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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14日 第46回）夜間移動例会（千歳ＲＡＣ合同）    担当： 青少年奉仕・ローターアクト委員会 

２０１５年5月14日 

第４２号 （通算２２４5号） 

第４5回（通算２３７3回）例会報告 

日時：2015年５月11日（月）16：００～17：００ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳周辺（道道早来千

歳線 中央大通り）  
プログラム：昼移動例会 春の全国交通安全運動「セーフティコー

ル」  

担当：社会奉仕委員会  
進行：ＳＡＡ・プログラム委員会  大澤 雅松  委員 

※移動例会の為、ロータリーソング斉唱・四つのテス  

ト・友情の握手タイムは割愛 

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

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

～５月は健康増進月間～  

 本日から開催されます春の全国交通安全運動

の「セーフティコール」にご参加有り難うござ

いました。  

 会員の皆さまにはご案内されていますが、入

院加療中でありました日向 祥一 会員が５月１

０日 １時３０分に急逝されました。心よりお悔

やみ申し上げます。葬儀日程は、１２日の１８

時から千歳葬殿にて通夜、明後日の１３日１０

時から告別式が執り行われますので出来るだけ

ご参列して頂きたいと思っております。皆さま

方も健康には十分注意されてロータリー活動に

取り組んで頂きたいと思います。今日はお疲れ様でした。 

１．今、藤本会長のご挨拶にもありましたが日

向会員の葬儀につきましてですが、千歳葬殿で

明日12日の18時からお通夜、明後日13日10

時から告別式となっております。ロータリーの

旗などは既に千歳葬殿に届けており、準備を終

えておりますが、皆さまのご参列をお願いした

いと思います。 

２．今週はロータリーのスケジュールが立て込

んでおります。木曜日は夜間移動例会です。レ

ストランインターで千歳ＲＡＣとの合同例会に

なっております。あと土曜日のＲＧ会ゴルフ大会は今の所3組の予

定です。昼間ゴルフをされてから夜はボルスで表彰式と伺ってお

ります。17日の日曜日は「グリーンベルト春祭り」です。千歳Ｒ

Ｃで14時から席を押さえてありますのでチケットをお持ちの上お

集まり下さいます様よろしくお願いします。 

環境保全委員会  平間 和弘 委員長 

  

