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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7日 第40回）通常例会               担当：社会奉仕委員会、環境保全委員会 

第３9回（通算2４１9回）通常例会報告 

日時：2016年3月24日（木）12：30～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：通常例会 

担当： 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 藤井 雅一 副委員長 

四つのテスト:ロータリー情報・定款細則委員会 五十嵐 

宏 パスト会長 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様は、北海少年院院長 一柳 光司 様です。 

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4月7日 

第36号 （通算22８7号） 

    ～4月は母子の健康月間～ 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

お客様紹介(紹介 : 大 西 信也 副会長) 

 皆さん、こんにちは。本日は3点

ほどございます。 

⑴ 最初に4月１日から入会される北

海道電力㈱千歳支社長の石﨑 様、

どうぞよろしくお願い致します。 

⑵ 昨日開催の紺野冨士夫会員の送

別会に多数の会員の皆様にお越しい

ただきありがとうございました。 

⑶ 最後に本日、例会終了後、この

会場において第17回理事会を開きますので出席よろしくお願い致

します。 

 皆さんご苦労さまでござい

ます。本日は、北海少年院の

一柳先生には、大変お忙しい

中、お越しいただきありがと

うございます。 

 また、4月から入会される北

海道電力㈱千歳支社長の石﨑 

薫様に本日はお越しいただ

き、ありがとうございます。私も早いもので、本日の例会

が終了しますと、あと3カ月になり皆様のご協力のお陰だ

と思っております。ロータリアンは自らの仕事や活動を通

じ、地域において、社会奉仕をするものであります。 

 アルバート・アインシュタインはこのような質問を受け

たそうです。「なぜ私達は生きているのですか？」という

質問を受けました。アインシュタインはこのように答えた

そうです。「人の役に立つためです」この言葉は、ロータ

リーの社会奉仕に繋がる事であります。 

 そして、ここで皆さんにご報告がございます。2017年

から2018年度のガバナー補佐に当クラブから福田武男パ

スト会長が内諾されました。ここで、ご報告いたします。 

 また、3月は人事異動の時期であります。昨日、キリン

グループロジスティクス㈱北海道支社長の紺野冨士夫さん

の送別会が開かれまして、本日、北洋銀行千歳中央支店長

の春木 仁さんが本社資産運用推進部長にご栄転と発表され

ております。大変残念ではありますが、札幌に行ってもこ

のロータリーの繋がりを大切にしていただきたいと思いま

す。本日の例会、よろしくお願いいたします。 

新入会員入会式他 

◇石崎 薫 会員のご紹介 

 新入会員の 石﨑  薫 様の経歴等が藤川幹事より紹介され、その

後、沼田会長よりバッジの授与が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所属委員会の出席・資料管理委員会 齊藤 博徳 委員長とガッチ

リ握手です。 

◇石﨑  薫 会員よりひと言 

 皆さん、あらためましてこんにち

は。北海道電力㈱千歳支社の石﨑でご

ざいます。弊社におきましては3年前

になるでしょうか、一旦、千歳ＲＣを

退会した時期がありましたが3年ぶり

に入会させていただく機会を頂きまし

た。ありがとうございます。私は10

年程前になると思いますが、2510地

区の江差ＲＣに所属していた時期があ

り、大変深い交流をさせていただきました。そして本日、千歳ＲＣ

に入会させていただきまして、ロータリークラブとは大変、縁が深

いなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

◇退会予定者からの一言 

 人事異動の為、３月末をもって退

会される事になりました 北洋銀行千

歳中央支店長 春木 仁  会員よりひと

言いただきました。 

 

 こんにちは。先ほど、沼田会長か

らご紹介がありましたように4月1日

付けで、本部の資産運用推進部に異

動する事が決まりました。本日が3

月最後の例会という事でご挨拶させていただく機会をいただきまし

た。1年9カ月で例会に出席できない日もありましたが、会員皆様
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出席率 

今回: 67.2％（３月24日＝３9／58 実数） 

確定: 86.２％（３月10日＝50／58､うちMu1名） 

1．沼田 常好 会長 3月最後の例会です。よろしくお願いしま

す。一柳 光司院長先生、本日よろしくお願いします。(^o^)／2.瀧

澤 順久 会員 久々の例会出席ですが、ご飯をいただき途中退席

です。!(^^)!3.藤川 俊一 幹事 (1)昨夜の紺野さんの送別会に参

加いただきました会員の皆様ありがとうございました。親睦活動委

員会の佐藤晴一さんの司会も突然のお願いにもかかわらずありがと

うございました。(2)三男が無事に第一志望高校に合格しました。

ほっとしています。(^o^)／4.前田 浩志 会員 (1)北海少年院一

柳院長、本日はご多忙のところお越し頂きありがとうございまし

た。(2)火曜日のアクトボウリング大会で準優勝しました。恵庭RC

の秋山さんにはとてもかないません。(?_?)5.大西 信也 副会長 

石﨑 薫さんご入会おめでとうございます。ひなびたスナックでお

願いしてRCに入りたいと言っていたのが現実になりましたね。)

