボラン

ティアから依頼されていた、「こどものためのバヌアツ民話」を発刊して経

費を差し引いた分を全額、首都ポートヴィラＲＣを通じてバヌアツの子供の

教育費に充てようと考えております。ご協力をお願いします。」との内容で

す。詳しい内容はメール又はＦＡＸにて皆さまにお知らせしますが、友好ク

ラブのＰＧが計画した援助プログラムですので、当クラブとしましても多く

の会員にご協力をお願いしたいと思います。1冊2,000円で締め切りは5月

28日とします。    ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

 国際奉仕委員会 菅原 正行 委員長 
皆さん、こんにちは。国際奉仕委員会より2点ご報告致

します。1点目は5月9日に長沼ＲＣ主催の「国際交流

フェステバル」に私と藤本会長とで開催会場で長沼の学

生さん達が作くられたカレーを御馳走になった後に参加

させて頂きました。2点目ですけれども、先月4月25日

にネパール大震災が起き、1万人近い人が死亡するなど

甚大な被害を受けております。こちらの方も地区を通じ

て「大地震災害義捐金」の依頼が来ております。この例会の場で国際奉仕委

員会の榊原副委員長と高橋委員が皆さまの各テーブルを回りますので募金の

方をよろしくお願い致します。 

 職業奉仕委員会 浅利 恵美子 委員長 
こんにちは。職業奉仕委員会より連絡です。来週の

「ミルティーロ」での移動例会ですが12時から食事、

12時30分から例会を予定しておりますが、場所がお

分かりにならない方は、ANAクラウンプラザホテル千

歳のフロントに11時45分に集まって頂いて、乗り合

いで皆さまご一緒に行かせて頂きます。 

 

藤川 俊一 次年度幹事 
2点連絡がございます。1点目は、本日例会終了後次年

度の理事会を行いますので次年度理事の方はご出席お

願いします。2点目は、千歳ＲＣにおられまして転勤

などで札幌に行かれた方々を中心に「札幌千歳会」と

いう親睦会を作られて定期的に交流を深めています

が、酒井 宏さんから連絡がありまして、来週の火曜

日、5月26日の18時30分からＡＮＡホリデー・イン

札幌すすきの1階のオールディダイニングで親睦会を開催するという連絡が

ありました。出席される方は例会終了までご連絡下さい。 

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

幹事報告(五十嵐 桂一 幹事) 

委員会報告 

ＰＣ村田研一委員長 

 皆さん、こんにちは。本日は[ロータリーＥラーニン

グセンター]についてお話し致します。ロータリーに

入ったらロータリーについて知っておかなければならな

い事が沢山あります。また、クラブの会長、幹事、委員

長が役職に応じて学ばなければならない事も沢山ありま

す。また、クラブの中でもロータリーに関する知識の度

合いが違う会員が沢山いると思います。また興味も違い

ます。必要な情報も異なっています。ＲＩではそれぞれの立場や興味に応

じてロータリーの事が学べるＥラーニングセンターがあり、ここにアクセ

スして頂きたいと思います。  

ロータリーの重点分野についてご存知でしょうか？ロータリーの重点分野

はグローバル活動資金から来ているようです。次年度から特別月間が変わ

ります。8月は「会員増強・拡大月間」、9月は「基本的教育と識字率向上

月間」、10月は「経済と地域社会の発展・米山月間」、11月は「ロータ

リー財団月間」、12月は「疾病予防と治療月間」、1月は「職業奉仕月

間」、2月は「平和と紛争予防月間」、3月は「水と衛生月間」そして4月

は「母子の健康月間」5月は「青少年奉仕月間」、6月は「ロ―タリー親睦

活動月間」と次年度から特別月間が変わった事を頭の隅にでも入れて頂け

ればと思います。そのような事が全部書いてある場所がロータリーＥラー

ニングセンターです。ローターアクトやインターアクトの事も色々と書い

ておりますので是非アクセスして下さい。  

 最後に、皆さまのクラブの歴史や活動を見ると、やはりＥラーニングセ

ンターでも分からない事はあります。先輩方の色々な経験などを卓話や炉

辺談話で勉強していきたいと思います。本日はロータリーＥラーニングセ

ンターについてお話しさせて頂きました。 註：10月の「米山」は日本独

自の月間です。 

ロータリー情報・定款細則委員会 
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5月21日の通常例会前に、第19回理事会が開催されました。 

