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 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 （7月30日 第5回）通常例会            担当：ク ラ ブ会報・広報・雑誌・ＩＣ 委員会 

第4回（通算2384回）通常例会報告 

日時：2015年7月23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： ロータリー情報･定款細則委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

四つのテスト ＳＡＡ・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

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

 さる７月12日、日曜日に国際ロータリー第

2510地区、会員増強セミナーが岩見沢市で開か

れました、私と幹事の藤川さんと行ってきまし

た。講師は東京銀座ロータリークラブの市川伊

三夫氏の講演でした。市川氏は1928年生まれで

87歳の方です。会員増強のことだけの話かなと

思いましたが、大変人生的にも参考になる講演でした。その内容を

私なりに報告させて戴きます。市川さんは ・ロータリーの会員に

会った時に、“あなたの入っているロータリーは、どのような奉仕

活動を行っていますか､”と尋ねるそうです。・ロータリーで活動

する時は、ロータリアンとしてではなく、人として活動するのがい

い。ロータリーは色々な人との出会いの場であり、入会後は、人と

人として付き合って行くこと、そして、信頼できる仲間を早くみつ

けること、だそうです。 

・ロータリーは内向きの親睦ではなく、外向きでなければならな

い。積極的に他組織との連携を図りクラブ以外の状況を判断しなさ

いということ。・1998年～1999年度、レイシー会長は一度入会

したロータリークラブをやめ、勧める方がいたので、別のロータ

リークラブに再入会したそうですが、“なぜ一度やめたのか”と尋

ねられた時に、「あのクラブでは私の座る椅子が無い」と答えた

そうです。誰でもが出来上がっている組織に新しく入る時、違和感

が頭をよぎります。それを払拭する双方からの積極的なアプローチ

がほしいものです。“壁は低いうちに破れ”、何らかの理由で会社

や会合等を休むとして。その後、出て行く時はいつもと違って、心

理的に重圧を感じます。ロータリークラブの例会に欠席が続いた

時、“皆さんは、一緒に壁を破る努力をしてください、一度、例会

に出なかったら、何人かが連絡をし、「次回は待っているよ」と

言ったら出てきてくれるでしょう” “お互いが親密な交際をして

いる限り、互いの壁を破ることができる”  

