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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１４日 第２９回）通常例会                     担当：職業奉仕委員会 

第２８回（通算2４０８回）夜間移動例会報告 

日時：2016年1月7日（木）18：3０～20：30 

場所：ザ・ベルクラシックLien  

プログラム：新年交礼会千歳ＲＡＣ合同 

担当：親睦活動委員会、ＳＡＡ・プログラム委員会、青少

年奉仕・ローターアクト委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 浅利 美恵子 委員 

四つのテスト：今野 良紀 副幹事 

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

 新年明けましておめでとうございます。   

 2015-16年度の当クラブの運営等に対

しましてご支援ご協力をいただき、誠にあ

りがとうございました。早いもので今年度

も残すところ6ヶ月となりました。本日は

平成28年となり最初の例会です。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 本日は大変お忙しい中、千歳市副市長で

あります横田 隆一 様をはじめ各クラブの

皆さまのご出席をいただきました。誠にありがとうございました。

心より御礼申し上げます。 

 さて、昨年は千歳ＲＣと神戸南ＲＣとの友好クラブ締結10周年

を迎え、当市にお越しいただき交流を深めたところであります。更

に記念事業として千歳川沿いのグリーンベルトに桜の樹を植樹させ

ていただきました。昨年は降雪の為に実施が叶いませんでしたが、

故人となられました佐々木 昭さんの奥様よりハスカップの木を春

には千歳サケのふるさと館横に植え替える予定となっております。

その際には会員の皆さまのご協力をお願い致します。合わせて今年

も会員の皆さまにとって実のある例会をしていきたいと思いますの

でご出席の程、よろしくお願い致します。 

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１４日 

第２６号 （通算22７７号） 

    ～１月は職業奉仕月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

・千歳市副市長 横田 隆一 様 

・千歳商工会議所 会頭 瀧澤 順久 様（当

クラブ会員） 

・第７グループガバナー補佐 坂井 治 様 

・千歳セントラルRC 会長  尾本  眞二 

様、幹事 斉藤 博司 様 

・恵庭RC 会長 敦澤 君治 様、幹事 木村 

公幸 様 

・千歳LC 第一副会長 村田 昭夫 様、幹事 

難波 禎宏 様、会計 鈴木 善一 様 

・千歳中央LC 幹事 岡本 眞一郎 様、会計 高倉 博人 様 

・国際ソロプチミスト千歳 会長 石村 真由美 様 

・一般社団法人 千歳青年会議所 2016年度理事長 中山 千太朗 

様、2016年度専務理事 瀧  雄一 様 

・千歳プロバスクラブ 会長 守田 勝榮 様、幹事長 南雲 公夫 様 

・千歳ロータリークラブ 1月入会予定 林  俊樹 様（札幌信用金

庫千歳支店長）、4月入会予定 石崎  薫 様（北海道電力㈱千歳支

社長） 

お客様紹介（大西 信也 副会長） 

 先ほどお客様として、札幌信用金庫千歳支店長の林 俊樹さんが

紹介され、今月より入会していただく訳ですが、2年間一緒に活動

してきた前任の須川 美和さんが札幌本部へ転勤となります。女性

の会員が一人減るという事は大変残念でありますが、また札幌で

お会い出来ると思います。今後も元気に頑張って下さい。また、4

月には暫く席の空いておりました北海道電力㈱より千歳支社長の

石崎 薫さんが入会する事になりました。また、本日は欠席されて

おりますが本年度より丸駒温泉㈱の佐々木 金治郎パスト会長がお

亡くなりになった事から、息子さんの佐々木 義朗 さんが入会する

事になっています。千歳ＲＣもこれで59名となります。前年度の

藤本年度も一時的に59名までいきましたが、60名にはついに達

しませんでした。今後も会員増強に取り組んでいきたいと思いま

すのでご協力をお願いします。 

 平成28年は皆さまにとってどのような1年となるでしょうか。

今年の干支は申年（丙申）です。本年は幹に実が付き大きくなる

年、今までの努力が実になる年だそうです。そして波打つ年でも

あるそうです。本年が皆さまにとりまして幸多い年であり、健康

に過ごせますように、そしてご家族並びに皆さまの企業が繁栄さ

れますようお祈り申し上げまして年頭のご挨拶とさせていただき

ます。本年もよろしくお願い致します。 

千歳ＲＡＣ会長挨拶（汪 可怩 会長） 

 皆さん、こんばんは。新年明けましておめで

とうございます。今年もよろしくお願いしま

す。私は本日人生で初めて着物を着てきまし

た。階段の昇り降りには非常に緊張しまして無

事に例会場に来られて良かったです。（笑） 

 

