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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 （９月17日 第１2回）通常例会                      担当：社会奉仕委員会 

第11回（通算2391回）夜間（神戸南RC来千）例会報告 

日時：2015年9月10日（木）18：3０～20：35 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：夜間例会（神戸南RC来千）  

担当： 親睦活動委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

※四つのテストは割愛 

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

 まず最初は、東京RCの浅野 一（はじめ）様です。浅野様はロータリー情

報委員長を務められ、太平洋セメント販売株式会社の社長で、当クラブの瀧

澤 順久 千歳商工会議所会頭の同級生です。 続きまして神戸南RCの皆さま

をご紹介いたします。～詳しくはホームページをご覧ください～ 

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９月17日 

第11号 （通算22６2号） 

    ～９月は基本的教育と識字率向上月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 皆さん、こんにちは。友好クラブの

神戸南RCの皆さん昨日よりようこそ千

歳市に来ていただきました。当初は台

風の18号の関係で来道できないのでは

と大変心配いたしましたが、皆様方の

普段の行いが良く、飛行機も順調に飛

んで定時で到着いたしました。予定通

り昨日は札幌ゴルフクラブ由仁コース

でゴルフを行い、今日はアイランドゴ

ルフリゾート御前水でゴルフを行い楽

しいひと時を過ごしました。ありがとうございました。また昨夜は支笏湖畔

のホテル「水の謌」でにこやかに楽しく過ごしました。本当にありがとうご

ざいます。  
 

 まず皆さま方にご報告をさせていただきます。 神戸南RCと千歳RCが友

好クラブのための協議を始めて10年目を迎えるということで 、今年と来年

にわたってお互いに5万円出して、千歳川沿いに桜を植樹することとしまし

た。河畔公園に「四つのテスト」の石碑があるのはご存じだと思いますが、

その裏に神戸南ロータリークラブのことも記載してもらうことも、この場で

皆様方にご報告させていただきます。  

 

 ついては、千歳市から感謝状を頂いております。「貴団体はかねてから公

園の整備などに深い関心をもたれ、このたびグリーンベルトに桜の木を植樹

するため寄付されましたことは緑の保全と緑化の推進に寄与することは誠に

大きなものがあります。よってここに深く感謝を申し上げます」。千歳市山

口幸太郎市長より頂いております。皆さんにご報告をさせていただきます。  

 

 最後に、黒田官兵衛という武将が言った言葉「天下に最も多きは人なり。

最も少なきも人なり」という言葉があります。これは地球に人はたくさんい

ますけれど、仲間は大変少ないですよ、出会った仲間は大事にしましょうと

いう意味だと思います。 

 

