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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 （10月4日 第１4回）    ＲＩ第2510地区 地区大会                           担当：三役 

第13回（通算2393回）通常例会 ガバナー公式訪問報告 

日時：2015年9月24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 ガバナー公式訪問 

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： SAA・プログラム委員会 紺野 富士夫 委員   

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

  

本日のお客様をご紹介致します。ＲＩ第2510地区ガバ

ナーの嵯峨 義輝 様、地区幹事の長田 正文 様、地区幹事

の中村 良臣様、第7グループガバナー補佐の坂井 治 様

です。  

※左より、2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 様（岩見沢

RC）、地区幹事 長田 正文 様（岩見沢東RC）、地区幹

事 中村 良臣 様（栗沢RC）、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。  

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10月4日 

第13号 （通算22６4号） 

    ～10月は経済と地域社会の発展月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 本日は2510地区 嵯峨 義輝 ガバナー

（岩見沢RC）をお迎えして午前10時より嵯

峨義輝ガバナー、長田 正文地区幹事（岩見沢

東RC）、中村 良臣地区幹事（栗沢RC）、坂

井 治 第７グループ ガバナー補佐（千歳セン

トラルRC）を交えて「会長、幹事会」、「ク

ラブ協議会」、本例会へご出席の皆様、長時

間に亘りご苦労さまです。そしてありがとうございます。 

さて、先週、安保法が成立しました。この国会の最大の焦点は安全

保障関連法の成立でした｡ 

 この安全保障関連法をめぐり、世論調査ではこの法制は必要が53

パーセントを超え、しかし今国会での採決は望ましくないが、70

パーセントを超えています。 

 この責任は与党、野党ともに責任があると思います。まず、「限

定的であっても集団的自衛権行使を容認する法律は憲法違反」と批

判する法律学者が多くいる事は残念です。なぜなら、日本国憲法で

現世界情勢を見るにあたり、憲法では日本の国、国益、国民を守る

事は残念ながら出来ないと思います。日本の国を守る為の安全保障

の法整備と憲法第９条との憲法学者との議論は平行線で交わること

が無いのがこの数十年の議論でした。 

この交わる事のない議論を野党は「憲法違反」という議論を持ち出

し「国民の理解が広がっていないから採決に応じない」というので

は、私たちの国の間接的民主主義という議会制民主政治は成り立た

ないと思います。また、それにより、国会議員に課せられた責任が

与党、野党共に重い事を考えていただきたいと思います。 

国民から選ばれた国会議員が国民を代表して、安全保障環境に関す

る現状認識を踏まえて「国民の安全や生命、財産を守る為に何をす

べきか」ということに議論を深める事が、あるべき国会の姿である

 １、嵯峨 義輝 ガバナー、地区幹事 長田 正文 

様（岩見沢東RC）、地区幹事 中村 良臣 様（栗

沢RC）、第7グループガバナー補佐 坂井 治 様

（千歳セントラルRC）ようこそ千歳RCへいらっ

しゃいました。 

２、「会長、幹事会」「クラブ協議会」出席の皆

様、ご苦労様でした。 

３．本日、16時から「秋の全国交通安全運動 セーフティーコー

ル」が行なわれます。多くの参加よろしくお願いします。 

４．10月のプログラムです。 

・10月4日の第2510地区大会参加者のための交通手段は、7時

15分集合7時30分出発となっております。交通手段等に変更があ

る会員は、私の方にご連絡ください。 

