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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  （4月28日 第43回）  通常例会              担当：健康委員会 

第４3回（通算2４２3回）夜間通常例会報告 

日時：201６年４月21日（木）18：30～２０：０0 

場所：ベルクラッシックリアン平安閣 

プログラム：夜間通常例会 

担当： 親睦活動委員会 

進行：   SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

四つのテスト 出席・資料管理委員会 林 俊樹 会員 

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

 皆さんお晩でございます。 

 例会場で集まるのは3月24日

以来です。私の任期は6月一杯で

すので、本日を入れてあと10回

の例会となりました。これまで

の間、ご協力に感謝するととも

に、これからの残るところの任

期を一生懸命務めてまいります。 

 先週の日曜日、千歳に安倍 晋三首相が来て私の町内会に

集まることになり準備をしておりましたが、中止となりま

した。 皆さんもご存じのように、「平成28年熊本地震」

が発生したことによります。 皆様、「平成28年熊本地

震」についてどう思いますか。私たちは千歳で住んでおり

ますが、いつ、どのような災害が起こるかわかりません。

私たちは、普段から個人としても備えをしていかなければ

ならないと思っております。思うに「東日本大震災」から

始まっておりますが、その頃の教訓を生かしていく義務を

我々は背負っていると思うわけであります、でありますか

ら我々ロータリークラブも災害についても議論をしていく

べきではないかとも思う次第です。 

 また今週の月曜日、赤十字の会議がございましたが、その段階で

赤十字の義援金を募ることになりました。それで東日本大震災の時

もロータリークラブとして義援金を集めております。来週の理事会

で義捐金について協議したいと思います。その後、皆様にご協力を

お願いすると思いますがよろしくお願い致します。 

 今日は皆さんと楽しい例会したいと思いますのでよろしくお願い

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 
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      ～4月は母子の健康月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 皆さん こんばんは 

１．今野徳幸様、ようこそ千歳ロータ

リークラブへこれからよろしくお願い

します。これから入会式を行います。 

２．４月１１日の春の全国交通安全運

動「セーフティコール」に参加してい

ただきまして有難うございました。 

３．４月１８日稲川環境保全委員長、川端清パスト会長のご協力を

戴きまして佐々木農園様よりハスカップの木を３本頂き道の駅に植

樹してきました。5月12日の移動例会で、お披露目いたします。 

次年度幹事報告（今野良紀次年度幹事） 

こんばんは 

本日の例会終了後、次年度理事会を行い

ますので、よろしくお願いします。 

新入会員入会式 

 新入会員の今野 徳幸 会員の経歴等が紹介者の瀧澤順久会長ノ

ミニーから紹介され、その後、沼田会長よりバッジの授与が行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所属委員会のSAA・プログラム委員会 伊藤一三 委員長とガッ

チリ握手です。 

 ◇今野徳幸会員よりご挨拶 

 皆さんこんばんは。この度の異動で4月

1日より北洋銀行 千歳中央支店に着任い

たしました紺野でございます。どうぞよろ

しくお願い致します。 

私はロータリークラブとは縁がございま

す。前任の稚内でもロータリアンとして迎

え入れて下さいました。最初に銀行に入っ

たのが昭和61年でして北洋銀行美幌支店でございました。入ると

当時の支店長にローターアクトがあるので、入りなさいと勧められ

入りました。そこでは、交通事故防止のための標語を作ったり、美

幌峠のゴミ拾い等の活動しておりました。その中で妻がおりまし

て、結婚致しました。そういうことでもうしますと、ロータリーク

ラブには感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

 千歳は2回目の勤務でございます。趣味につきましては、ゴルフ

はどうですか？と聞かれるのですが、あまりうまくありません。趣

味は、渓流釣りで、千歳で覚えました。 

それから、この会場でまだ、ご挨拶をしない方もいるかと思います

が、後程ご挨拶させていただきます。転勤族でありますので、いつ

かは異動になるかというこどもありますが、在任中は皆様と仲良く

やっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

委員会報告 

青少年奉仕・ローターアクト委員会  

前田 浩志 委員長 

 

皆さん、こんばんは。 

今日は2点報告があります。まず1点目

ですが、来週26日のアクト定例会に現

在の所、会員10名が参加していただけ
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出席率 

今回：62.1%  (４月21日 36/58 実数) 

確定：94.7% (  4月7日 54/57 うちMu0名) 

ＲＩ第2510地区第7グループＩＭ参加報告 

  2016年4月2日（土）14：00からホテルグランテラス千歳

にてRI2510地区第7グループ2015-16年度の第28回インター

シティミーティング（ＩＭ＝都市連合会）が千歳セントラルＲＣ

のホストで開催されました。 

 今年のテーマは『輝く瞳に会いに行こう』となっており、この

度開催のＩＭでは国際ロータリーRI3360地区（タイ北部）チェ

ンライRC直前会長、NPO法人タイ国学生日本語教育環境支援プ

ロジェクト理事 田原義之氏より基調講演が行われ、その後、懇

親会などが行われました。 

※ 開会宣言をする田口廣IM実行委員長（中央）と来賓・クラブ紹

介をする第7グループ坂井治ガバナー補佐（右）です。 

 

 

 

 

 

 

 

