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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２１日 第３０回）夜間通常例会                  担当：クラブ奉仕委員会 

第２９回（通算2４０９回）通常例会報告 

日時：2016年1月14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： 職業奉仕委員会 

進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 浅利 美恵子 委員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会 岡崎  進 委員 

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

 皆さん、こんにちは。本日の挨拶です

が、ロータリーの友12月号に掲載されて

いる内容を紹介します。100年を経過した

今も色あせることなく､我々が忘れさろう

としているロータリーの本質を首尾一貫し

て解いている書、1915年に刊行された

「ロータリー通解」という書（ガイ・ガン

ディカー著）があります。 

 本書はロータリークラブの目的として、

①会員個人の向上。②会員企業を理解と現

実において向上させること。③会員の属する職業全体の向上。④会

員の家、町、国、ならびに社会全体を向上させること、とありま

す。 

 ①は現在の「ロータリーの目的」が全てロータリアン個人を対象

に書かれているという事に、②は「ロータリーの目的」の主文に見

事に反映されています。会員個人個人の向上は、ロータリーの理想

の追求と実践の基盤であり、その手段として例会があり、例会にお

いて異なる職業を代表する会員と親睦を深める中で互いに切磋琢磨

し、職業人として自己を向上させなければなりません。例会はロー

タリーの原点であり、核心です｡出席率の高い会員こそロータリー

クラブの宝なのです。 

 ロータリアンは積極的に活動し、例会のプログラムは娯楽的なも

のより教育的、企業経営行事を優先させるべきであり、少なくとも

6週間に1回はロータリーに関する理解を深める事を目的にする例

会を持たねばなりません｡ロータリーにおける奉仕とは、奉仕すべ

き人と物を行動に結びつける心の状態をいいます。額に汗をしない

奉仕は無いといえますし、職業奉仕はロータリーの根幹をなすもの

会長挨拶（沼田 常好 会長) 
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第２７号 （通算22７８号） 

    ～１月は職業奉仕月間～  

であると再認識されます。また、最後に掲載されている「ロータ

リー倫理訓」は全てのロータリアンが一読し、肝に銘ずる教訓に

満ちていて、我々に高い職業倫理を持ち、寛大で、行動力のある

真の人間になるよう求めています。 

 最後に、こう書かれています｡この著書は決して時代遅れではあ

りません。ロ一タリーがその本来の輝きと魅力を失いつつある今

こそ、ロータリアン必読の書であると確信します。私も読む機会

を作りたいと思います。 

 終わりに今日は私の65歳の誕生日です。これで私も高齢者に仲

間入りしました。（笑）本日の例会、よろしくお願いします。  

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、千歳セントラルＲＣ、第7グループガバナー補

佐 坂井 治 様、第7グループＩＭ実行委員長 田口 廣 様、

ＩＭ副実行委員長 髙木 昌人 様、会長エレクト 関根 悟 

様です。  

第７グループガバナー補佐ご挨拶（坂井 治 様） 

  

 皆さん、こんにちは。今日は貴重な例会の

お時間をちょうだいし、IM（インターシティ

ミーティング：都市連合会）のPRの為、IM

実行委員会のメンバーと共にお邪魔させてい

ただきました。IMの内容に関しましては田口

実行委員長より後ほどご説明させていただき

ます。今日はガバナー補佐の仕事を一つだけ

させて下さい。 

 前回の千歳RC新年交礼会の時に藤川幹事

がお話ししてくださいました、「新入会員合

宿セミナー」が今月の30日、31日に開催されます。入会3年未満

の会員の皆さまには直接ご案内が行っている事と存じます。100

名程度の参加動員目標に対して現在77名しか集まっておりませ

ん。RI第2510地区ガバナー事務所より参加要請依頼がきておりま

す。日帰りでの参加も可能ですので、1月30日土曜日のみ参加が

可能な方がいらっしゃいましたら、是非ともご参加をお願い致し

ます。1月30日は15時開会です。弘前アップルRCの関場 慶博 

PGの講話でスタートし、グループ討議を行い、17時30分に一日

目が終了し、その後懇親会が開催される予定です。1月30日の15

時から17時30分の間、登別グランドホテルで開催されますの

で、ご参加をよろしくお願い申し上げます。 

千歳セントラルＲＣＩＭ実行委員長ご挨拶（田口 廣 様） 

  

