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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 （６月18日 第51回）通常例会                         担当：三 役 

２０１5年6月18日 

第４７号（通算22５０号） 

第５０回（通算2378回）例会報告  

日時：2015年6月11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：年次報告    

担当：三 役 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  今野 良紀 副委員長 

四つのテスト：社会奉仕委員会 大西 信也 委員長 

 

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 宏 副会長) 

 

～6月はロータリー親睦活動月間～    

 本日のお客様は恵庭ロータリークラブ         

会長  前田 利和 様 

同 幹事 横手 義信 様 

同 創立45周年記念実行委員会 委員長 

中川 富雄 様 

 地球のステージ実行委員会 inちとせ 

代表 安達 智子 様 です。 

 会長挨拶(藤本 敏廣 会長) 

 
  こんにちは。先日、第2回目の炉辺談

話をANAクラウンプラザホテル千歳11

階アストラルで行いました。新入会員8

名のところ6名の出席を頂きました。パ

スト会長の出席が2名だったのがちょっ

と寂しかったところもありましたけれど

も、村田委員長（PC）と川端PCのお話

を聞いて色々勉強になりました。 

  6月6日には RI2510地区第7グループの IM が全員登録で北広

島の札幌 北広島クラッセホテルで行われました。そこで、クラ

ブ会報・広報・雑誌・IC委員会 前田浩志委員長が6クラブのトッ

プバッターとしてロータリーにおける「広報」につきまして大勢

の人の前で素晴らしいお話をして頂き、本当に有り難うございま

した。 

  6月7日・8日には故佐々木金治郎PCの葬儀に多くの会員の皆

さんがご参列して頂きまして本当に有り難うございました。佐々

木 PCは1983(昭和56)年4月に千歳ロータリークラブに入会され

まして32年間に亘り様々な活動で活躍され、2010-11年度に

は、第43代の会長に就任されました。本当に我々にとって貴重な

方が亡くなったと思います。残念でなりません。心よりご冥福を

お祈り致します。 

 本日は2014-15年度の各委員会の活動報告がありますので、委

員長の皆様には、よろしくお願い致します。 

事な例会の中で、私をはじめ、幹事の横手、そして恵庭RC創立45

周年記念実行委員会委員長 中川の3名で参りました。 

 私共のクラブで先般行われた創立45周年記念式典には千歳RCに

は全員登録を頂き、藤本会長、五十嵐幹事をはじめ、大勢の皆さん

にご出席を頂き、大変有り難うございました。中でも佐藤秀雄パス

トガバナーにはご祝辞を頂きまして本当に有り難うございました。

何とか無事に創立45周年記念の式典を終了する事が出来ました。こ

れは皆さん多くの方のご出席があったからこそでございます。 

 今回の創立45周年の記念式典は、無駄なお金をかけず、なるべく

私達クラブの皆で心がこもった式典にしたいという想いで行って参

りました。精一杯、心のこもった式典にしたいという中川実行委員

長の思いがそのまま出たと思っております。祝賀会では、我々の仲

間であります2人が親父バンドを組んで演奏したり、会員が歌を

歌ったりとか、終わってみれば素晴らしく評判が良く、私たちも嬉

しく思っておりました。 

 千歳ＲＣさんは創立50周年が2年後に控えていると思います。そ

の時には私達クラブは全員登録の形でお世話になりたいと思ってお

りますのでその節は期待しております。以上をもちまして創立45周

年記念式典のお礼とさせて頂きます。本日はお忙しいところ時間割

いて頂きまして有り難うございました。 

 