・福沢諭吉が弟子に宛てた手紙に“1回の会合に出ることは10巻

の書を読むに等しい”と書いていたそうです。福沢諭吉はある会合

に弟子を誘っていたらしく、弟子が忙しくなかなか会合に出てこな

いのに対して出した手紙の一節です。「人に会うことが自らを成長

させ、異業種の人たちと数多く、そして度繁く会うことは成長への

捷径である｡」ということを諭吉先生がカ説したかったことではな

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１５年7月30日 

第5号 （通算2256号） 

    ～７月はロータリー親睦活動月間～  

ＲＩ第２５１０地区第７グループガバナー補佐ご挨拶  

坂井 治 様（千歳セントラルＲＣ）挨拶 

 皆さん、こんにちは。今年度第7グループの

ガバナー補佐を担当させていただきます千歳セ

ントラルＲＣの坂井です。2003-04年度に佐

藤 秀雄ＰＧがガバナーをされた時に、地区の

幹事としてお手伝いをさせていただき、佐藤ガ

バナーが「地区内で札幌ＲＣへ行くと一番緊張

する。」という言葉を思い出しました。第7グループの中では老舗

である千歳ＲＣが私は一番緊張します。昨年、一昨年のガバナーも

千歳ＲＣさんへ行くと緊張する、と話されていたことを思い出しな

がら本日お邪魔させていただきました。北広島で開催のＩＭの際に

もお話させていただいたのですが、昔は苫小牧方面も含めて第7分

区と言っておりました。それが2つのグループに分かれまして、第

7グループと第12グループになりました。その時からガバナー補

佐という役職が出来、その初代ガバナー補佐が佐藤 秀雄 ＰＧであ

りまして、そこから数えますと私が16代目のガバナー補佐となり

ます。その間、残念ながらお亡くなりになられたのですが、木村 

照男さんや佐々木 昭さんがガバナー補佐を務められておりまし

た。現在、佐藤ＰＧしかおられないということで、佐藤ＰＧを含め

お2人にも大変可愛がってもらいましたから非常に残念な感じがし

ております。先ほど沼田会長のご挨拶の中で会員増強セミナーにつ

いてお話がありました。私はその日、障がい者関係の大きなイベン

トと重なって参加出来ませんでしたが参加された皆さんが「大変良

かった。目から鱗が落ちた」とお話していたのでどんな内容だった

か興味津々でした。沼田会長のお話が分かり易く、納得させていた

だきました。 

皆さんの中でFacebookをやられている方がいらっしゃると思いま

お客様紹介 大西 信也 副会長 

本日のお客様は、ＲＩ第２５１０地区

第７グループガバナー補佐 坂井 治 

様（千歳セントラルＲＣ）です。 

いかと、市川さんの人生を考え、「知らぬ間に自分は人に会っ

て、友人に会って、先輩に会って、後輩に会って、お得意様に

会って、ロータリーの友人に会って、成長してきたのではないか

と。今の私があるのは、本を読んだり、講義を聞いたりして得た

ものの何百倍か、人から聞いた座談や雑談の中から身につけたも

のだと思う。といっていました。  

・人が語り合うことは一人で机に向かっているよりも能率的にも

のを体得できる。だから語り合うべき、語り合う相手が自分と

違った生い立ち違った仕事違った年齢の方々には効果が大きい。  

例会の卓話も大事ですが、会員が相互に雑談することが大切で

す。これはロ一タリーの“隠し味”です。これを知らない咀槨

（そしゃく）を知らないロータリアンが多いのでは。と市川氏が

申しておりました。  

 日本のロータリーの例会は９５％が昼の例会、外国では５０％

以下だそうです。土曜日、日曜日、夕方、夜、午後、色々な例会

方式を考えてもいいのではとも言っていました。  

 最後に、この言葉を添えてくれました。“悩んだら坐ってない

で立ち上がれ、障子を開けて外を見よ”これはトヨタグループ創

始者である豊田佐吉さんが残した言葉だそうです。今でもトヨタ

の社訓として残っているそうです。サムエル・ウルマンの詩(第二

節)には次の言葉もあります。。“青春とは臆病を退ける勇気 易

きにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する 時には20歳の青

年よりも60歳の人に青春がある、年を重ねただけ人は老いない 

理想を失うとき初めて老いる” 
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出席率 

今回：53.4％（7月16日＝31／58 実数） 

確定：87.9％（7月  2日＝51／58､うちMu0名） 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田浩志 