神戸南RC 会長挨拶（伊田 昌弘 会長) 
  皆さん、お晩でございます。神戸南

RCの32代目会長を務めます伊田と申

し ま す。よ ろ し く お 願 い し ま す。今

回、神戸南RCから17名でお邪魔させ

ていただきました。ひとり急用のため

早退しこの例会に16名参加させていた

だきました。昨日より千歳の皆さまに

は本当にお世話になりました。それと

また私どもの米谷 収パストガバナーが

千歳RCの佐藤秀雄パストガバナーに

「バヌアツの絵本」の件で無理なお願いをし、皆様より心温まるご支援を賜

りまして本当にありがとうございました。米谷パストガバナーよりくれぐれ

もよろしくお伝えくださいということでございました。本当にありがとうご

ざいました。  

 昨日も素晴らしいゴルフ場でゴルフをさせていただいて、その後は素晴ら

しい夜の宴、そしてまた素晴らしい例会にご招待いただきまして誠に有難う

ございました。このお返しは来年神戸の地で次年度会長と幹事がしっかりと

行いますので、よろしくお願いいたします。また次の年は千歳RC50周年と

いうことで50周年のお祝いに会長ノミニーがはせ参じますのでよろしくお

願い申しあけます。 

 我々の神戸南RCは本当に元気なクラブでございます。神戸の中でもラテ

ン系のクラブという表現をされており、聞いている我々は褒められていると

思っています。元気なクラブですので今後とも長くお付き合いをお願いいた

しましてご挨拶に代えさせて頂きます。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～ 

  皆さま、こんばんは。そして神戸南

RCの皆さま、そして本日お越しの東京

RCの浅野様ようこそお越しいただきま

した。先ほど当クラブ会長挨拶の中で

触れていただいた日程を無事にこの例

会までなんとかたどり着くことができ

まして、皆さまに感謝申し上げます。

この後例会終了後この会場にて懇親会

を行いましてそのあと千歳市内で二次

会も企画しておりますので、詳しい話

は親睦活動委員会からご案内があります。多くの方の参加をお願いいたしま

す。限られた時間でありますが、ロータリーの輪、友情の輪を温めて楽しい

ひと時をお過ごしいただければと思います。よろしくお願いいたします。   

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

神戸南RC 幹事報告（ 東 康泰 幹事） 

  はじめて千歳に訪問させて頂きまし

た。会員の皆様方の素晴らしいホスピ

タリティーに本当に心より感謝を申し

上げます。2日間どうもありがとうござ

いました。  

 神戸南RCと千歳RCが10年、20年、30年と、共に足どりを刻んでいく

ことを祈念いたしまして挨拶とさせて頂きます。今日はよろしくお願い申し

上げます。  

～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：59.6% (9月10日=34/57 実数)  

確定：79.3% (8月27日=46/58 ､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 
1.斎藤 えみこ 会員 神戸南ロータリークラブの皆様ようこそ、とても楽しい思いをさせ