地球のステージ実行委員会inちとせ 代表 

安達 智子 様 

 皆さま、改めましてこんにちは。地球のス

テージ実行委員inちとせ 代表の安達と申し

ます。本日はお時間を頂き有り難うございま

す。千歳ＲＣ様には昨年に引き続き、今年も

ご後援を頂き本当に感謝しております。今年も「地球のステージ」

を6月21日の日曜日に北ガス文化ホールにおいて開催する事になり

ました。長年紛争地帯、貧困地域、東北などの被災地で医療ボラン

ティアをされています桑山紀彦さんを招いて現地での活動報告をし

て頂きます。昨年よりも1人でも多くの方に見て頂きたく思ってお

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

幹事報告(五十嵐 桂一 幹事) 

１．先日お知らせしました神戸南ＲＣの米

谷ＰＧからの依頼によるバヌアツ民話の絵

本購入ですが、多くの会員にご協力頂きま

した。55冊購入、11万円を既に5月中に先

方に送金済みですので間もなくお手元に届

くと思います。 

 ２．本日の年次報告ですが、クラブ奉仕委員会を来週に、国際奉

仕委員会を今週に入れ替えております。報告書の締め切りも同様

に移動しますが、各委員会には期日をお守り頂きたいと思いま

す。 

 ３．最後に恵庭のRC創立45周年記念式典及び先日行われた北広

島RC主催のIM のどちらも全員登録をしておりますので、当日記

念品をクラブとして全員分お預かりしております。お帰りの際に

出席・資料管理委員会のところに恵庭RCの創立45周年記念式典

でのサッポロビールの詰め合わせセット、北広島RCのIMではボー

ルペンを1人3本ずつ頂いております。またボールペンの利用方法

は「新入会員の勧誘に是非お役立てください」と菊池ガバナー補

佐から強く要望されております。よろしくお願いします。 

お客様のご挨拶 

恵庭ロータリークラブ会長 前田利和 様 

 皆さん、こんにちは。ただいま紹介頂き

ました恵庭ＲＣ会長 前田利和でございま

す。本日は、千歳ＲＣの年次報告という大
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委員会報告 

出席率 

今回：67.9％（6月11日＝38／56 実数） 

確定：86.0％（5月28日＝49／57 うちMu０名） 

 ※本日は幹事他8名の委員長等より活動報告がありました。各委員

会の皆さま、1年間大変お疲れ様でした。次回の例会は年次報告後半

となりますので、担当の委員長の皆さま、よろしくお願い致しま

す。 

  ※報告の詳細は、後日発行される「クラブ計画と報告書」をご覧下

さい。                 

ＲＧ･パークゴルフ会 村田 研一 会長 

 

 皆さん、こんにちは。6月25日木曜日に

シャムロックＣＣにおいてRG会親睦ゴルフ

大会を開催させて頂きます。藤本年度最後の

ゴルフ大会となりますので、是非ともご参加

の程よろしくお願い致します。12時集合の

12時半スタートとなっております。今回は

千歳セントラルＲＣから1組4人出席という事で我々千歳ＲＣも多

数のご参加を重ねてお願い致します。 

   

青少年奉仕・ローターアクト委員会 喜多 康裕 委員長 

 

 来週6月18日（木）千歳ＲＡＣ第18回定

例会を開催致します。本定例会は最終の定例

会となっております。色々な活動報告がなさ

れますので多数のご出席をよろしくお願いし

ます。 

年次報告 

 藤本会長の司会・進行により、各委員会の委員長から活動報告を

頂きました。 

 

 １．三役         ２．SAA・プログラム委員会 

   五十嵐 桂一 幹事       齊藤 博徳 委員長 

     

 

 

 

 

 

 

  ３．出席・資料管理委員会  ４．ロータリー情報・定款細則 

    伊藤 一三 委員長    委員会 村田 研一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５．健康委員会       ６．親睦活動委員会 

    中山 和朗 委員長     齊藤 えみ子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７．RG・パークゴルフ会  ８．会員増強委員会 

    村田 研一 会長      村上 倫行 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ９．国際奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

     

   

                   

 当クラブの会員であります、佐々木 金治郎 パスト会長 が病気

療養中のところ、6月4日にご逝去されました。満73歳。 

  