今回の議題は（１）6月の例会について（２）第2回炉辺談話開催について

（３）6月の理事会について（４）神戸南ＲＣ米谷ＰＧからのご依頼について

でした。 以下、上記議題に対して決まった事項です。  

（１）6月の例会について  

6月 4日 早朝例会（分収造林） 環境保全委員会担当 

6月11日 通常例会 年次活動報告 各委員会より 

6月18日 通常例会 年次活動報告 各委員会より 

6月25日 さよなら例会 親睦活動委員会、ＳＡＡ・プログラム委員会、出

席・資料管理委員会担当  

年次活動報告は組織図の上から順にクラブ奉仕委員会から会員増強委員会ま

でを6月11日の例会、クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会からロータリー

財団・米山記念奨学委員会までを6月18日の例会にて発表して頂きます。そ

の際の原稿を事務局に提出して報告済みとします。  

（２）第2回炉辺談話について  

6月4日から5日に炉辺談話の開催日を変更します。理由は前田会員の協栄土

建にてゴルフコンペが開催され、そちらに出席する会員が多い事が見込まれ

る為です。対象者は7月1日以降に入会された1年未満の会員（8名）、パス

ト会長（14名）三役（3名）となります。一部重複あり。  

（３）6月の理事会について  

6月の18日は最後の理事会となります。18時30分よりザ・ベルクラシック

Lienにて行いますのでご出席をお願いします。2次会も既にセットして有りま

す。当日は三役より理事の皆さまへ感謝申し上げる会としますので、余程の

事がない限り審議事項は無いものとします。  

（４）神戸南ＲＣ米谷ＰＧからのご依頼について 

神戸南ＲＣの米谷ＰＧから佐藤ＰＧ宛にバヌアツ共和国への援助プログラム

購入の依頼が届きました。内容は絵本を作成して益金をバヌアツの子供達の

教育資金として現地のＲＣを通じて贈るものです。協議の結果、ＰＧ間の依

頼ではあるものの友好クラブでも有るので多くの会員にご理解とご協力をお

願いする事とします。 

 （記事：五十嵐 桂一 幹事） 

出席率 

今回：63.2％（5月21日＝36／57 実数） 

確定：80.7％（5月11日＝46／57､うちMu0名） 

会員増強委員会 村上  倫行  委員長 
 

会員増強委員会の村上でございます。相変わらず声が出

なくてご迷惑を掛けます。昨年の11月から咳が続き大

人の百日咳という事でした。現在、市立千歳市民病院で

点滴と薬主体で治療中です。皆さんもどうかお気を付け

下さい。本日は会員増強委員会の総括という形でお話し

させて頂きます。以下、卓話の概略です。  

 

