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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9日 第2回）通常例会                    担当： 三役 

第1回（通算２３81回）例会報告 

日時：2015年7月2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： 三役 

進行：SAA・プログラム委員会 藤井 雅一 副委員長 

四つのテスト 職業奉仕委員会 菅原 正行 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、千歳セントラルＲ

Ｃ会長の尾本 眞二 様、創立25周年

実行委員長の今井 章夫 様です。 

 

左：今井様、右：尾本様 

 千歳ロータリークラブ48代目の会長と

して､この１年間クラブの舵取り役を行っ

て参ります。まだまだ若輩の上、クラブの

会長は重責ではありますので、皆様方のご

協カの元、運営を行って参りますので色々

な場面で何かありましたらご指導頂きます

よう、お願い申し上げます。  

 さて、今年度は今まで委員長を経験して

いないメンバーが多い事と女性会員4名全

員が委員長としてお願いをいたしました。

1968（昭和43）年に千歳ロータリークラブ初代会長､故、吉田

信一殿から千歳ロータリークラブの歴史は始まりました｡ それぞ

れの年度においで、社会・経済情勢が違う中､それぞれの会長が千

歳ロータリークラブの時代、歴史を積み重ねてきて頂きました。

本年度は、その土台（歴史）の元、千歳ロータリークラブを50年

100年と継承して行く為の一歩の年､そして女性会員の活躍の場

がクラブの中にあることを前面に出して行きたいと思っていま

す。2015～2016年度クラブ運営と活動方針は、「利己と利他

の調和のもと、共に楽しく歩む」としました。 

 私たちは、仕事上、個人的関係､各団体との関係により信頼し合

える仲間として､このクラブに集っています。その事を大切にし

て、奉仕を通じて友情を深め､この一年を楽しく【共に歩む】こと

で行動して実の有る一歩一歩を積み重ねていける年度にして行き

たいと考えています。  

 さて、ロータリーの誕生は皆さんご存知のように、“20世紀の

アメリカ・シカゴの街は著しい社会経済の発展のお陰で、商業道

徳の欠如が目につくようになっていました。 ちょうどそのころ､

事務所を構えていた青年弁護士ポール・ハリスは友人３人と語

り、お互いに信頼できる公平な取引をして、仕事上の付き合い

が、そのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やしたいと

の趣旨で､ロータリークラブと言う会合を考えました｡ このよう

に歴史的に見ても、ロータリーは職業倫理を重んずる実業人、専

門職業の集まりなのです｡とロ－タリーの誕生などが記述されてお

お客様の紹介(大西 信也 副会長) 

会長挨拶(沼田 常好 会長) 

 

