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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2日 第１回）通常例会                           担当： 三 役 

第５２回（通算２３80回）例会報告 

日時：2015年6月25日（木）18：3０～20：3０ 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：さよなら例会(千歳RAC合同) 

担当： 親睦、SAA、出席・資料管理委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 大澤 雅松 委員 

四つのテスト 出席・資料管理委員会 山中 正一 副委員長 

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プロパスクラブの

新会長 守田 勝栄 様と幹事長 南雲 公

夫 様、そして次年度、新規会員の千歳行

政事務代行社 村松  繁克 様です。 

 おばんでございます。一年間無事に開会

点鐘を鳴らす事が出来ました。あとは最後

の閉会点鐘を鳴らすのみです。改めまし

て、理事、委員長、そして会員の皆さまの

ご協力には感謝、感謝の気持ちで一杯で

す。ありがとうございます。そして、千歳

RACの皆さま方にも一年間、色々とお世話になりました。 

  また本日は、大変お忙しい中、千歳プロバスクラブの新会長 守

田 勝栄 様、幹事長 南雲 公夫 様にもご出席を賜り、心よりご歓

迎申し上げます。そしてまた、大変喜ばしいことに、7月1日より

新入会員3名の入会が決定しており、沼田年度もまた、新しい風と

共に、活発なクラブ活動が展開される事と思います。 

 今宵は、私の肩の荷もおり、今年度最後のさよなら例会であり

ますから、美味しいキリンビールをたっぷり飲んで、皆さまとと

もに大いに語り、楽しい例会にしたいと思います。最後になりま

すが、一年間、全ての諸事業にきめ細かく運営をして頂いた、五

十嵐 宏 副会長、五十嵐 桂一 幹事には大変お世話になりま

した。そして、１年間ご支援、ご協力頂きました、全ての皆さま

に心からの感謝を申し上げ、最後の挨拶と致します。ありがとう

ございました。    

 千歳ＲＣの皆さん、こんばんは。千歳ＲＡＣ

の 今年度会長を務めさせて頂いております北村

秀美です。先週の18日、千歳ＲＡＣの最終定例

会にお越し下さいましてありがとうございまし

た。皆さまのお蔭で1年を無事終了する事が出来

ました。これも千歳ＲＣの皆さまのお蔭だと

思っております。次年度は汪 可怩 会長が就任

し、新しい年度が始まります。千歳ＲＡＣ一同でサポートし、一歩一歩前

進して参りたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

  藤本会長、この1年間本当にご苦労様でございました。この1年間ＲＡ

Ｃを 支えて頂きまして本当にありがとうございました。次年度もよろし

くお願い致します。ありがとうございました。 

お客様の紹介(五十嵐 宏 副会長) 

会長挨拶(藤本 敏廣 会長) 

お客様ご挨拶 

幹事報告(五十嵐 桂一 幹事) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の元、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2日 

第1号 （通算2252号） 

    ～７月はロータリー親睦活動月間～  

千歳RAC会長挨拶(北村 秀美 会長) 

 