・10月8日の丸駒温泉での夜間移動例会は例会後、会員に御案内

文書を送りますので、出来るだけ早い回答をお願いします。また、

今回の夜間移動例会での宿泊宿泊料は5,000円と格安でご提供い

ただけることになっておりますので、多くの会員に御利用いただけ

ればと思います。 

・10月15日は通常例会です。 

・10月22日は秋季休会です。例会会場にいらしても開いておりま 

せんのでご注意ください。 

・10月29日は、早朝移動例会で分収造林「ロータリーの森林」の

下草刈りを行います。 

以上、本日はよろしくお願いします。 

２５１０地区ガバナー挨拶（ 嵯峨 義輝ガバナー ） 

  皆さん、こんにちは。岩見沢RCから今年の7

月1日よりガバナーを拝命しております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

   このクラブに来るのに非常に緊張しながら参

りました。ロータリーのことを本当にわからな

い中を先輩ガバナーとして佐藤パストガバナー

にご指導いただきました。また地区に職業奉仕

委員長として福田 武男さんという素晴らしい方にご出向いただい

ております。地区の理論的支柱であります塚原さんと双璧をなすよ

うな理論家であります。 

  沼田会長から「千歳RCはどんどん若返っているよ！女性会員も

増えているよ！」というお話をいただいております。 

千歳ロータリークラブはこれからさらに大きくなっていくのだろう

な、という思いを持ちながら「会長、幹事会」、「クラブ協議会」

を過ごさせていただきました。心からお礼を申し上げながら開会に

当たっての挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございま

した。。～詳しくはホームページをご覧ください～ 

と思います。政府にも、説明不足の所はあるかと思います｡政府与

党はそのような国民にとって大切な法案であったがゆえに､細かい

活動を行いながら説明して理解してもらう努力が必要であったと考

えます。終わりに、この法律により自衛隊の任務は増えますしリス

クも増えます。 リスクを最小限度に抑える努カが必要であり、そ

して自衛官の身分保障や待遇についても議論を重ねていただきたい

と思います。国民の一人として見守って行きたいと思います。以

上、本日の例会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～ 
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出席率 

今回：70.2% (9月24日=40/57 実数)  

確定：82.5% (9月10日=47/57 ､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 
1．岩見沢RC 嵯峨 義輝 ガバナー 様。2．千歳セントラルRC 坂井 治 

ガバナー補佐 様。3．沼田 常好 会長 嵯峨ガバナー、ようこそ千歳RC

へ。よろしくお願いいたします。4．大西 信也 副会長 嵯峨ガバナー、よ

うこそいらっしゃいました。5．福田 武男 PC 嵯峨ガバナーをお迎えし

ての例会です。よろしくお願いいたします。6．佐藤 秀雄 Pガバナー 嵯

峨ガバナー、公式訪問ありがとうございました。7．藤川 俊一 幹事 嵯峨

ガバナー、坂井ガバナー補佐、長田地区幹事、中村地区幹事、千歳RCへよ

うこそ。例会よろしくお願いいたします。8．腰越 くり子 会員 本日、委

員会報告させていただきました。よろしくお願いいたします。9．佐藤 晴一 

会員 先日、シニアサッカー全道大会で優勝！。来年全国に行ってケリまく

ります。10．高橋 憲司 会員 先週末の18日（金）、千歳オフィスアルカ

ディアにて「低炭素社会および分散型電源社会の構築」という題目で講演を

行い、千歳民報さんに載せていただきました！。11．大澤 雅松 会員 妻

の誕生日（9月2日）に花束頂きました。ありがとうございます。12．稲川 

和伸 会員 妻の誕生日にお花をありがとうございました。13．木村 聡史 

会員 9月初め、妻のBirthdayでお花を頂きました。ありがとうございまし

た。14．村田 研一 PC 女房に素敵なお花、ありがとうございました。 

本日のニコニコＢＯＸ  14名 29,000 円  

２５１０地区ガバナー卓話（ 嵯峨 義輝ガバナー ） 

 