千歳セントラルロータリークラブ会長挨拶 

千歳ロータリークラブ会

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9日 

第2号 （通算2253号） 

    ～７月はロータリー親睦活動月間～  

千歳セントラルＲＣ 会長 尾本 眞二 様 

 皆さま、こんにちは。千歳セントラルＲＣ第

25代会長を仰せつかりました尾本でございま

す。本日は清水 清光 副会長、斉藤 博司 幹事が所

用の為、私と創立25周年実行委員長の今井 章夫 

委員長とで出席させて頂きました。  

 まずは、本年11月15日（日）に創立25周年記念例会という形

で周年事業を開催する事に致しました。新年交礼会を少し大きく

した様な、そんな形での開催になろうかと思います。沼田会長、

藤川幹事におかれましては、ご出席をよろしくお願いします。  

また、今年度のＩＭ（インターシティ ミーティング）ですが当ク

ラブがホストとなっております。来年の5月か6月に多分開催する

事になろうかと思っていますが、その際には是非全員登録をよろ

しくお願い致します。 

ります。千歳ロータリークラブも色々な職業、業種が集まっている

団体、クラブです。私たちは、職業（事業）を行い「利」を得てい

ます。それにより、人の生活を支え合っています。それも含めて多

くの社会貢献することができます。それがロータリーの目的であり

趣旨の一つであると思います｡そして、それに伴い親睦を深め信頼

し合える仲間となるのではないでしょうか。 私たちロ－タリアン

は1年１年会長が変わり、執行部も変わります。それが新しい風を

吹き込み、新しい歴史をつくって行くのだと思います。しかし歴史

は､無情にも一日一日過ぎることにより人の脳裏から忘れ去られて

行きます。思いだしてください。日本の歴史の一ページ一ページ

を、今、東京オリンピックのメイン会場であります国立競技場の建

設費について高いとか、屋根は要らない、要るとかが報道されてい

ますが 今から1年10ヶ月前の2013年９月７日、 2020年のオリ

ンピック開催地が東京に決まった瞬間を日本中が沸き返りました。

今までの経済の長く続いてデフレに苦しんでいた日本経済の中で決

まっただけに先が明るくなったようでした。それまでの経緯を考え

ると､一番の立役者は何と言っても東京オリンピック開催を言い出

した石原慎太郎氏で、その当時の東京都知事だと思います｡  

 私が覚えているのは2009年にコペンハーゲンのIOC総会でリオ

に敗れた時のメディアの報道は、ほとんどの批判は｢100億円以上

のお金を使って招致活動をしたのは税金の無駄使いだ｣と、記事を

書きたてていました。この報道は､確かに100億円は使い誘致に失

敗しましたが、もし､石原慎太郎東京都知事が、この批判に心折れ

て立候補を断念していたら、そのまま巨額の招致費用は永遠に[無

駄]のレッテルを貼られたままになったはずです。石原氏の悲願を

猪瀬直樹氏が引き継ぎ、今回の開催につながった事は評価すべきで

はないでしょうか。ましてや､あのまま諦めていたら巨額の招致費

用は無駄金ですが、前回の招致活動の失敗の上に今回の招致成功が

有るわけであり一回目の招致費用は無駄ではなかったと、何事も諦

めない事が大切であるのではないでしょうか。  

 ｢成功したら“ほめられ”、失敗したら“たたかれる”のは世の

習いです｡｣ 時が過ぎることにより歴史が刻まれてきます。そこに

は､必ず人がいます。人が歴史を刻んで行きます。人間一人一人の

人生が有りその歩み方によって評価も違うかも知れませんが自分の

人生､一日一日を大切にして何事でも失敗を恐れず「チャレン

ジャ」して生きていきたいです｡この年度がロ－タリーの歴史の一

ページとして､思いだして頂けるようなロータリー活動を行ってい

きますのでよろしくお願い申し上げます。  
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 沼田 常好会長より本年度の理事・委員