 昨年はお世話になりましてありがとうござい

ました。今年度も残り半年ですが、私自身も千

歳ＲＡＣも更に頑張りたいと思います。会員増

強に関しましても今年度で3名が卒業する事になっている事から、

引き続き皆さまからのご紹介をお願いします。今年も千歳ＲＡＣへ

の叱咤、激励をよろしくお願いします。 

 以前、ご案内致しました、1月30日～31日

に実施されます、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再度お願いさせていただ

きます。  

   

千歳ＲＡＣ幹事報告（村山 はるか 幹事） 

 私からも一点です。今年の海外研修ですが、

1月22日より台湾に行く事になりました。当

クラブからは汪会長、北村さん、白木さん、広

岡さんが参加します。よろしくお願いします。  
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出席率 

今回：77.1％（  1月  7日＝44／57 実数） 

確定：89.4％（12月17日＝51／57､うちMu0名） 

千歳市副市長 横田 隆一 様 

 

 明けましておめでとうございます。副市

長を務めております横田でございます。今

日は山口市長が他の公務のため出席できず

申し訳ございません。山口市長より皆様に

はくれぐれも宜しくお伝えくださいと申し

付かって参りました。 

 沼田会長はじめ千歳RCの皆様におかれま

しては日頃から会の活動を通じまして、当

市の街づくりの様々な分野におきまして、

ご支援をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。皆

様方それぞれの事業活動によりまして、市の経済振興また街の発

展が図られております。こうした活発な活動に心から敬意を表す

るところでございます。先ほど会長からお話がございましたが、

グリーンベルトにおける桜の木の寄贈、また毎年のように時代を

担う青少年への奨学基金へのご寄附など、多大なるお力添えを頂

いておりますことに、この場をお借りまして厚くお礼申し上げま

す。 

 さて、街づくりの話をさせていただきますが、一昨年あたりか

ら昨年にかけて全国的に人口減少の問題が大きくクローズアップ

されてきています。当市におきましては、本年1月1日時点での人

口が95,895人で昨年の同じ時期に比べますと393人増えており

ます。一時は横ばい傾向で心配しましたが、今現在、増加傾向を

維持しております。人口は街の活力の源泉です。当市としまして

も、定住人口の増に向けて様々な取り組みをしているところであ

ります。例えば企業誘致をはじめ、自衛隊の体制強化、子育て支

援、教育の充実など様々な取り組みを進めているところでありま

す。 

 今年は新千歳空港開港90周年を迎えます。昨年12月末の数字

ですが、利用客がこれまでの最高となる2千万人、国際線では

200万人を超える見込みであり、大変な活況を呈しております。

また、昨年の夏にリニューアルオープンいたしました、道の駅、

千歳サケのふるさと館では、お陰様で、それぞれ40万人、25万

人というように多くの方々にご来場いただいております。これか

らも、支笏湖など優れた自然が千歳にありますので、こうしたこ

とを活用しながら千歳の観光振興、地域の活性化そして雇用人口

の拡大にも努めていきたいと思っております。 

 恒例となりました一年一字、山口市長から出発の「発」を既に

ご披露させていただいております。今年はこの千歳の魅了を発見

し、そして内外に発信をしていく、そしてそれが街の発展に繋

がっていく。このことを目標に人口9万7千人に向けて、更なる取

り組みを進めて参りたいと考えております。ロータリークラブの

崇高な精神、それに基づいて行う各種の活動。これにつきまして

は当市が進めております市民協働の街づくり、この原点にも通じ

るものだと思っております。これからも皆様方の街づくりへのご

支援、ご指導、ご協力を引き続き宜しくお願いしたいと思ってお

ります。千歳RCの今年の益々の発展、そして皆様方のご健勝ご活

躍、そしてご家族皆様共々、今年1年が幸多い年でありますようご

祈念申し上げて新春のご挨拶とさせていただきます。 

 

千歳商工会議所 会頭 瀧澤 順久 様（当クラブ会員） 

 

