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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 （1月7日 第２8回）夜間移動例会（新年交礼会）      担当：親睦活動、SAA・プログラム、青少年奉仕・ローターアクト委員会 

第２6回（通算2４０6回）通常例会報告 

日時：2015年12月24日（木）12：3０～13：06 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳  

プログラム：通常例会（年次総会：３６分例会） 

担当： 三 役 

進行：SAA・プログラム委員会 紺野 富士夫 委員 

企業ＰＲ： 大澤 雅松 会員（千歳民報社 代表） 

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 春木 仁委員 

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

  

先般のクリスマス家族会には多くの

会員はじめ、家族の皆様に参加をい

ただき開催することができました。

有難うございました。 

  

早いもので私が会長になって半年が

過ぎました。会員の皆様のご協力に

感謝申し上げます。 

 

本日の例会は、「年次総会」であります。いわゆる「３６

分例会」であります。 

会長ノミニーのご承認、大西会長エレクトより、次年度の

理事の報告をいただき、承認について皆様に審議いただき

たいと思います。 

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 

2016年１月7日 

第25号 （通算22７6号） 

      ～１月は職業奉仕月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

委員会報告 

 1. 山中 正一 会員のお母様が

12月12日にお亡くなりになりま

した。家族葬で執り行われました

ので会員の皆様への連絡は控えて

おりました。本日の例会で、当会

からご香典をお渡し、改めてお悔

やみ申し上げます。 

  

2. 先週のクリスマス家族会お疲

れ様でした。大変楽しく盛り上

がった会になりました。親睦活動委員会の皆様には大変お

世話になりました。有難うございました。 

  

3. 1月30日、31日の2日間、入会3年未満の会員を対象

にした「新会員合宿セミナー」を登別グランドホテルで行

います。再度、該当会員の皆様にお伝えいたします。有意

義なセミナーですので該当する会員の多くのご参加をお願

いします。  

4. 本日、例会終了後に第13回理事会をこの場で開催いた

します。理事の皆様の出席をお願いします。 

親睦活動委員会  

腰越 くり子 委員長 

 皆さん、こんにちは。先週のク

リスマス家族会には沢山の景品の

ご提供をしていただき本当にあり

がとうございました。 

 また早くから会場に来て準備し

て下さいました親睦活動委員会の

皆さん、初司会の小畑副委員長、

高橋委員、また斉藤えみこ会員、

藤井 雅一会員、本当にありがとうございました。 

 来月7日の新年交礼会はザ・ベルクラシックLienでの開

催となっておりますのでお間違いの無いようにお越し下さ

い。 

ロータリー情報紹介 

ロータリー情報・定款細則委員会  

 

パスト会長 川端 清 委員長 

  

 本日は私事が多少入っておりま

すがご容赦下さい。実は私、以前

から行ってみたかった石川県小松

市に本年行って参りました。小松

は私の父が出生した所でございま

す。私たちが宿泊した所に小松

ロータリークラブがあることを知り、現会長はじめ、クラ

ブの基本方針で興味深いことについてご紹介します。 

◆小松ロータリークラブ本年度会長 上杉 豊明 氏のご紹介 

上杉会長はお坊さんです。浄土真宗のお東かお西かは分か

りませんが、親鸞聖人のお話が入っておりましたのでどち

らかだと思われます。基本方針をご紹介します。以下、 

小 松 ロー タ リー クラ ブ（komatsu-rc.jp/komatsu_rc/

aisatu.html）より抜粋 

永平寺の開山である道元禅師は、日本民族の類い希なる勤

勉性を、好心（うちこむ心）老心 (親切な心) 大心（与え

る心）の三つの言葉であらわしています。 

「ありがたい」「もったいない」「おかげさま」の心情

は、実は古来より日本人が受け継いで来た勤勉性が産みだ

したものです。翻ってそれは、労働に対する心構え、即ち

職業人としてのあるべき姿勢が常に問われていることに他

なりません。 

小松市には航空自衛隊基地があります。また、農機具の発

祥の地で大きな工場が沢山あります。そして今年10月に

創立60周年を迎えております。このクラブでも危機的な

状況から脱却しますという目標を掲げて会員増強に力を入

れているようです。 
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出席率 

今回：71.4% (12月24日 40/56 実数) 

確定：75.4%(12月10日 43/57 うちMu０名) 

進行：進行：議長  

沼田 常好 会長 

 

先ほど出席率の報告がありまし

た。56名中40名の出席という

事で年次総会成立を宣言致しま

す。 

それでは、千歳ＲＣ細則第4条

第1節に基づき、「年次総会」

を開催します。まずはクラブ細

則第2条第1節に基づき、選考委員会の委員長より次々年度

会長（会長ノミニー）を選考結果について報告いただきま

す。それでは村田 研一 委員長よろしくお願いします。 

 

会長ノミニー指名委員会 パス

ト会長 村田 研一 委員長 

 

皆さん、こんにちは。過日ザ・

ベルクラシックLienにおきまし

て次々年度千歳ＲＣの会長に全

員一致を持ちまして瀧澤 順久 会

員を選考させていただきまし

た。後日その旨を瀧澤会員にお

話しまして本人より承諾をいた

だく事も出来ましたのでご報告します。どうかご審議の

程、よろしくお願いします。 

 