※来賓挨拶をするRI第2510地区ガバナー嵯峨義輝様（左）と基

調講演の講師原田義之様（右）です。 

    基調講演ではロータリアンとして8年間、アカ族の子供達に識

字向上支援を行った様子を話していただきました。 

また、懇親会では、席はクジを引いて自席を決めるというもの

で、1つのテーブルにて色々なRC会員が混在し親睦を深める趣旨

となりました。 

（取材 クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会 クラブ会報・広報・雑誌・IC委員会） 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

る事になっております。本定例会には地区のアクト副委員長の川本

さんが来場され、ガバナーメッセージがアクトメンバーへ伝達され

る予定です。出欠の締め切りは明日までとなっていますので、参加

希望の方がいましたら、本例会終了までに私の方へお伝え下さい。 

  次に、来月のアクト定例会は5月29日（日）の昼より北ガス文

化ホールにて国際フードパーティーを開催したいとアクト側より伺

いました。残念ながら私は国際大会参加の為、出席が叶わないので

すが、汪 可怩会長より予算的に非常に厳しいと相談を受けており

ます。今後の当クラブの例会に汪会長が「コニコニＢＯＸ」を持参

し、来られるかもしれませんので、その際は温かいご支援のほどよ

ろしくお願いします。本事業の詳細は追ってご連絡いたします。 

RG会表彰式と懇親会の様子 

 シャムロック カントリークラブで本年度5

回目の ＲＧゴルフ大会が行われました。出席

者数は18名でした。その表彰式の様子です。 

司会は五十嵐 桂一 RG会幹事です。 

 

 

最初はニアピン賞の発表です。 

 

3番ホール 村田 研一 パスト会長 

7番ホール 三上 会員 

12番ホール 村田 研一 パスト会長 

17番ホール 腰越 くり子 会員 

受賞された方、おめでとうございました。 

 

ニアピン賞の村田パスト会長です。 

 

続いて、順位の発表です。 

優勝 南雲 州治 会員、第2位 今村 靜男 パスト会長 

第3位 末廣 孝 パスト会長  、第4位 五十嵐 桂一 会員 

第5位 三上 洋 会員、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3位の末廣パスト会長と三上 洋 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

武石 忠俊 パスト会長と喜多 康裕 会員 

皆さん、ゴルフが趣味なんて素敵です。さらにRG会を盛り上げて

ください！ 

※ちなみに賞金はニコニコboxに寄付されていました。流石！

ロータリアン！以上で表彰式が終わりました。 

 

 ※ 会員からのスピーチ 

 

 親睦活動委員会から、無作為に？会員を選び、６つの題材が

入っている箱の中から当たった題材を90秒くらいに要約して発表

させ、日頃と違う会員の魅力を伝えよ

うとするなんとも興味深い発表会？が

行われました。 

大澤 雅松 会員 私の夜の生活 

村田 研一 パスト会長 私の夜の生活 

喜多 康弘 会員 私の大失敗 

根橋 聖治 会員 私の好きな人 

小畑 彰 会員 私の大失敗 

山中 正一  会員 わたしの秘密、大西 エレクト 夜の生活でし

た。写真は何やら趣向を凝らす大澤会員です。 

最後に、真面目な夜の生活を語った大西エレ

クトが会を閉め、散会しました。 

そして、夜の街に繰り出したかは定かではあ

りません。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

本日のニコニコＢＯＸ  10名 14,000円  

ニコニコＢＯＸ 
1、沼田 常好 会長 ①北洋銀行 千歳中央支店 今野支店長の入会を歓

迎致します。よろしくお願いします2.4月11日の春の交通安全運動週刊 

「セーフティコール」の参加ありがとうございます。皆さん安全運転です

よ。③本日の例会よろしくお願いします。 

2.、腰越 くり子 会員 本日の例会は親睦活動委員会担当です。よろしく

お願いします。今年初の RG会お疲れ様でした。この後、表彰式をさせて

いただきます 

3.、 佐々木 義朗 会員 2年かけて開発された支笏湖名物ヒメマスの魚

醤が4月17日から発売されました。一本1500円です。ぜひこの機会に！ 

4、 石崎 薫 会員  熊本、大分の災害復旧を願い（当社からも18名が

現地で作業中）電気は20日、19時10分に全復旧となりました  

5. 大澤 雅松 会員 4月14日62歳の誕生日にお祝いしていただき、清

水町を歩き回っているうちに記憶をなくして朝に気が付くと新しいネクタ

イとハンカチがポケットに入っていました 

6. 前田 浩志会員 ダイエット成功しました。明日の健康診断が楽しみ

です。7.  木村 聡志 会員 体調が戻ってやっと例会に出れるようになり

ました。またよろしくお願いします。 

8、大西信也副会長 18日バスト会長会議が無事終わりました  

9.、伊藤 一二三 会員  先日、大阪に出張で行ったついでに四国は香川

県高松市に行きました。久しぶりに娘に会ってきました。元気にしていた

ので安心しました  

10、今野 良紀 会員  皆様に自分の結婚パーティーのご案内をさせてい

ただきました。早くも返信を下さいました皆様ありがとうございます。ま

だ返事をしていない会員は出席に〇をして早めにご返事をいただけたら幸

いです 
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