^o^(6.伊藤 正樹 会員 一昨日は、システムダウン(ANA)でご迷

惑とご心配をおかけして申し訳ありませんでした。<(_ _)>7.佐藤 

晴一 会員 先日、息子と娘の婚姻届にサインしてきました。1日

に2枚書くとは思ってもいませんでした。(?_?)8.佐々木 義朗 

会員 先日、家内の実家の沖縄に帰省しました。沖縄の両親共元気

でした。久しぶりのリフレッシュでした。(^O^)9.川端 清 PC 

またまた同じ日の避難訓練が千歳民報に2回目の写真が載りまし

た。(^o^)／10.春木 仁 会員 自分でもびっくりしているのです

が、4月1日付で異動になり本日が最後の例会になります。大変お

世話になりました。!(^^)!11.喜多 康裕 会員 4月から緑小学校

のPTA会長と市P連の役員を兼務することとなりました。増々忙し

くなりますが頑張ります。<(｀^´)>12.伊藤 一三 会員 春木さ

んご栄転おめでとうございます。SAA・プログラム委員会ありが

とうございます。)^o^(13.名川 誠 会員 家内の誕生日にかわい

いお花をありがとうございました。(*^。^*)14.南雲 州治 会員 

先週、妻の誕生日にお花を頂きました。ありがとうございます。

(*^^)v15.武石 忠俊 PC 駒そば亭の例会に感謝します。ヽ(^。

^)ノ16.福田 武男 PC 次々年度のガバナー補佐のご指名を頂き

ました。よろしくお願いします。(^o^)丿17.紺野 富士夫 会員 

昨日はお忙しい中、送別会ありがとうございました。皆さんの温か

いお心遣い沢山のお言葉をいただき感謝です。大澤さんのアカペラ

に感激しました。くじけたときは、腰越くり子さんの笑顔を思い出

して頑張ります。(^^)v 

年院として本当に感謝申し上げます。この講演で少年院とはどうい

うところなのか、どんな取り組みをしているのかについてご紹介さ

せていただきます。従来、刑務所、少年院といいますと塀の中に

あってあまり情報の発信はしないというイメージがあり、実際に以

前は広報についてあまり発信していなかったというのが現状であり

ました。しかし、現在では今までとは変わり、出来るだけ地域の

方々に、少年院はこのような事をしている、矯正施設ではこのよう

な事をしている。という事の情報発信をして行く形に変わって来て

います。今後とも、少年院の取り組みなどの情報について発信して

いきますので引き続きご支援、ご協力を賜れば幸いと存じます。今

後とも宜しくお願い申し上げます。 

※興味深い分かりやすいご内容の卓話となりました。 

※最後に沼田会長より本日の卓話に対する謝辞をいただきました。

一柳様、ご多忙の中、とても分かりやすい丁寧なご説明をいただき

誠に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。～ 

 

ニコニコＢＯＸ 

に親しく接していただき感謝を申し上げます。私のロータリーの

例会の中で一番印象に残っているのは、昨年の丸駒温泉での移動

例会に向かう途中、台風に見舞われ、車の運転中に大木が倒れて

道路が寸断されるなど生まれて初めて身の危険を感じた事を思い

出します。その後、集まった皆さんと宴を楽しんだ事を思い出し

ます。短い期間ではありましたが、お世話になりました。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。～ 

福田武男パスト会長ご挨拶 

◇福田 武男 パスト会長 現：地区職業奉仕委員会委員長 

 

 皆さんこんにちは。次々年度の

ガバナー補佐をやるという事にな

りました。本年度、地区の職業奉

仕をやっていますが、来年度も資

料の発信をするという事で地区の

職業奉仕をやる事になっていま

す。 

 

 ガバナー補佐になってしまいますと全ての役職から降りなさいと

いう決まりがありますので再来年という事では丁度良かったのかな

と思いますが、私にガバナー補佐で何ができるのかという事をこれ

からじっくり考えて行き、ガバナーの力になれればと思います。こ

れからも皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 斉藤えみこ委員長 

 4月7日、木曜日が早朝例会と

なっております。ANAクラウンプ

ラザホテル千歳前に7時までに集合

をお願いします。持ち物はゴミ拾

いなので火ばさみ等をご用意くだ

さい。ロータリー帽子の着用をお

願い致します。 

 また、4月11日、月曜日ですが

「春の全国交通安全週間」に伴い

まして、「セーフティーコール」を行います。場所は北ガスホール

前駐車場に１５時に集合をお願いします。この時もロータリーの帽

子の着用をお願い致します。後ほど事務局よりメール、ファックス

でご案内しますので日時の確認と多くの参加をお待ちしておりま

す。 

青少年奉仕・ローターアクト委員会卓話 

◇ゲスト講師紹介: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、こんにちは。講師の略

歴などをご紹介したいと思いま

す。本日の講師である北海少年院

長一柳 光司 様は、昭和33年3月に

奈良県でお生まれになり、昭和55

年に北海道大学教育学部をご卒業

されました。同9月には法務教官と

なられ、茨城県の水府（すいふ）

学院に勤務されました。その後、

平成20年沖縄女子学園長、平成21年には筑紫（ちくし）少女苑

長、平成23年には岡山少年院長、平成24年には愛知少年院長、平

成27年から現職を務めていらっしゃいます。本日の卓話では「明

日につなぐ」と題してご講演いただきます。一柳院長、よろしくお

願いします。 

◇ゲスト講師：北海少年院 院長 一柳 光司 様 

 

◇テーマ：「明日につなぐ」 

 只今、ご紹介いただきました一柳

でございます。本日の講演「明日に

つなぐ」というタイトルで資料に基

づきお話しをしていきたいと思いま

す。 

 いつも千歳ロータリークラブに

は様々なご支援を頂き、北海少

本日のニコニコＢＯＸ   16名   37,000 円  
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