沼田議長：それでは、指名されました瀧澤 順久 会長ノミ

ニーについて審議を取りたいと思います。承認される方は

拍手にて賛意を示して下さい。 

（大きな拍手）満場一致で承認されました。それでは瀧澤

会長ノミニーよりご挨拶頂きます。 

 

ご挨拶 瀧澤 順久 会長ノミ

ニー（2017-18年度会長） 

 

  皆さん、こんにちは。㈱山三ふ

じや 代表の瀧澤です。皆さんよ

りご推挙いただきまして身の引

き締まる思いです。この歴史あ

る千歳ロータリークラブの会長

として、しっかり1年間歩んで参

りたいと思っています。創立50

周年という節目の年度の会長を仰せつかっております。今

までこのロータリークラブを支え、歴史を刻んでいただき

ました先輩諸氏の思いをしっかり受け止め、そして50年と

いう事で新たなロータリーを進めていきたいと考えており

ますので皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いします。

なお、当該年度の幹事と致しましては喜多 康裕 会員を指

名させていただきます。一生懸命頑張ります。よろしくお

願いします。 

 

沼田議長：引き続き、クラブ細則第2条第1節により、大西 

信也 会長エレクトより次年度役員・理事の発表をお願いい

たします。 

 

※大西会長エレクトより2016-

17年度の新役員が発表されまし

た。役員は以下の通りです。 

 

（敬称略） 

会長：大西 信也、副会長：齊藤 

博徳、幹事：今野 良紀、直前会

長：沼田 常好、会長エレクト：

瀧澤 順久、会計・副幹事：喜多 

康裕、クラブ奉仕委員長：五十

嵐 宏、ＳＡＡ・プログラム委員長：藤井 雅一 

職業奉仕委員長：斉藤 えみこ、社会奉仕委員長：牟田 裕

一、国際奉仕委員長：村上 倫行 

以上のメンバーで頑張っていきます。ご承認をよろしくお

願いします。 

 

沼田議長：大西会長エレクト、ありがとうございました。

それでは指名された理事について審議します。承認される

方は拍手をお願いします。 

 

満場一致で承認されました。 

 

年次総会議事 

 ニコニコＢＯＸ 

 

本日の発表の前に腰越 くり子 委員長よりクリスマス家族会での

BINGOカードの売り上げとニコニコＢＯＸの報告がありました。 

 

BINGOカード 84,000円、ニコニコＢＯＸ 43,000円  

計127,000円でした。ありがとうございました。 

 

１．沼田 常好 会長  ①クリスマス会、皆さんのご出席、ご協力あ

りがとうございました。②今年度半年間ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。(^_^)/ 

２．阿部 正信 会員 先日は息子の結婚披露宴に多くの方のご出席

をいただきましてありがとうございました。無事終える事が出来ま

した。お礼申し上げます。(^^♪ 

３．喜多 康裕 会員 親睦活動委員会の皆さん、先週のクリスマス

家族会お疲れ様でした。BINGOの際ニコニコＢＯＸの事をすっか

り忘れていましたので本日少し多めに入れさせていただきます。

(=^・^=) 

４．大澤 雅松 会員 千歳民報と博品館トイパーク千歳アウトレッ

トモール・レラ店がコラボするトイ・アワードに是非行ってみて下

さい。＼(-o-)／ 

５．木村 聡史 会員 先週のクリスマス例会、ご苦労様でした。余

興の中で踊らせていただきお恥ずかしい姿をお見せしました。

（ギャラ下さい。（笑））(^_^)/ 

６．前田 浩志 会員 青少年奉仕・ローターアクト委員会今年もお

世話になりました。来年もよろしくお願いします。!(^^)! 

７．浅利 美恵子 会員 前回のクリスマス家族会の役割を無事終え、

半年間元気にロータリー活動に参加しました。沼田年度残り半年、

元気に頑張ります。(^^)v 

８．腰越 くり子 会員 先日のクリスマス家族会は皆さまのご協力に

より無事に終了しました。ありがとうございます。反省点も沢山あ

りましたが今後の例会に役立てて頑張ります。メリークリスマス！

(~o~) 

９．今野 良紀 会員 先日12月8日で47歳になりました。顔は50

代、態度は60代と言われます。次年度幹事ですので若々しく研鑽

致します。 (=^・^=) 

10．瀧澤 順久 会員 千歳を代表する「千歳恋物語」がカラオケ

配信されました。千歳民報さんに大きく掲載され嬉しく思います。

(^^♪ 

11．五十嵐 桂一 会員 娘の大学入学が決まり、南雲会員のお蔭で

住む所も決まりました。ありがとうございました。!(^^)! 

12．武石 忠俊 パスト会長 1年分のニコニコです。（*^_^*） 

13．藤川 俊一 幹事 先週のクリスマス家族会、お疲れ様でし

た。今年は本日の例会で終了です。来年もよろしくお願いしま

す。!(^^)! 

本日のニコニコＢＯＸ 13名 46,000円 

12月17日のニコニコＢＯＸ 

 

BINGOカードの売り上げ   84,000円 

ニコニコＢＯＸ        43,000円 

合 計            127,000円 
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