 先週の早朝移動例会は大変有り難うございまし

た。今後ともよろしくお願い致します。来月は分収

造林「ロータリーの森林(もり)」での早朝移動例会

もありますのでご協力をお願い致します。6月は美

味しい弁当を用意致しますので、大勢の参加をお願

いします。 

幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

「セーフティコール」の様子 
千歳市交通安全運動推進委員会  

  沼田 常好 会長（千歳ＲＣ会員） 

 
 ご苦労様でございます。本日は春の全国交通安全

運動の先駆けとしての街頭啓発「セーフティコー

ル」に各町内会、各企業、各自衛隊部隊並びに千歳

市、千歳市議会の皆さん、関係団体の皆様方の多く

のご参加を頂き有り難うございます。また本日は千

歳警察署の中村署長をはじめ、山口千歳市長のご臨

席も頂き有り難うございました。 

 さて、昨年度の北海道の交通事故による死者数ですが、169人の尊い命が

失われております。第9次北海道交通安全計画によりますと、175人以内に

する目標として交通安全運動を行っておりました。皆さん方のご協力より、

169人の尊い方が亡くなってはおりますが目標は達成する事が出来ました。

本当に心からの敬意と感謝を申し上げたいと思います。有り難うございまし

た。しかしながら千歳市の交通事故による死者数に関しては4人であり、前

年より2人増加をしております。道内では減っておりますが千歳市では2人

の増という状況です。この3月には皆さんご存知のように中央大通りにおい

て大型車と普通乗用車の事故により１人の尊い命が亡くなっており、現在、

千歳市では2人の方が尊い命が亡くなっております。  

 交通安全の推進にあたり、千歳警察署と共に7大キャンペーンを行ってお

ります。  

① 高齢者の事故防止 ② 飲酒運転根絶 ③ シートベルト全席着用 ④ スピード

ダウン ⑤ デイ・ライト実践 ⑥ 自転車走行ルール・マナーアップ ⑦ 居眠り

運転防止、この7大キャンペーンを行って皆さんと共に交通事故による死者

数を減らすための交通安全運動を行って参りますので、皆さま方のご協力を

切にお願いを申し上げる次第でございます。  

これより道々早来千歳線において交通安全の願いを込めて街頭啓発「セーフ

ティコール」を行って参ります。皆さま方のご協力をお願いしたいと思いま

す。終わりになりますが、本日ご参会の皆さま方のご健勝とご活躍をお祈り

申し上げまして、簡単措辞ではございますがお礼のご挨拶に変えさせて頂き

ます。本日はよろしくお願い致します。 

千歳警察署 中村 基 署長 

 
 ご紹介頂きました、千歳警察署の中村でございま

す。どうぞよろしくお願い致します。本日は「セー

フティコール」にご参加頂きまして誠に有り難うご

ざいます。また平素は当署の色々な活動に対しまし

て、深いご理解と大きなご支援を頂きまして深く御

礼を申し上げます。 

  

委員会報告・写真撮影 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例会終了後、交通事故が一つでも減る事を願い、記念撮影で

す。参加者の皆さん、お疲れ様でした。 
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  2015～16年度「第１回委員長会議」報告 

 平成27年5月11日（月） 18:30～19：30からザ・ベルクラ

シックLienに於いて次年度理事、委員長19名出席のもと、次年度

「第1回委員長会議｝が開催されました。 
 

進行 藤川 俊一 次年度幹事 
 

 始めに、先日お亡くなりになりました、当クラ

ブ会員 日向 祥一 様のご冥福を祈り、1分間

の黙とうを捧げました。 
  

 

 

沼田 常好 会長エレクト 挨拶 

 

 会長から、本日開催の会議の趣旨と各委員会委

員長への次年度への期待と労いの言葉を頂きまし

た。 

 

 

 

  

