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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１６日 第３回）夜間移動例会（千歳ＲＡＣ合同）           担当：職業奉仕委員会 

第２回（通算2382回）例会報告 

日時：2015年7月9日（木）1２：3０～１３：3０ 

場所：ザ・ベルクラシックLien アイリス 

プログラム：通常移動例会 

担当： 三 役 

進行：SAA・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

四つのテスト 環境保全委員会 稲川 和伸 委員長 

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

 本日のお客様は、本日ご入会の社会

福祉法人千歳いずみ学園 理事 総合

施設長の荒  洋一 様（写真 左）と、

オブザーバーで参加いただきましたセ

ブンイレブン千歳富丘2丁目店オー

ナーの榊原 達也 様（写真 右）で

す。 

 沼田年度が始まり2回日の例会となりま

す。まだ先が長く、手探り状態で進めて行っ

ているところです。大西副会長と藤川幹事の

助けによりなんとか元気よく進めていきたい

と考えています。現在、藤川幹事と各団体の

あいさつ回りを行なっており、本日例会修了

後、当クラブの名誉会員でもあります山口千

歳市長に挨拶に行く予定です。  

  

 私たちが住んでいる社会は、現在はなんでも手に入る時代、便

利な社会です。そして社会が、経済が、ものすごく進んでいく現

代社会は、反面、ストレスや悩みの多い時代なのかもしれませ

ん。皆さんは自分の将来は、未来はどのようになるのか、だれし

もが自分の将来がどのようになるのか、年齢によりますが、会社

のこと、子供のこと、老後の事などを考えている事と思います。

私は、これからの事を考えることがしばしばあります。その時に

神頼みもあれば、「おてんとうさま」に手を合わせることもある

のかもしれません。 

 私は占いをしてもらうことがあります。  

占いにもいろいろありますが、私の興味があるのは手相ですが、

このような言葉があります。 

  ｢人間の運命は人間の手中（しゅちゅう）にある｣と。  

   

 人生には様々な可能性があります。何を選びどの道に進んでい

くのか、自分の責任において決めていく、運命は、結局自分で決

めて行くものです｡フランスのサルトルという哲学者が言った言葉

です。また明治時代の歌人、石川啄木は、「働けど働けど我が暮

らし楽にならざり じっと手を見る」と詠んでいます。  

  

 初対面の人との挨拶として手を伸ばし握手することも多くあり

ます。当クラブにおいても例会はじめに握手をしますが、これは

手のぬくもり、肌の感触、握り方の手の力、知らず知らずに慣習

として行っていますが､手を通して相手の状態を、気持ちを理解し

 お客様の紹介(大西 信也 副会長) 

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   
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    ～７月はロータリー親睦活動月間～  

 皆さん こんにちは。幹事の藤川です。4点

ほど報告があります。  

１．来週のキリンビール ハウベでの夜間移動

例会ですが、私、藤川は所用のために欠席しま

す。送迎を希望される方は、タクシー乗合で移

動しますので１８時１０分迄にＡＮＡクラウン

プラザホテル千歳ロビーに時間厳守で御集合願

います。出欠の方は職業奉仕委員会の菅原委員長にお願いしてお

ります。 

２．7月23日に千歳工業クラブ様、工業振興委員会様と同席しま

す㈱デンソー北海道の杉本正和様、根橋聖治様の歓送迎会につい

てですが、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳で１８時３０分から

ですので出席される方は時間厳守でよろしくお願いたします。 

３．今年度の地区大会開催の案内が事務局の方から皆様に送られ

ると思います。今年は10月4日に岩見沢市で行われます。出欠の

関係上7月31日までに回答をお願いします。 

４．7月30日 (木)～08月1日 (土) ちとせビアガーデン実行委員会

主催のグリーンベルトを会場に、おいしいビールと食べ物を楽し

む「第３回ちとせ川 ビール祭り」が開催されます。チケットがあ

ります。後ほど社会奉仕委員会の斉藤えみこ委員長が各テーブル

を回りますので協力の方よろしくお願いします。 

合っているのかもかれません。よく考えると、遺跡などに手形が残

されているのが見つかっていますし、ハリウッドの路上には映画ス

ターの手形が刻まれています。日本の力士はサインと共に手形が押

しています。人類は手で物を造り、物を動かすことにより進化を遂

げてきたと言ってもいいと思います。  

  

 当クラブには、「ABの会」が有りますが血液型を話すとき性格

の話がよく出ます。それがよく当たっているという話が出ます。手

相もその人の性格、人生、健康状態が分かると言います。手相は生

命線や頭脳線など手のひらに刻まれたシワを連想しますが、手全体

の大きさや形、つめや指紋などの形なども含まれるそうです。  

  

 皆さんはどちらの手を見てもらいますか、皆さんはごく普通に手

を組んでどちらの手の親指が下になりますか、親指が下になった方

が「積極的な手」逆の手を「消極的な手｣と言うそうです。｢積極的

な手｣は現在の状況や心のあり方そして､これから起こりうる運勢の

変化を表しているそうです。 ｢消極的な手｣は生まれつきに運と性

格、才能などを表しているそうです。一般に左の親指が下になる人

は70%右手が下になる人は30%だそうです。 ｢積極的な手」が

右になる人は、ユニークで直観的な人が多いそうです。私右手が下

です。当たっていますか、皆さんは如何でしょうか。 

 手相についての第1弾はここまでとしますが、私は占いをしても

らう時はよい事は自分に言い聞かせ、悪いことは、自分で気をつけ

るようにしています。 

  