 皆さま、こんにちは。IM実行委員長の田口

でございます。本日は坂井ガバナー補佐はじ

めIM副実行委員長の髙木さん、IM実行委員の

関根会長エレクトの4名でIMのPRにお邪魔致

しました。4月2日土曜日、ホテルグランテ

ラス千歳におきましてIMを開催致します。

ロータリアンがロータリーを学び、皆さんと

の素晴らしい出会い、そして有意義な時間を

過ごす場にしたいと思っております。 

 当日は基調講演として、神戸ご出身の原田 義之 様をお招きいた

します。原田 義之 様は現在、RI第3360地区北タイ・チェンライ

RCで活躍され、2013-14年には会長も経験されております。海

を渡って国際奉仕をされ、「輝く瞳に会いに行こう」という題目

で講演をいただきます。詳細につきましてはIM実行委員会事務局

より近日中にご案内させていただきます。千歳RC皆さま全員のご

登録、ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/01/6005d5c1eaf51f770037bccfdf037e141.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/01/DSCN9959.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/01/8c2bc8181fb353ab90a814c222277e6d1.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/01/7d1b5d6b6185870dabcea070872edf0c.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/01/46971910a42b20cefb008d1af53a5eb0.jpg


2 

 

 

出席率 

今回：62.0％（  1月14日＝36／58 実数） 

確定：85.7％（12月24日＝48／56､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

1．須川 美和 元会員 先日の新年会でお花をいただきありがとうございまし

た。2年間でしたが楽しくロータリー活動をさせていただきました。皆さ

ま、大変お世話になりました。2．春木 仁 会員 明けましておめでとうご

ざいます。本日は支店長会議で参加出来ません。今年もよろしくお願いしま

す。須川会員、さようなら。3．腰越 くり子 会員 1月7日の新年交礼会、司

会の小畑 副委員長、高橋委員お疲れ様でした。本日欠席ですいません。

佐々木 義朗 さん、ご入会おめでとうございます。4．小笠原 良 会員 1月7

日の新年交礼会で喜寿のお祝いをしていただきありがとうございました。

5．大西 信也 副会長 ①沼田会長、お誕生日おめでとうございます。②1月7

日の新年交礼会で年男の破魔矢をいただきました。嬉しかったです。③妻の

誕生日にお花をいただきありがとうございました。④佐々木 義朗さん、入

会おめでとうございます。6．長澤 邦雄 パスト会長 ①久し振りの例会出席

嬉しいです。②妻の誕生日にお花をいただきありがとうございました。7．

村田 研一 パスト会長 佐々木 義朗さん、千歳ＲＣへのご入会、おめでとう

ございます。8．五十嵐 宏 パスト会長 新年交礼会で沼田会長より喜寿のお

祝いでお花をいただきました。ありがとうございます。9．沼田 常好 会長 

①12日に伊勢神宮へ行ってきました。今年のお願いと千歳ＲＣの繁栄をお

願いしてきました。②本日の例会、よろしくお願いします。10．藤川 俊一 

幹事 ①1月7日の新年交礼会、親睦活動委員会の皆さま、お疲れ様でした。

②昨夜の雪で今年初の除雪出動となりました。3月まで安全に努めますので

よろしくお願いします。11．大澤 雅松 会員 根橋 聖治 会員、新年交礼会

でチュッパとビンチョスの意味を教えていただき、ありがとうございまし

た。佐々木 義朗さん、入会おめでとうございます。12．喜多 康裕 会員 私

は留守番ですが、妻と娘はディズニーランドへ行っています。きっと私の分

まで楽しんでいると思います。13．今野 良紀 副幹事 1月5日に47歳にし

て長女 美希が産まれました。14．福田 武男 パスト会長 今月は職業奉仕月

間ですが、「ガバナー月信」の特集において記事を担当しました。また、

「ロータリーの友」友愛の広場へも投稿記事を載せていただきました。

15．佐藤 秀雄 ＰＧ ①先日は喜寿のお祝いをありがとうございました。②

佐々木 義朗 さん、入会おめでとうございます。16．佐々木 義朗 会員 本日

より入会させていただきます。よろしくお願いします。17．千歳セントラ

ルＲＣ ①ＩＭへのご参加、よろしくお願いします。②佐々木 義朗さん、

入会おめでとうございます。 

本日のニコニコＢＯＸ  17名 72,000 円  

職業奉仕委員会卓話（菅原 正行 委員長） 

  

 職業奉仕委員会の菅原です。本日は担当例

会として「ロータリー倫理訓について」卓話

をさせていただきます。内容につきまして、

理解不足により説明内容に至らない点など

多々あるかと思いますが、ご容赦の程、よろ

しくお願い致します。  

 

 

 