本日、千歳ＲＣへの公式訪問が44クラブ目の公式訪問

となり、卓話をさせていただきたいと思います。 

第１、「ポリオ撲滅について」 

皆さん、ご案内のようにロータリークラブは「ポリオ撲

滅」に邁進いたしておりますが、今年度のＲＩ国際ロー

タリー理事会におきましてロータリーの第1目標、これ

は「ポリオ撲滅」ということで決議されております。 

国際ロータリーは、1985年はロータリー創立80周年にあたっており周年

の事業として「ポリオプラス計画」をたてました。ロータリーが世界中から

ポリオという難病を撲滅しようと民間団体として初めて医療保険関係で取り

上げた事業であります。そのために全世界のロータリアンに寄付を要請し3

年後2億5000万ドル集まりました。これを受けてＲＩはこれを基金にしな

がらロータリーだけでなくＷＨＯとユニセフとＣＤＣ（全米疾病センター）

の世界的な3つの団体に声掛けこの4つの機関・団体がポリオ撲滅に向かっ

て活動してきておりました。この1988年には125ヶ国でポリオウィルスが

蔓延して毎年35万人以上がポリオにかかっていたのです。 

昨年、我々ガバナーエレクトの前にユニセフのインド副所長だった方からお

話を聞きました。インドはポリオ撲滅に一番困難だといわれていた国であり

ますが、5年前にポリオを撲滅いたしました。ポリオフリーになったので

す。そのインドの責任者だった方が今日本のユニセフの所長になっておりま

す。その方は日本人です。父親がロータリアンたったと言っておりました。

報告のなかでその方は「ロータリーがＷＨＯとユニセフとＣＤＣに声をかけ

ていただいたおかげで世界中の子供たちの1,300万人が未来が開け光が当た

りました。ロータリーの皆さんありがとうございます。」と深々に頭を下げ

ておられました。 

我々ロータリアンは、財団寄付を集めるのに苦労しているクラブが多いで

す。私も委員長に頼まれて義務だなと思いながら100ドルの頃は1万円を出

しておりましたが、寄付をすることで世界中1,300万人の子供達を我々は

救ってきているのです。我々はこのような良いことするため、1,300万人の

子供達を救うためにこの寄付をしてきました。 

我々ロータリーがポリオをここまでしてきたと、我々の事業は素晴らしいも

のだと胸を張って市民の皆さんたちにまたロータリアン同士が誇りを持って

大きく前に進もうでありませんか！今言った125ヶ国に蔓延していて35万

人がかかっていたこのポリオ、今年の9月1日のデーターでは2ヶ国まで減り

ました。去年まではナイジェリア、アフガニスタン、パキスタンなど難しい

3ヶ国と言われていました。ナイジェリアは去年の7月から今まで1例も出て

おりません。これでアフリカ大陸はきれいにポリオフリーになりました。

今、アフガニスタンで9例、パキスタンで39例です。35万人かかっていた

ポリオが、去年では500とか800とか3桁になっているのですが、今年はな

んとか1桁、そしてもう目の前でポリオを撲滅可能なところまできていま

す。是非とも我々ロータリアンの力で子供たちにポリオの無い世の中をプレ

ゼントしようじゃありませんか！ロータリアンは子供達に約束しています。

「君たちの将来、君たちの世の中にはポリオの無い世の中をロータリーはプ

レゼントする。」是非ともポリオフリーに向けて我々ロータリアン、胸を

張って前に進もうじゃありませんか！ 

第２、「職業奉仕について」 

皆さん、「奉仕・サービス」をどのように受け取られますか。職業奉仕、社

会奉仕、クラブ奉仕などの前段であるロータリーの目的「意義ある事業の基

礎として奉仕の理想を推奨し、これを育むことにある。」とあります。私は

まったくロータリーの例会に出もしない会員でありました。いつ辞めようか

と退会届を書いたことがあるくらい不勉強なメンバーでした。ですからガバ

ナーノミニーになった時、なにも分らなかったのです。まずはこの「奉仕」

が分かりませんでした。ガバナーノミニーになりまして、我が地区の理論的

支柱だといわれている塚原房樹ＰＧ（札幌東ＲＣ）に聞きました。「奉仕と

は親身になるということなんだよ。職業奉仕とは親身になって自分の仕事を

することなんだよ。青少年奉仕とは親身になって青少年に奉仕することなん

だよ。」という風に教えていただきました。元ＲＩ会長の田中作治さん（埼