 新年明けましておめでとうございます。皆さ

まにおかれましては雪のない平穏な、また輝か

しい年を迎えられたことと心からお慶びを申し

上げる次第でございます。またこの新年会、こ

のように政・財界から多くの方々にお集まりい

ただきまして開催されますこと重ねてお慶びを

申し上げる次第でございます。 

 昨年は安倍政権がアベノミクスを発表いたし

まして二年目となります。今年は地方の隅々ま

で経済を活性化させるというお言葉をいただき

ました。東京商工リサーチの調べでは2015年の倒産件数は279

件であり、2014年に比べ7％減少したということであります。こ

れは東京商工リサーチが、1971年から調査を開始してから最小

の倒産件数だそうです。アベノミクスにより少しは経済効果が現

れてきたのではないかと思います。 

 今年3月には北海道新幹線が開業します。またオリンピックイ

ヤーであります。オリンピックの年は自国の選手が活躍しますと

心が高揚いたします。そのことによって人間の消費マインドも高

まるということでございます。今国会では、軽減税率の関連法

案、あるいは一億総活躍社会に関する法案が通過し、更に経済 

懇親会の様子（親睦活動委員会） 

新入会員入会式（紹介：沼田常好会長） 

吉本 修 会員のご紹介 

 

昭和30年10月生まれ 満60歳 

株式会社 吉本 代表取締役 

職業No.58  不動産賃貸 

配属委員会 出席・資料管理委員会  

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

来賓ご挨拶 
対策が進展します。そのことによって景気が良くなれば、来年は

また増税ということになりますが、我々経済界にとっては増税前

の駆け込み需要という大きな柱もございます。 

 今年は皆さんの目の前に宝船がたくさん浮かんでいくのではな

いかと思います。どうぞそれを企業の努力で勝ち取っていただき

たいと思います。皆様の企業の繁栄が千歳市の繁栄にもつながる

と思います。皆様のご多幸とご健勝を心からご祈念申し上げまし

て、新春のご挨拶とさせていただきます。 

 

ＲＩ第2510地区第7グループガバナー補佐 坂井 治 様 

 

 みなさん明けましておめでとうございま

す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。今年は申年。日光東照宮に「見ざ

る、言わざる、聞かざる」の3猿がおりま

す。人の欠点を見たり、悪く言ったり、聞

いたりしない方がいいよ、というお話しで

す。 

 私は今年度、ガバナー補佐の立場で近隣

の6つのロータリークラブのお世話役をさせ

ていただいております。各クラブを訪問さ

せていただいて、皆さんの活動をよく見て、よく聞いて、そして

他のクラブに「あのクラブはこんな良いことをやっていたよ」と

言って歩く役割を担っているのだと思っております。皆さんに上

手に他クラブ活動を伝える為、「言う、聞く、それから見る」、

それをきちんと残り半年間で行っていきたいと考えております。

昨年から今日まで、グループ内のクラブを18回訪問しました。あ

と残り何回訪問させていただけるか分かりませんが、昨年半年間

で色々勉強させていただいたことをフィードバックしていく、そ

ういう年にしたいと思っています。是非皆さんのご協力をよろし

くお願い申し上げて、新春のご挨拶とさせていただきます。 

進行：親睦活動委員会 小畑 彰 副委員長 

 

乾杯のご発声 佐藤 秀雄 パストガバナー 

 

 あけましておめでとうございます。イラ

ンとサウジアラビアが国交断絶、北朝鮮の

水爆実験と世界大戦の前夜なのかなという

感じを受けますけれども、我々ロータリー

は世界平和を追及する団体であります。勇

気、友情、ならびに寛容の精神を例会の場

で養うことが主たる目的であります。世界

が戦争に巻き込まれるようなことがないよ

うに、皆さんでお祈りしながら杯を上げた

いと思います。皆さんの益々の発展をご祈念申し上げて乾杯。 

 

※この後、2名のアーティストによる演奏、会員3名の喜寿のお祝

い、千歳神社のおみくじ販売→千歳市へ寄付、申年年男の紹介、参

加各クラブよりひと言、今例会で退会される須川会員よりひと言な

ど、内容盛り沢山の新年交礼会でした。 

 

 最後に集合写真を撮りました。本

年も千歳ＲＣを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～ 
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