 佐々木 金治郎パスト会長は、1983年

4月に千歳ロータリークラブに入会し、

32年余在籍され、2010年～11年度会

長（第 43 代）を は じ め、副 会 長

（2004-05 年度）や米山奨学委員長

（1987-88 年 度）、親 睦 活 動 委 員 長

（1990-91年度）、ロータリー情報・

定款細則委員長（2012-13年度）などを務められるなど、長年に

亘りクラブ運営に貢献し、当クラブを支えて頂きました。 

  

 ※本年12月に丸駒温泉旅館創業100

周年を迎えるにあたって佐々木金治郎Ｐ

Ｃの監修で作られた記念誌の一部を掲載

します。支笏湖をバックに満面の笑みで

撮影された写真が印象的です。 

 

  

 早過ぎるご逝去に悲しみが止まりません。どうかこれからも彼の

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 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～                 

ニコニコBOX 

佐々木 金治郎 パスト会長 逝く 

１．菅原 正行 会員 国際奉仕委員会報告させて頂きます。よろしく

お願いします。２．榊原 潤 会員 ①5月29日に二人目の孫が生まれ

ました。②故佐々木金治郎PC、長い年月大変お世話になりました。３．

小畑 彰 会員 日曜日のJALマラソンで22.5㎞の折り返し点で菅原会

員に、38㎞地点で大西会員に声を掛けて頂き有り難うございました。お

陰様で無事完走しました。４．沼田 常好 会長 ①妻の誕生日にお花

を有り難うございました。②6月7日～10日まで妻と旅行に行って来ま

した。7月からロータリーで今以上に家にいないのでサービスしてきまし

た。５．五十嵐 桂一 幹事 ようやく、幹事として年次報告をさせて

頂きます。一年間ご協力有り難うございました。６．平間 和弘 会員 

先日のIMゴルフコンペで4位になりました。賞品有り難うございます。

７．藤本 敏廣 会長 先日行われたIM、前田浩志会員のクラブ発表と

ても素晴らしかったです。お疲れ様でした。８．前田 浩志 会員 ①

HP更新もラスト1ヶ月。②私の為に拍手を有り難うございました。９．

腰越 くり子 会員 千歳ＲＣのHPに5月28日のミルティーロでの例会

の様子が載っています。私の写真を大澤会員が引き伸ばしてくれまし

た。有り難うございました。１０．大澤 雅松 会員 第65回支笏湖湖

水まつり、今年は6月27、28日です。千歳民報社担当の花火は27日午

後17時45分から、佐々木金治郎PCを送る気持ちで打ち上げます。１

１．中山 和朗 PC 藤本会長、五十嵐副会長、五十嵐幹事、一年間ご

苦労様でした。１２．今野 良紀 会員 先日、奈井江商業高校の全校

生徒に講演して参りました。感想文が後日送られてきました。驚いたの

は無反応な子供が意外に聞いていたのだと、又数名の生徒は勇気や考え

方が変わったと書いてあり、私が感動しました。１３．山中 正一 会

員 2014-15年度、HP担当無事終了?しました。6月担当須川さん、

フィナーレ頑張って下さい。１４．村田 研一 PC  5月30日のIMの

ゴルフコンペで7位になりました。１５．恵庭ロータリークラブ 前田 

利和 会長 創立45周年記念式典に全員登録を有り難うございました。

１６．千歳ライオンズクラブ 中田 敬一 会員 特に何もないけど? 

１７．南雲 州治 会員 先月23日、当社の太陽光発電所の竣工式及び

祝賀会を開催致しました。藤本会長、五十嵐幹事にご出席頂き有り難う

ございました。千歳民報にも2回に亘り掲載させました。大澤会員有り難

うございました。また、資金面では須川会員に大変お世話になりまし

た。有り難うございました。１８．故佐々木 金治郎PC 代理 佐藤 

晴一 会員 感謝!      

本日のニコニコ集計1８名 合計７０,000円 
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