～「ロータリー倫理訓について」～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はじめに、職業奉仕理念に関する内容を説明させていただきま

す。１９１１年ポートランド大会で、アーサー・フレデリック・

シェルドンにより「He profits most who serves best（最もよ

く奉仕する者、最も多く報われる）」・・・がモットーとして採

択されたことによってロータリーの職業奉仕理念が確定しまし

た。この事により、この理念を正しく理解し、活用していく運動

に変わっていきました。 

 職業奉仕理念が確定し、綱領が改正されたにも拘らずロータリ

アンによる互恵主義が一向に改善されない事に対する痛烈な批判

が、デュルース大会に参加した良識あるロータリアンの間から出

た事により、この理念を具体化するために、１９１３年のバッ

ファロー大会で特別な道徳律を作るためのアンケートを出しまし

た。この事は、RI会長でしたラッセル・F・グライナーがロータ

リー倫理訓の作成を提唱しました。 

 ロータリーの倫理訓について具体的な事項を募集するにあたり

アイオワ州シューシティー・クラブのロバート・ハント氏が中心

となり、全世界のロータリアンから募集をした所、数百にのぼる

提案が集まり、同じクラブ会員のパーキンスに役割を譲り、１９

１４年５００語に文章をまとめ上げ、ヒューストン大会に提出し

ました。さらに１年間全てのクラブで検討を重ね、１９１５年の

サンフランシスコ大会において、ほぼ原文そのまま採択され、

「ロータリー倫理訓」が誕生しました。このロータリー倫理訓

は、全分野の職業人を対象とするもので全てのロータリークラブ

は、職業倫理観を宣言する事を推奨されるようになりました。こ

のようにして「ロータリー倫理訓」が出来ました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 

沼田 常好 会長より  

 前年の藤本年度から引き継がれました、

千歳ＲＣの細則変更に関して先月24日の

例会後の理事会において方向性を大体決定

しました。その内容ですが、藤本年度の時

にはロータリー歴等加味して75歳という

数字を超えた場合に適用となっておりまし

たが、その75歳という数字だと会社を引

き継ぐ際など高過ぎるので、70歳に下げ

ては如何かという意見が出ました。そうい

う意見が出ましたので検討した結果、ロー

タリー歴など加味せず、あくまでも70歳になってから後継者をク

ラブ入れる際に適用するという形にしようと考えています。どち

らにせよ、もう少し詰めた後に臨時総会を開催します。その際皆

さんに、ご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

１．坂井ガバナー補佐をはじめ千歳セントラ

ルＲＣ役員の皆さま、ようこそお越し下さい

ました。 

 

２．本日の卓話は職業奉仕委員会が担当で

す。菅原委員長、よろしくお願いします。 

 

３．前回もお伝えしましたが、「新入会員合

宿セミナー」が1月30日・31日に登別グラ

ンドホテルにおきまして実施されます。入会

3年未満の新会員対象の合宿セミナーですが、参加希望の方が非常

に少ない状況ですので土曜日のみの参加でも受付されるとの事で

すので、再度お願いさせていただきます。 

新入会員入会式（紹介：パスト会長 村田 研一 委員長） 

佐々木 義朗 会員のご紹介  
 

昭和38年1月生まれ 満52歳 

丸駒温泉 株式会社  代表取締役 

職業No.18  温泉旅館 

配属委員会 親睦活動委員会 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ロータリー情報紹介（ＰＧ 佐藤 秀雄 委員） 

 皆さん、こんにちは。ロータリー情報を紹介

します。RCに入会し、1年目から3年目位まで

は、ロータリーの内容を分からずに例会に参加

していただいているだろうと思います。3年目

位から色々な役職について、ロータリーという

のは何かというものが少しずつ分ってきます。

RCは社会奉仕、国際奉仕、地域社会に奉仕す

る事が基本であります。日本のロータリアンは

伝統を重んじ、ポール・ハリスが唱えた職業奉

仕について一生懸命勉強し、例会に参加し、勇

気、友情、そして寛容の精神を養っていく。こういう事がロータ

リアンとして大切であろうと考えております。私はロータリアン

として37年になりますが、寛容とは何か、歳と共に分ってきまし

た。 

 1月28日の例会は、ＲＩ第2510地区職業奉仕委員長の福田 武

男 会員が、ガバナー月信1月号に執筆している職業奉仕につい

て、3分間コメントを行います。やはり基本は、皆さん方が奉仕の

理想を追求すると共に、友愛の精神を培う事と、寛容の精神をこ

の例会で学ぶ事がロータリアンの姿であろうと思っております。 
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