委員長  

1、先週の「ハウベ」での夜間移動例会にて千歳

ＲＡＣの盆踊り大会露店チケットを沢山お買い上

げいただき、ありがとうございました。2、来週

の28日（火）に第4回千歳ＲＡＣ定例会が開催さ

れます。今回が今年度初めての共同提唱クラブ

ロータリアンをお呼びしての定例会となりますので、現在アクト

メンバーが一生懸命準備をしております。是非ご都合の合う方は

出席して下さい。 3、チケット販売報告：皆さまには沢山のチ

ケットのお買い上げ、ありがとうございました。集計の結果、46

冊、46,000円の売り上げとなりました。先週の購入分と合わせ

まして、234冊234,000円の購入となり、昨年の実績を上回り

ました。これも皆まのご支援のお蔭です。ありがとうございまし

た。 

パスト会長 川端 清 委員長 

 本日の卓話は、ロータリー情報・定款細則委員

会担当の卓話です。自己紹介等をさせて頂きま

す。私は千歳村末広882-3番地の現在の花園で 

1940年10月に川端家の長男として生まれ育って

おります。1964年4月に航空自衛隊第2航空団千

歳基地に電気関係の技術職で職員として採用にな

り、2001年3月定年退職しております。その年の7月に「有限会

社川端」を設立、不動産管理を行っております。故佐々木昭会員

の誘いを受け、千歳RCへ2002年1月に入会して13年を過ぎまし

たが、私の、出席率は９８％以上になると思っております。。42

代幹事、46代会長を経験させていただき現在に至っております。 

 さて耳にたこが出来るほど皆さんには情報が入っていると思い

ますが、国際ロータリー関連について少し触れておきます。 

 1905年シカゴにおいてポール・ハリスと３人の仲間で作った

ロータリー情報・定款細則委員会卓話 

ニコニコＢＯＸ 

１．前田 浩志 会員 先週の夜間移動例会でアクトの盆踊り例会チケットを

沢山お買い上げいただき感謝致します。引き続き本日も販売しますので沢山

買って下さい。２．川端 清 ＰＣ 本日卓話をさせていただきます。  

３．山中 正一 会員 ニコニコＢＯＸ発表のデビューです。よろしくお願い

します。3回連続のニコニコです。４．五十嵐 桂一 会員 妻の誕生日にお花

をありがとうございました。５．大澤 雅松 会員 7月18日千歳民報納涼花

火大会、雨でしたが多くの方々に見ていただきました。６．藤本 敏廣Ｐ

Ｃ、腰越くり子会員 7月19日のビアフェスタで美味しいキリンビールを頂

いていると千歳民報にフォーカスされました。７．沼田 常好 会長 １．今

週21、22日に東京に行ってきました。２．ＲＧ会、5位になりました。本

日の例会よろしくお願いします８．岡崎進 会員 ＲＧ会、準優勝しまし

た。９．藤本 敏廣 ＰＣ ＲＧ会でニアピン賞をいただきました。10．腰越 

くり子 会員 ＲＧ会でゴルフ歴初のＢＢ賞をいただきました。11．藤井 雅

一 会員 カンセイのゴルフコンペでノースＣＣ9番ホールで初めてイーグル

を出しました。12．中田 敬一 様（千歳ＬＣ） 何も無いようですがニコニ

コいただきました。13．武石 忠俊 ＰＣ 妻の誕生日にお花が届きました。 

14．藤川 俊一 幹事 沼田会長と千歳民報社へご挨拶に行った事を記事にし

ていただきましてありがとうございました。  

本日のニコニコＢＯＸ   １４名 29,000 円  

ロータリーが、人々に認められ世界規模で発展し、現在の会員数

は減少傾向ではありますが120万人と言われています。そして今

年の国際ロータリー K.R.ラビンドラン会長は「世界へのプレゼン

トになろう」これが会長の年度におけるテーマです。 

 ラビンドラン会長は「ロータリーにこれほど力を入れているの

は、これまで本当に多くの人達に助けられたのにもかかわらず、

その人達に対しては恩返しをする機会があまりなかったからで

す。その人達に報いるには、他の人達を助ける以外にありませ

ん」と、その考えを基に、ロータリー奉仕の精神を自らが経営す

るパッケージング会社でも実践しています。従業員が地元の学校

で水・衛生プロジェクトを行う場合、会社がその資金に上乗せ

(マッチング)するのもその取り組みの一つです。「私は自分の体験

から、ロータリー活動を通じて、ビジネスと社会貢献・友情・奉

仕を 両立させることが出来ると信じていますし、そうすること

で人々の生活を改善できるだけで無く、私達自身がより良い人間

になれると考えます」と綴っております。my rotary参考資料  

「ロータリーのしくみ」 

ロータリーはロータリークラブ、国際ロータリー、ロータリー財

団の 3本の柱で支えられてます。 

○「ロータリー米山記念奨学会」 

日本のロータリー創始者である米山梅吉氏に由来するものです。 

「基本理念」として、 

ロータリアン共通の目的や指針として、長い年月を経て形づくら

れたものです。互いの関係や行動の土台として、世界中のロータ

リアンがこれらの理念を大切にしております。  

「ロータリーの目的」として 

 意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これらを育む

事にある。第1、知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと。第2、職業上の高い論理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価

値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として ロータリアン

各自の職業を高潔なものにすること。第3、ロータリアン一人一人

が、個人として、また事業及び社会生活において、日々、奉仕の

理念を実践すること。第4、 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世

界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進するこ

と。の各項を奨励することにある。  

○「四つのテスト」ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚え

ておくべき4つの問い、それが「四つのテスト」です。 

○「ロータリーとは」職業も文化も異なる120万人が結びついた

ロータリーだからこそ、世界中の地域社会を少しずつ変えること

が出来るのです。  

○「ロータリーはここが違う」多角的なアプローチ、各分野の

リーダー、結果を見届ける責任感、ローカルな活動とグローバル

な活動 

○「ロータリーを支える力」世界中の地域社会を少しずつ住み良

くして行くロータリー。その裏には、粘り強く活動する会員一人

一人の努力と忍耐があります。また、ロータリー財団を通じて、

会員や支援者の皆さんからの寄付をしっかりと責任を持って管理

され、地域社会の支援、教育、健康、平和推進、などの活動の補

助金として活かされています。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

委員会報告  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

1、先週の夜間移動例会(ハウベ)お疲れ様でした。

2、地区大会(岩見沢)のご案内をFAXしています｡バ

スの手配の関係もありますので､今月末の７月３１日

までに事務局までご返信ください。  

3、来週の7月28日（火）に千歳RACの定例会が

ANAクラウンプラザホテルであります｡19時より食

事で例会は､19時30からとなっています。出席可能な会員の皆さ

んの出席をよろしくお願いします。  

4、本日7月23日（木）ANAクラウンプラザホテルにおいて株式

会社 デンソー北海道 杉本前社長、根橋新社長の歓送迎会を開

催いたしますので出席の方は時間厳守でよろしくお願いします。  

5、ロータリークラブ前期会費の納入期限は8月15日までですの

で、納入のほど、よろしくお願いします。 

すが、今年の嵯峨ガバナーの目標の中で「オンラインツールの利

活用の推進」という項目があります。国際ロータリーのK.R.ラビ

ンドラン会長のテーマはテーマ旗にも掲げられておりますので理

解されているかと思いますが、地区目標というのは一度見るだけ

ではなかなか理解出来ませんのでご紹介します。ロータリークラ

ブセントラルという国際ロータリーが作っているwebサイトがあ

りますが、その中に「マイロータリー」というのがありまして、

そこにクラブのことを登録して下さいとお願いしています。千歳

セントラルＲＣと千歳ＲＣのページを印刷してきました。例えば5

年間の会員の推移が見られます。今年度の目標がオレンジ色の部

分に入るようになっています。最初の赤い部分は年度初め、青い

部分は年度の終わり、最後のオレンジが目標ということで、年度

の達成率が入力出来、視覚的に分かるようになっています。ガバ

ナー公式訪問の際に人数がどれ位なのか聞かれると思います。間

に合うように入力していただければお答え出来ますので是非登録

して下さい。  

 ご挨拶に来る時期が少し遅れてしまいましたが、第1回目のガバ

ナー補佐訪問の最初のご挨拶に代えさせていただきます。この1年

間、何回かお邪魔する事になろうかと思いますので今後ともよろ

しくお願いします。 
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