長の紹介があり最後に全員で記念撮影をし

ました.。 
 

一年間よろしくお願いします！ 

出席率 

今回：70.7％（7月  2日＝41／58 実数） 

確定：96.4％（6月18日＝54／56､うちMu2名） 

ニコニコＢＯＸ 

１．千歳セントラルＲＣ 尾本会長 1年間よろしくお願いします。２．須川 美和 会員 

今年度出席・資料管理委員長です。よろしくお願い致します。３．喜多 康裕 会員 今年1

年クラブ奉仕委員長として頑張ります。皆さま、どうぞよろしくお願い致します。４．腰

越 くり子 会員  親睦活動委員長として頑張ります。1年間よろしくお願いします。５．

大西 信也 副会長 1年間副会長を務めます。よろしくお願いします。６．山中 正一 会員 

クラブ会報委員長を1年間務めさせて頂きます。親睦委員会も頑張ります。７．斉藤 えみ

こ 会員社会奉仕委員会委員長として、新たに勉強していきますのでよろしくお願い致し

ます。８．前田 浩志 会員 今回のクラブ会報発行で藤本年度の委員会活動が終わりまし

た。ご協力、ありがとうございました。９．沼田 常好 会長 2015-16年度、この1年よ

ろしくお願い致します。10．藤川 俊一 幹事 千歳セントラルＲＣ尾本会長様、今井創立

25周年実行委員長様、ようこそ！今年度1年間よろしくお願いします。11．長澤 邦雄 

ＰＣ 6月30日で私の定年（閉院）を迎えました。40年間に亘る地域医療に携わり、無事

故・無訴訟で終える事が出来ました。これも多くの方々のご支援、ご厚情のお蔭と感謝し

ております。今後福祉分野を支援していく予定です。12．村田 研一 ＰＣ 会員増強委員

長に任命されました。皆さまのご協力を得ながら一人でも多くの会員増強をよろしくお願

い致します。13．村上 倫行 会員 本日、新入会員の村松会員をご紹介させて頂きます。

村松さん、入会おめでとうございます。14．牟田 裕一 会員 妻の誕生日にお花を頂き、

ありがとうございます。15．紺野 富士夫 会員  新しい委員会はＳＡＡ・プログラム委

員会と親睦活動委員会です。1年間よろしくお願いします。16．浅利 美恵子 会員 健康委

員会、ＳＡＡ、親睦と3つの委員会を掛け持ち1年間頑張ります。17．稲川 和伸 会員 環

境保全委員会委員長となりました。よろしくお願い致します。18．今野 良紀 会員 先

日、7月23日のキリンビール様協賛リアンビールパーティーと8月24日の盲導犬チャリ

ティパーティーのチケットを気持ち良く買って下さった皆さま、ありがとうございます。

まだご購入いただいていない方はまだありますのでよろしくお願いします。（笑）また、

7月26日に25歳～35歳までの男25名女25名参加のカップリングパーティーをリアンに

て執り行います。条件に満たない方が多い中ですがどなたか居ましたら重ねてお願いしま

す１9．大澤 雅松 会員 ①千歳民報の6月29日付1面の支笏湖湖水まつり花火の写真は私

が撮りました。あいにくの天気でしたが、花火の時だけ雨が小降りになりました。②斉藤

えみこ前親睦委員長、ごちそうさまでした。20．腰越くり子委員長率いる親睦活動委員

会一同 奉仕の理想に集いし友よ、1年間よろしくお願いします。 

本日のニコニコＢＯＸ 20名 61,000円  

地区出向者への委嘱状伝達式 

 2015-16年度にＲＩ第2510地区に出向する、ＲＩ第2510

地区 職業奉仕委員会  福田 武男 委員長、同じく職業奉仕委員

会 稲川 和伸 委員、ローターアクト委員会 前田 浩志 委員へ

沼田会長より委嘱状が手渡されました。 

  

 

 

 
 

福田パスト会長、稲川会員、前田会員 頑張って下さい。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 皆様こんにちは。 

 今年度幹事を務めさせていただきます藤川で

す。若輩者ではございますが、皆様1年間よろ

しくお願い致します。  

１、来週の7月9日の通常例会ですが、 例会場

のANAクラウンプラザホテル千歳が大規模会合

によりベルクラシック リアンへ変更になりま

す。  

２、7月の月間プログラムについて説明いたします。 

⑴本日と7月9日は年度計画の発表です。 

⑵7月16日の夜間移動例会は、キリンビール・ビアレストランハ

ウベで行います。移動方法で疑問がありましたら、私、藤川までご

一報下さい。 

⑶7月23日はロータリー情報・定款細則委員会の担当で川端 清 

委員長の卓話を予定しております。 

⑷ 7月30日はクラブ会報・広報・雑誌・IC委員会が担当ですが、

現在、調整中と聞いております。以上です。 

新入会員入会式 

根橋 聖治 会員のご紹介  

紹介者：名川 誠 会員 

株式会社 デンソー北海道 代表取締役社長 

昭和35年8月生まれ 満54歳 

所属：社会奉仕委員会  

村松 繁克 会員のご紹介  

紹介者：村上 倫行 会員 

千歳行政事務代行社 社長 

昭和39年5月生まれ 満51歳 

所属：出席・資料管理委員会 

伊藤 正樹 会員のご紹介  

紹介者：藤井 雅一 会員 

ＡＮＡ新千歳空港 株式会社 代表取締役社長 

昭和36年9月生まれ 満53歳 

所属：ＳＡＡ・プログラム委員 

3名の皆様、ご入会おめでとうございます。よろしくお願いしま

す。～詳しくはホームページをご覧下さい～  

委員会報告 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 

浩志 委員長 

 新年度スタート前の6月30日に北海少年

院の運動会へ次年度担当委員長として出席

して参りました。4寮での対抗戦という事

で行われたのですが、終始雨が降りしきる

コンディションの中、院生達が懸命に各競技に取り組んでいる姿

を見させて頂きました。閉会式には院生代表よりお礼の言葉が

あったのですが、今後の人生においても本運動会と同様、最後ま

でやり遂げる気持ちを常に持ち行動していきたいという言葉と合

わせて、今後二度と過ちは繰り返しませんと来場者に誓いの言葉

が述べられていたのが印象的でした。次は来月に盆踊り大会が行

われる予定になっておりますので、ご案内が来たら参加し、また

報告したいと思っています。 

  

  今年度理事・委員長の紹介 

年度計画発表① 

（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。） 

クラブ奉仕委員会 喜多 康裕 委員長  

社会奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長 

  

 

  

  

  

 

 

出席・資料管理委員会 須川 美和 委員長  

ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 川端 清 委員長 

  

  

 

  

  

  

 

健康委員会 浅利 美恵子 委員長 

会員増強委員会 ＰＣ 村田 研一 委員長  

 

～詳しくはホー

ムページをご覧

下さい～ 
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