玉・八潮ＲＣ）に「田中元会長、奉仕とは何ですか？」「嵯峨君それはね、

奉仕とは人の役に立つということなんだよ、それがロータリーにおける奉仕

だよ」「それじゃ、職業奉仕とは？」「それは有償の奉仕、自分の仕事をし

ながらお金をもらって人のために行うこと、これがロータリーにおける奉仕

だよ」と田中 作治さんにそのように教えていただきました。そんな中であ

委員会報告 
◆親睦活動委員会 腰越 くり子 委員長  

10月8日の丸駒温泉における夜間移動例会ですが、例年恒

例として行われておりました「歩こうか会」は今年中止と

いうことで健康委員会と親睦活動委員会では湖上から陸を

眺める「支笏湖クルージング」を企画しました。費用は一

人1,500円となっております。集合場所、時間等は案内文

書の中に盛り込み皆様に送ります。たくさんの皆様の参加

をお待ちしております。 

◆社会奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長  

こんにちは 本日16時から「秋の全国交通安全運動 セー

フティコール」が行なわれます。北ガスホール前駐車場に

集合して下さい。例会ではありませんが、メイクアップ扱

いにもなりますので、多くの参加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～ 

る先輩が、「松下 幸之助さんが日本で一番ロータリーについて、自分の生

き方、それから自分の仕事のなかでのロータリーの理念を非常によく生か

していた人だよ」という話をしてくれました。 

松下 幸之助さんが「道を開く」という本を書いていますが。奉仕というこ

とについてこのように書いてあります。「サービスする心、与えられるの

がこの世の道理である即ち自分の持っているものを他に与えることによっ

てそれにふさわしいものを他から受けるのである。これによって世の中は

成り立っている。だから多く受けたいと思えば多く与えればいいのであっ

て充分に与えもしないで多く受けたいと思うのが虫のいい考えというもの

でこんな人ばかりだと世の中は繁栄しない。与えるというのは分り易く言

えばサービスするということである。自分の持っているもので世の中に精

一杯サービスすることであ

る。頭のいい人は頭で、力の

ある人は力で、腕のいい人は

腕で、優しい人は優しさで、

そして学者は学問、商人は商

売・・そのあとも続くのです

が、何 と な く 松 下 さ ん は 奉

仕・サービスというものをこ

のようにとられていたのかな

思いました。 

 

～詳しくはホームページをご

覧ください～ 

9月24日のガバナー公式訪問例会前にＡＮＡクラウン

プラザホテル千歳にて、嵯峨 義輝 ガバナー（岩見沢Ｒ

Ｃ）、長田 正文 地区幹事（岩見沢東ＲＣ）、中村 良臣 

地区幹事（栗沢ＲＣ）、坂井 治 第7グループ ガバナー

補佐（千歳セントラルＲＣ）をお迎えして、10時より

「会長幹事会」、11時より「クラブ協議会」が開催さ

れました。 

今回の「クラブ協議会」では当クラブの各委員長より委

員会方針や7月からの活動報告が発表されました。各委

員長からの報告発表後、嵯峨ガバナーより活動内容別に

様々なご意見やご要望をいただきました。今後のクラブ

運営に役立てたいと思います。～詳しくはホームページをご覧ください～ 

「会長、幹事会」「クラブ協議会」開催報告 

「秋の全国交通安全運動セーフティコール」参加報告 

9月24日（木）16時00分から17時00分にか

けて道道早来千歳線のＡＮＡクラウンプラザホ

テル千歳及びイオン千歳店前にて秋の全国交通

安全運動「セーフティコール」が行われ、参加

しました。この運動は、千歳市が秋の全国交通

安全運動【９月２１日から９月３０日】の一環として関係機関・

団体が参加して行われたもので、当クラブも『地域の社会奉仕活

動』実践として今年は19名が参加しました。北ガス文化ホール

（千歳市民文化センター）駐車場で出発式が行われその後、道々

早来千歳線のＡＮＡクラウンプラザホテル千歳～イオン千歳店前

に移し、ドライバーに安全運転を呼びかけました。 
～詳しくはホームページをご覧ください～ 
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