１．会員の入退会状況  
藤本年度のスタート時：52名、会長目標：60名  

2014年7月 5名の会員が入会（牟田 裕一 会員、小畑 彰 会員、紺野 富士

夫 会員、腰越 くり子 会員、春木 仁 会員）2014年 9月 1名の会員が入

会（杉本 正和 会員） 2014年12月 2名の会員が退会（故佐々木 昭ＰＣ、

秡川 勝文 会員） 2015年1月 2名の会員が入会（岡崎 進 会員、木村 聡

史 会員） 2015年5月 1名の会員が退会（故日向 祥一 会員）  

現在の会員数：57名  

２．地域別会員増強計画  
≪2012-13年度≫ ＲＩ会長 田中 作次（日本：埼玉県八潮市） テーマ

「奉仕を通じて平和を」 ・「ＳＡＫＵＪＩ大作戦」 ＲＩ会員増強目標：

2015年6月末 全世界 130万人達成目標  日本会員増強目標：2013年6

月末 日本 10万人達成目標  

≪2013-14年度≫  ＲＩ会長  ロン．Ｄ．バートン（米国）会長テーマ

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 ・日本「ＳＡＫＵＪＩ大作

戦」から「サクセスジャパン大作戦」へ 日本会員増強目標：2015年6月末 

10万人達成目標と期間が延長されました  その達成手段としては１ 遠隔地

の友人を地元クラブへ紹介  ２ 「地域会員増強計画」で掲げた会員維持策

（地域三か年計画） ３ クラブ拡大・新クラブ結成 ４ 女性及び若手を

ターゲットにした増強作戦 ５ その他クラブ独自の作戦等 

 ≪2014-15年度≫ ＲＩ会長 ゲイリーＣＫ．ホアン（台湾）会長テーマ

「ロータリーに輝きを」 ・地区会員増強セミナー開催（2014年7月13日 

札幌ルネッサンスホテル） ・2014-15年地域別（日本全体）会員増強計画

の骨子（2015年6月までに10万人の会員増強） １ ＳＡＫＵＪＩ大作戦

の推進（遠方の友人の勧誘） ２ 女性比率の向上（伸び率を年率10％） ３ 

会員維持=日本全体の退会者を減らす  ４ 新しいコンセプトのクラブ拡大

（各地区1クラブ） 

 ３ 目標と実際の数字に関して  
１ 会員総数の増加  2014年6月末（目標：90,000名  実績87,068

名）2015年6月末（目標：94,000名 実績89,297名（2月末）） 

２ 会員維持の強化 年間退会者 2012-13年度7,300名、2013-14年

度6,500名、2014-15年度4,500名（目標） 

３ 女性会員の増加 2013年6月末4,454名、2014年6月末4,750名、

2015年6月末5,200名（目標） 

４ 新クラブの拡大 2012-13年度7クラブ、2013-14年度7クラブ、

2014-15年度10クラブ（目標） 

 ５ 他クラブへ遠隔地の会員候補者（友人）紹介（サクセスジャパン継続・

推進） 

 ４ クラブ会員増強委員会 

 CLP：クラブ・リーダシップ・プランが推奨する5つの委員会のうちの一つ 

 ⑴ 会員の増加と積極的な勧誘を推進する。 

 ・資格ある会員候補者を特定する・勧誘活動における会員の責務を強調する 

・会員候補者にロータリーを紹介する・行動のステップ等  

⑵ 会員を最大限維持する。 

・クラブにおける会員維持状況の調査・会員を維持するための対策 

・会員維持の成功談を分かち合う・行動のステップ等  

⑶ 教育の行動計画立案と実施  

⑷ 新クラブの結成とスポンサークラブ  
村上委員長は、「会員増強の課題は、「元気なクラブの実現」と「ロータ

リーファミリーの形成」ですが、2015年6月末までに10万人（94,000

名）達成の目標「サクセスジャパン大作戦」を成功させる為に会員の皆さん

は会員増強に貢献するという責務（新会員を推薦する）がある事を自覚して

下さい。」と話されました。卓話の最後に村上委員長は、「会員増強委員会

を担当致しまして丸3年が経ちました。昨年ご逝去された佐々木 昭ＰＣより

「委員長は3年やってもらわないと困ります。指導書もそうなっているの

で。」と言われました。私は神奈川県横浜市出身で北海道に来てから15年

です。ＲＣへの入会は平成16年の1月ですから11年が経ちました。千歳市

での人脈は皆無でして、知り合いというと大学の後輩であります千歳民報社

の大澤会員のみでした。 会員増強委員会1年目の村田年度では、皆さんにお

んぶにだっこでした。2年目の川端年度から若干動けるようになりました。