 最後に､占いが良くても､努力しなければ良い結果はありませんし

物事の一つの参考としては受け止めればいいのではないでしょう

か。そし何事も決めるのは自分であり責任も自分にあることを自覚

していればいいのではないでしょうか。私に手相見てと言ってもわ

かりません。（笑）以上です。 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 
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出席率 

今回：67.2％（7月  9日＝39／58 実数） 

確定：94.6％（6月25日＝53／56､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

 

１．伊藤 一三 会員 ＳＡＡの委員長として本日実質的にデビューしま

した。1年間よろしくお願いします。２．榊原 潤 会員  妻にバース

デーフラワーが届きました。ありがとうございました。３．藤井 雅一 

会員 8月21日（金）大ＢＩＮＧＯパーティーを実施します。皆さま

の参加をお待ちしております。お一人様7,000円です。４．村上 倫

行 会員 7月3日、妻の誕生花をありがとうございました。５．山中 

正一 会員  本年度2度目のニコニコです。６．牟田 裕一 会員 榊原達

也さん、本日の例会にオブザーバー出席ありがとうございます。千歳

ＲＣは良い所ですよ！一緒にやりましょう。７．前田 浩志 会員 榊原 

達也 さん、ようこそロータリークラブへ。入会の日を楽しみにしてい

ます。８．瀧澤 順久 会員 セガサミープロアマゴルフ大会に出場させ

ていただきました。同伴の岩田 寛プロが優勝し、我が事のように嬉し

く思っています。９．大西 信也 副会長 荒  洋一 様、ご入会おめで

とうございます。10．沼田 常好 会長 本日の例会、よろしくお願い

します。11．喜多 康裕 会員 7月5日（日）に民報杯ソフトボール大

会が行われ、我が緑小学校チームが1回戦・2回戦を突破しました。7

月12日（日）に準決勝と決勝が行われますので、優勝目指して頑張

ります。ちなみに、「代打 俺」はサードゴロ、ダブルプレーに終わ

りました・・・12．今野 良紀 会員 荒洋一さんが入会して嬉しいで

す。13．村松 繁克 会員 妻の誕生日にお花をいただきましてありが

とうございます。とても喜んでいました。14．大澤 雅松 会員 民報

杯朝野球、千歳も恵庭も終わりました。次は12日（日）ＰＴＡ対抗

ソフトボール決勝です。喜多さん、お待ちしています。15．五十嵐 

桂一 会員 国際奉仕委員会・ＲＧ会よろしくお願いします。 

本日のニコニコＢＯＸ １５名 １５０００円  

新入会員入会式 

荒 洋一 会員のご紹介 

紹介者：沼田 常好 会長 

社会福祉法人千歳いずみ学園 理事 総合施設長 

昭和30年11月生まれ 満59歳 

所属：社会奉仕委員会 

 

荒 洋一 会員より一言 

 皆さん、こんにちは。只今、沼田会長よりご紹介

いただきました荒です。私は、今年11月で60歳に

なりますが、60歳目前にして初めてこの会に入会さ

せていただく事になりました。60歳の1年生という

事で分らない事が沢山ありますので、皆さまのご指

導をよろしくお願いします。  

 私が勤めています社会福祉法人千歳いずみ学園は、知的障害のあ

る方々を支援する施設で、昭和43年に伊藤 弘 （当時、北海道議

会議員）理事長を筆頭にスタートしました。うちの法人も46年目

に入りますが、私もその内36年勤務させていただいております。

社会福祉法人ですから、特別法人という事で国から公益的な目的を

する為に、色々な特典を与えられている法人でございます。私たち

は国からお金を頂いておりますが、皆さまの温かいご理解やご支援

をいただいているからこそだと思っています。私も多少ながらその

ご恩を少しでもお返ししたいと思って入会させていただきましたの

で今後ともよろしくお願いします。 

 紹介者の沼田会長から

ロータリーバッジが授与さ

れ、その後握手が交わされ

ました。 

 

 

 その後、前回の例会で入会された3名の新入会員と合わせて所属

委員会の委員長と握手していただきました。 

 

村松 繁克 会員と須川 美和 出席・資料管理

委員長 

 

 

 

 

伊藤 正樹 会員と伊藤 一三 ＳＡＡ・プログ

ラム委員長 

 

 

 

 

 

根橋聖治  会員、 荒 洋一  会員と斉藤えみこ社会

奉仕委員長 

 

 

 

 

 

ご入会の4名の皆さま、これからよろしくお願いします。 

ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長  

親睦活動委員会 腰越 くり子 委員長 

  

  

  

 

 

 

 

 

ＲＧ会 五十嵐 桂一 幹事（藤本 敏廣 会長代理） 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 山中 正一 委員長   

 

 

年度計画発表② 

 

 

 

 
職業奉仕委員会 菅原 正行 委員長 

環境保全委員会 稲川 和伸 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長 

国際奉仕委員会 五十嵐 桂一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会  

村上 倫行 委員長 

 

 

 

 

 2週に亘り、年間計画の発表が行われました。委員長の皆さま、

一年間よろしくお願いします。※委員長からの計画内容の詳細につ

いては、今年度発行の年度計画書をご覧下さい。 
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