て貰ってます。2.菅原 正行 会員 神戸南ロータリークラブの皆様ようこそ千歳へ！十分

楽しんでください。3.今村 静男 パスト会長  9月5日に京都の次男の所に初孫が生まれ

ました。（初の女の子です）4.瀧澤 順久 会員  大学時代の友人と例会に参加させていた

だき嬉しく思います。しかし、料亭のキャンセル料がかかりました。5.伊藤 一三 会員 

神戸南ロータリークラブの皆様ようこそ！本日の例会進行役です。下手でゴメンナサイ。

懇親会は多いに楽しんでください。6.喜多 康裕 会員  神戸南ロータリークラブの皆様よ

うこそいらっしゃいました。予選ラウンド、決勝ラウンドともにブービー賞の結果に納得

いきません。来年リベンジします。7.腰越 くり子 会員  神戸南ロータリークラブの皆

様、千歳ロータリークラブへようこそ！8.五十嵐 宏 パスト会長  10年間ありがとうご

ざいます。これからもよろしくお願いします。9.藤本 敏廣 直前会長  神戸南ロータリー

クラブの皆様、ようこそ千歳ロータリークラブへ。10.大西 信也 副会長  神戸南ロータ

リークラブの皆様、ようこそいらっしゃいました。11.沼田 常好 会長  神戸南ロータ

リークラブの皆様、ようこそ千歳へ。今後とも宜しく致します。12.神戸南RC 伊田 昌

弘 会長  美味しい井戸水、心で頂きました。13.神戸南RC 木田 豊貫 様  今回、大変

お世話になりました。これからもお互い楽しくやりましょう。14.神戸南RC 大西 浩二 

様  昨日、今日と天候に恵まれ楽しく過ごさせていただきました。来年、再会出来る事

を楽しみにしています。15.神戸南RC 山本 宏光 様  スコアはさておき、270ヤード

で入るという池にドライバーで入れました。  ありがとうございました。16.神戸南RC  

高取 宏行 様  昨日のコンペで優勝させて頂きました。グロスのスコアは恥ずかしくて言

えませんが一杯ハンデをいただきました。飛行機に乗り遅れそうになったのですが、間に

合って良かったです。ありがとうございました。17.神戸南RC 坂野 嘉則 様 昨日、準

優勝させていただきました。18.神戸南RC 須波 道弘 様 来年度、神戸でお待ち申し上

げます。19.神戸南RC 田村 晋三 様  斎藤えみこさん 、だましてゴメンナサイ。もう

次回は嘘をつきません。 

本日のニコニコＢＯＸ  19名 48,000 円  

懇親会の様子 
 腰越くり子 親睦活動委員長の挨拶の後、佐藤晴一 会員の進行で懇親会が

始まりました。 

料理の準備も整っており、神戸南RCの皆様に喜ばれる食材がご用意されて

おりました。この料理の他に、牛肉のステーキ、海鮮焼きのコーナーもあ

り、その場で調理された北海道の味覚を存分に楽しんでいただくための設え

は万全！ 。 五十嵐PCの発声により、いよいよ懇親会のスタートです！  

食事が進んだところで総勢33名が参加したゴルフコンペの表彰式が行われ

ました。個人の部の主な順位は以下の通りです。  

 

 優  勝：須浪 道弘    会員（神戸南RC）  

 準 優 勝 ：斉藤 えみこ 会員（千歳RC）  

 1       位：坂野   嘉則    会員（神戸南RC）  

 2       位：瀧澤 順久    会員（千歳RC）  

 3       位：今村 静男     PC（千歳RC）  

 

そして、気になる「団体戦」の結果は・・・。  

 

 クラブ団体戦勝利：千歳ロータリークラブ！  
千歳RCが見事に団体戦を制し、対戦成績を6

勝4敗とし、更にリードを広げた千歳RCです

が、来年はアウエーでの対抗戦となります

ね。表彰式の最後は個人戦の優勝・準優勝者

から一言いただきました。（コメントはホー

ムページをご覧ください）  

 

 

 

表彰式の後は、進行役の佐藤晴一会員がクジ（？）にて指名した8名の方々

のスピーチ。そして恒例により、両クラブの会長エレクトの方々からのご挨

拶がありました。 

 

最後に締めのご発生、乾杯、そして会場全体で輪を作って「手に手つない

で」を全員で合唱し、本懇親会は終了しました。  

来年の交流例会も両クラブのたくさんのご参加をよろしくお願いします。  

 

＜締めのご発声＞ 

神戸南RC 中谷 紀之 パスト会長  
＜締めの乾杯＞ 

千歳RC 佐藤 秀雄 パストガバナー   

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

ＲＩ第2510地区ローターアクトクラブ「第43回地区協議会」参加報告 

 9月5日（土）、ＲＩ第2510地区ローターア

クトクラブによる「第43回地区協議会」が北

ガス文化ホールで開催されました。千歳ＲＡＣ

のホストで行われた本協議会には地区役員6名

と地区内5ＲＡＣより31名のメンバー、地区Ｒ

ＣよりＲＩ第2510地区ガバナーエレクト 武部 

實 様をはじめ19名のご来賓と千歳ＲＡＣの共

同提唱ＲＣであります千歳ＲＣ、千歳セントラ

ルＲＣ、恵庭ＲＣ、そして札幌幌南ＲＣより60名のメンバーと札幌幌南Ｒ

ＡＣのＯＢ1名の117名の登録の中、開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※左より、進行の佐藤 あさみ 会員、実行委員長挨拶をする村山 はるか 幹

事、ホストクラブ会長挨拶をする汪 可怩 会長です。  

 

ご挨拶終了後、メインプログラムの開催となりました。 

  

講演1 講演テーマ「一度きりの人生 ～〇〇のために～」 

パスト地区代表、千歳ＲＡＣＯＢ 西村 英晃 様（恵庭Ｒ

Ｃ） 
 

 

講演2 講演テーマ「夢を描く新世代～その先～」 

ローターアクトジャパン 代表 小美野 義一 様（ＲＩ第

2580地区 東京池袋ＲＡＣ） 

 

 

 

◇懇親会の模様です◇  

懇親会では、来年の3月18日～21日に京都で開催される第28回全国ロー

ターアクト研修会及び第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議（ＡＰ

ＲＲＣ）のＰＲがアクトメンバーよりありました。  

 

（報告・記録 青少年奉仕・ローターアクト委員長 前田 浩志）  

 

 ～詳しくはホームページをご覧ください～ 