そして3年目の藤本年度では会員目標達成の目途（60名）が立ったのです

が、後半退会者が出てしまいました。 「会員増強の推進用手引き」によりま

すと「25分間の会員調査」があり、会員の皆さまからの推薦と、この調査

票もとに推薦者の所へ三役と一緒に勧誘に出向き、その他情報のアンテナを

張りながら「足でかせぐ」事が基本だと思っております。次年度委員長予定

者の村田ＰＣにおかれましては、今後よろしくお願い致します。合わせて、

故 佐々木 昭ＰＣには本当にお世話になり、有り難うございました。 

佐藤 秀雄 パストガバナーより 
1、先ほど五十嵐幹事の方からバヌアツ共和国について米谷さんからのご要

請がありましたけれども、オーストラリアの右上の方の83の島々を一括し

てバヌアツ共和国と言っているそうです。ここに長い間米谷さんのご友人が

第１9回理事会開催報告 

会員増強委員会卓話 

ニコニコＢＯＸ 

１．喜多 康裕 会員 先週の火曜日、北海道新聞の「わが街元気企業」というコーナー

に当社が掲載されました。思いの外、反響が大きくビックリしています。(^.^)  

２．腰越 くり子 会員 先日のRGゴルフコンペでスコアーはいまいちでしたが、ニア

ピン頂きました。その後の表彰式ではボルスをご利用して頂き有り難うございました。

(^^♪  

３．福田 武男 PC ①過日のRG会シャムロックカントリークラブで優勝しました。②

最近、欠席しがちで申し訳ありません。(^_-)  

４．平間 和弘 会員 先日のRGゴルフコンペ3位でした。!(^^)!  

５．佐藤 秀雄 PG 先日のRGゴルフコンペで優勝しました。(~o~)  

６．五十嵐 桂一 幹事 昨日のゴルフコンペでBクラス優勝しました。(^_^.)  

７．須川 美和 会員 16日のRG会で見事にはまり準優勝しました。でも、翌日のコン

ペではブービーメーカーでしたあ～。(*_*)  

８．紺野 富士夫 会員 妻の誕生日にお花を頂き有り難うございました。久々の会話に

花が咲きました。(#^.^#)  

９．瀧澤 順久 会員  ①倶知安の蘭越町議会議員に義弟がTOP当選しました。有り難う

ございます。②次男が京都の女性と結婚しました。③初孫が産まれました。凄くメロメロ

です。(^’^)  

１０．大澤 雅松 会員 クリスマス家族会で頂いた招待券を使い、丸駒温泉に行ってき

ました。美味しい料理と温泉、素晴らしい景色を楽しんできました。(*^^)v 

ＪＩＣＡシニアボランティアとして支援をしており、友人が民族の絵本を

作っております。これを是非買って頂いて代金1冊2,000円から製本代・郵

送料を差し引いた金額をバヌアツ共和国首都にあるポートヴィラＲＣに送

り、子供の教育費に充当するという事であります。是非ご賛同をお願いした

いと思います。友好クラブ提携しています神戸南ＲＣの米谷ＰＧからのご依

頼という事もあり、是非皆さま方にもご協力をして頂きたいと思います。  

２、昨年の12月23日に東京・お台場のホテルで第23回ロータリー研究会が

開催されました。例年と変わりましたのは職業奉仕についてです。日本の

ロータリアンは職業奉仕を重要視されており、職業奉仕に全身全霊で取り組

んでいるロータリアンが沢山います。当クラブでも地区職業奉仕委員会の福

田 武男 委員長がご活躍しております。シニアのロータリアンは職業奉仕に心

血を注いでいる方たちが全国に沢山おられます。田中毅さんなどはシェルド

ンの翻訳に生涯をかけて取り組んでおられます。その中でＲＩは職業奉仕に

見向きもしなくなりました。昨年の第43回ロータリー研究会におきましても

今まではシニアロータリアンがロータリーの基本原則、ロータリーの神髄に

ついて必ずワンセッションを作って報告した訳でありますがそれも全部無く

なりました。しかしながらロータリー運動におきまして職業奉仕は本当に大

事だろうと私は思っている訳であります。 

 当クラブでも地区職業奉仕委員会の福田 武男 委員長が一生懸命職業奉仕に

ついて見聞を広めて頂いており、心から継続をして欲しいと思っておりま

す。2014年10月の理事会決議ではもう職業奉仕は必要ないとの理事会決定

が出ていますので、後日内容を見てみまして再度ご報告をしたいと思いま

す。有り難うございました。（詳しくはホームページをご覧ください） 
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