 藤川 俊一 次年度幹事次年度幹事進行の元 報告事項の後、本

日の主題の審議事項として、① 組織図（案）の説明と所属委員会の

発表 ②年間プログラム（案）の概略説明 ③ 各委員会の活動のお

願い について藤川 次年度幹事から説明があり、各委員長との質

疑応答が行われました。  

 お願いとしては6月10日予定の第2回委員長会議までに各委員会

を開催し、年度内活動計画を協議、完成した活動計画を期日までに

提出する事になりました。 

 ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

出席率 

今回:４３.９％（5月11日＝25／57 実数） 

確定:７２.４％（4月16日＝42／58､うちMu0名） 

 さて、本日から10日間に亘りまして「春の全国交通安全運動」が行われ

ますが、その初日にこのような盛大な「セーフティコール」が開催さるとい

う事は非常に意義深く、交通事故抑止にも大きな効果が期待出来るものと考

えております。北海道内における人身事故の特徴につきましては、道路別で

は市道での事故が多く、全体の半数以上を占めています。事故の累計と致し

ましては追突や出会い頭などの車両相互の衝突事故が全体の9割近く占めて

います。更に歩行者被害となる死亡事故のうち高齢者被害が約7割を占めて

いるという状況になっています。千歳警察署管内恵庭市も含めてですが人身

事故の発生件数につきましては、平成21年以降減少傾向にありまして昨年

は過去5年間で最も少ない319件となった訳ですが亡くなられた方につきま

しては6人という事で前年より1人増加していまして、今後、予断を許しま

せん。  

 本年の運動の重点につきましては、① 子供と高齢者の交通事故防止 ② 自

転車の安全利用の促進 ③ 全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの

正しい着用 ④ 飲酒運転の根絶の4点でありまして、当署と致しましては今

年度の重点を推進する為に関係機関及び地域住民の皆さまとの協同の下、悲

惨な犠牲者を一人でも減らすべく、交通事故の実態に即した死亡事故の抑止

対策を強力に推進致しております。  

 また、本年につきましては、同じ日程で「春の地域安全運動」も行われま

す。本運動では特殊詐欺の被害防止、子供を対象にした犯罪の被害防止を全

道統一の目標にしておりまして、特に、特殊詐欺につきましては被害件数や

被害額が過去最高であった昨年を上回っているなど大きな社会問題となって

おります。当署管内におきましても実際に特殊詐欺と思われる電話が掛かっ

てきている事実がありますので、身内などを装って高額な金銭を要求する電

話には冷静な対応と警察への迅速な通報をお願い致します。更に身近なとこ

ろでの犯罪が増えていまして、タイヤの盗難の被害防止、自転車盗難の被害

防止であります。この2点につきましても重点にしております。どうか皆さ

まにおかれましては、タイヤを保管する物置や車庫そして自転車への確実な

鍵かけの実践をお願いしたいと思います。  

 最後となりますが交通事故や犯罪の無い安全で安心して暮らせる地域社会

の実現に向けまして「春の全国交通安全運動」並びに「春の地域安全運動」

のご協力をお願い致しますと共に、本日ご参集の皆さま方の益々のご健勝を

祈念致しまして挨拶とさせて頂きます。本日はよろしくお願い致します。 

 

交通安全への呼び掛けの様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ドライバーの皆さん、スピードダウンで！   シートベルト着用を！      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全運転が貴方の家族を守ります！    ストップ・ザ・交通事故！  

  

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

 5月7日（木）19時より、ANAクラウンプラザホテル千歳にて千歳ＲＡ

Ｃ第15回定例会が開催されました。今回は、共同提唱三クラブの千歳ＲＣ

より8名、千歳セントラルＲＣより8名、恵庭ＲＣより2名の会員とオブ

ザーバーが1名、千歳ＲＡＣからはメンバー10名が出席されました。 

 今回の定例会では、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の斉藤寛樹様を講師

に迎え、テーブルマナー講座を受講しながらホテルのコース料理を堪能させ

て頂くという、大変贅沢な定例会となりました。 

 講師の斉藤寛樹様ホテルのオープン時（全日空ホテル時代）からのス

タッフとして現在もご活躍中のです。座席への座り方やナプキンのたたみ

方、膝上への置き方、ナイフ・フォークの持ち方、食事後に置く位置など、

時折ユーモアを交えながら分かり易く説明されていました。個人的にはこん

なに知らない事が多かったのかと考えさせられるお話が多かったでしたし、

マナーとして決してやってはいけない事などもしっかりとご説明されていま

したのでとても参考になりました。参加者の皆さんも斉藤寛樹様のお話を終

始笑顔で聞きながら食事を楽しんでおられました。 

 定例会の終わりには、千歳ＲＣの川端 清 ＰＣ、恵庭ＲＣの前田 利和 会

長、千歳セントラルＲＣの尾本 眞二 会長エレクトより今回の定例会の講評

がなされ、マナー講座と素晴らしい食事への感謝の言葉とアクトメンバーへ

の激励の言葉が贈られました。 

 ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

日向 祥一 会員 逝く 

 当クラブ会員の日 向 祥 一 様（満73歳）が5月10日病気療養中

のところご逝去されました。葬儀は5月12日通夜、5月13日告別

式で社葬として執り行われました。 

  

 ここに日向 祥一 会員の生前、千歳ＲＣにおけるご活躍、ご貢献

に深甚なる敬意を表し、在りし日をしのびたいと思います。 

 

  

日 向 祥 一 殿は、19８8（昭

和63）年 4月に 千歳ＲＣに入

会 し、28 年 余 在 籍 さ れ、

1993~1994年度会員増強委

員長、1994~1995年度  職業

奉仕委員長、  2004～2005

年度  ロータリー財団委員長 

 

2007～2008年度  ロータリー財団副委員長、 2013～2014年

度  出席・資料管理委員長を務められ、クラブ運営に貢献し、当ク

ラブを支えて頂きました。  

 思えば、2013（平成25）年９月に担当例会で有機肥料につい

て話され、「人と土壌にも安全で安心」と力説され、その年の12

月5日 回復され、例会に元気な姿を見せていただきましたことが

思い出されます。ＲＩロータリー財団より「ポール・ハリス・フェ

ロー章」を2013（平成25）年には地区大会において「25年出席

率100％」で表彰を受けられておりました。 

  

葬儀の際には、藤本 敏廣 会長が

葬儀委員長を弔辞を今村 靜男 PC

が務められました。 

 どうか彼の地から私たちを見守って

下さい。安らかにお眠りください。

合掌 

 

千歳ＲＡＣ第15回定例会参加報告 
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