千歳プロバスクラブ 守田 勝栄 会長 

 皆さま、こんばんは。千歳プロパスクラ

ブの平成27年度会長になりました、守田 

勝栄 と申します。どうぞよろしくお願い致

します。 

  本日は千歳ＲＣの「さよなら例会」にお

招き頂きましてありがとうございます。千

歳プロパスクラブ は千歳ＲＣ様の全面的な

支援を受けまして、平成20年6月24日に誕生しました。全国では

101番目、道内では3番目のクラブであります。現在、会員は30

名でございます。 

  親睦と交流、研修と福利厚生活動、社会貢献活動を微力ではあ

りますが活発に行っております。特に最近は、少し洒落た活動も

行っておりまして、ギター、バイオリン、ピアノの鑑賞、山登りが

趣味の方の山登りの様子の写真などパワーポイントを使って活動報

告するなど、色々と工夫しております。千歳ＲＣさんは間もなく

50周年を迎えると思いますがその時は私達も10周年を迎えます。

その時までは、私たちもますます発展していくように頑張っていき

たいと思っております。今後ともご支援の程よろしくお願い致しま

す。本日は誠にありがとうございました。 

１．先週の理事会において、髙橋 都 会員から出

されておりました退会届を受理しました。退会日

は6月末日とさせて頂きます。 

２．年次活動報告並びに各委員会からの領収書の

提出はお済みでしょうか？何れも早急にご提出を

お願いします。予定では会計処理を7月上旬に済

ませ、中旬に監査を受けた後、7月30日の例会

において決算報告をさせて頂く予定です。ご協力をお願いします。 

  重ねて1年間の皆さまのご協力、有り難うございました。 

千歳RAC幹事報告(村山 はるか 副幹事) 

 千歳RACから幹事報告をさせて頂きます。

今月の6月27日・28日、RACの地区大会が函

館市で開催されます。当クラブから東野会員が

卒業式に参加します。来週の火曜日千歳セント

ラルＲＣの最終例会に参加させて頂きます。そ

れから次年度の活動として7月5日に恵庭ＲＣ

が出店しておりますサッポロビール北海道工場

のおんこ祭のお手伝いに千歳RACから何人か参加する予定です。 

 以上で幹事報告とさせて頂きます。 

委員会報告(次年度 藤川 俊一 幹事) 
 皆さま、こんばんは、次年度幹事の藤川で

す。来週からよろしくお願い致します。本日、

ポストの中にレジメを入れさせて頂きました。 

１、細則の改正についての記載がございます。 

細則変更については、次年度の方で早急にした

いと思っておりますのでよろしくお願い致しま

す。 

２、正会員の後継者の推薦について 

次年度、早々に正会員の後継者を考えている方がおりましたら早めに私、

藤川のところに報告して頂ければと思います。 
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※今年度のスライドショーがAKBの音楽をバックに約15分間流れました。 

 

親睦活動委員会による、余興の時間です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

※小畑委員の「勝手にしやがれ」 「三人娘?」による、キャンディーズ! 

 

※余興の最後はムーディー大澤による、「サラ

イ」で締めました。 

 

 

 

 

 

 

 懇親会の最後は恒例の「手に手」を全員が輪

になり大合唱し、今年度、最後の懇親会が終了

致しました。会員の皆さま、今年度１年間大変

お疲れ様でした。来月から、沼田年度がスター

ト致します。よろしくお願いします。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

 

出席率 

今回：76.8％（6月25日＝43／56 実数） 

確定：94.6％（6月11日＝53／56､うちMu2名） 

 司会者より「ロータリアンにとってはおなじみの儀式ではございますが、

例会時に行っております開会、閉会の際に点鐘を鳴らす木槌を現年度の藤

本会長から次年度の沼田会長に引き継ぎをする儀式を行います。」と新旧

三役の引き継ぎセレモニーである「撞木の儀」の説明がありました。 

 

 説明後、新旧会長・幹事の皆様がステージに登壇されました。 

 

 

 

 

 

 

    

※旧会長 と 新会長    「撞木」が 新年度へ引き継がれました。 

  

次年度 沼田 常好 会長 ご挨拶 

 来週から2015～16年度千歳RC会長を仰せつかりました沼田でござい

ます。どうぞよろしくお願いたします。次年度は役員を殆どやったことが

ない若い方々で固める事にしました。何故かと言いますと我々ロータリー

クラブには沢山の年齢層がいます。その中でこの若い人達が今、ロータ

リー活動が出来るのは諸先輩達が礎となり人を作って下さったからである

と思います。その上で若い人達がこれからのロータリーを作っていく、そ

ういう意味で来年度本当に出来るかどうかも分かりませんし、ミスもある

かもしれませんが皆さんで支えて頂きたく思っております。よろしくお願

い致します。 

 

 

 ※新旧交代の固い握手 

 

 

～詳しくはホームページをご覧ください～   

撞木（しゅもく）の儀 

ニコニコＢＯＸ 

１．南雲 州治 会員 千歳民報、特集記事トップに我が社が掲載されまし

た。２．腰越 くり子 会員 斉藤 えみ子委員長! 一年間ありがとうござ

いました。可愛がって頂き感謝♡ これからも仲良くして下さい。３．粟津 

義幸 会員 さよならRG会に参加させていただきました。ブービー賞頂き

ました。ありがとうございます。４．浅利 美恵子 会員 一年間元気で

ロータリーに参加しました。次年度も元気で参加します。５．藤井 雅一 

会員 次年度はSAAに戻ります。よろしくお願い致します。６．高橋 憲司 

会員 6月22日に千歳でも使える家庭用燃料電池のプレスリリースを行いま

した。発表は10月1日となります。どなたか千歳での第1号を設置しません

か？ ７．五十嵐 桂一 幹事 無事、さよなら例会を迎える事が出来まし

た。８．伊藤 一三 会員 先日の日曜日、登別温泉で同期会を行って来ま

した。南は九州の熊本から北は名寄までの40人程が集合し楽しかったです。

来年は沖縄の予定です。９．喜多 康裕 会員 今年度はありがとうござい

ました。次年度のロータリー活動頑張ります。１０．沼田 常好 会長エレ

クト 次年度、よろしくお願いします。１１．今村 静男 PC 久し振りの

例会です。１２．福田 武男 PC 本日のRG会のゴルフコンペで優勝、ベ

スグロ、ラッキー賞まで当たってしまいました。 

本日のニコニコ集計 １2名 35,000円  

懇親会の様子 

司会進行：親睦活動委員会 佐藤 晴一 委員  

 本年度、最後の親睦活動委員会の担当でご

ざいます。本日は皆様と共に本年度を振り返

り、また思い出を楽しく語りながら、例会を

進めたいと思います。その前に本年度3名の

方(佐々木 昭 PC、日向 祥一 会員、佐々

木 金治郎 PC）が他界されました。只今よ

り3人を偲び故人の思い出をスライドにしましたのでご覧になって

頂ければと思います。 

※左より  

故 佐々木 昭 PC (2014年12月8日ご逝去 享年74歳) 

故 日向 祥一 会員（2015年5月10日ご逝去 享年74歳)  

故 佐々木 金治郎 PC（2015年6月4日ご逝去 享年74歳) 
 

※故人を偲び、感謝をこめて佐藤 秀雄PGより献杯を捧げて頂き

ました。 

 

※福田 武男PCの乾杯のご発声で楽しい

「懇親会」が始まりました。 

 

 

 

 

 食事やお酒も進み、余興の時間となりま

したが、本日は千歳RACとの合同例会と

なっており、メンバーがステージに上がり

次年度役員と会員の皆さんの自己紹介があ

りました。 

 

 ※千歳RACの会員 

 

 次に、次年度、新入会員のご紹介もありまし

た。 

 

※千歳行政事務代行社 村松 繁克 会員 

第２０回理事会開催報告 

 6月18日の18時30分より、藤本年度の最終となる第20回理事

会が理事11名の参加でザ・ベルクラシックLienで開催されまし

た。今回の議題は（１）髙橋 都 会員からの退会届提出について 

の1件でした。 以下、上記議題に対して決まった事項です。 

 

（１）髙橋 都 会員からの退会届提出について 

 

 髙橋 都 会員から提出された退会届について、推薦者及び複数の

会員が慰留を試みましたが、本人の意思は固く、撤回の可能性が低

い事から、受理する事と決定しました。  

 

本理事会終了後の懇親会では、藤本会長より全理事に労いの言葉が

述べられた後、親睦を深めました。  
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