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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  （5月12日 第46回）  早朝移動例会              担当：環境保全委員会 

第44回（通算2４２4回）通常例会報告 

日時：201６年４月28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： 健康委員会 

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 木村 聡史 会員 

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

 本日は、例会場のANA クラウン

プラザホテル千歳で行なっておりま

す。やはり落ち着きますね。 

 

「平成28年熊本地震」は、49名の

死者を出し、多くの家屋、重要文化

財などが倒壊し、大きな被害が出ま

した。東日本大震災から5年が経ち

ますが、地震多発国の日本に住む私

たちは、これから災害を身近なものとして対策を考えていくべき

と思います。 

  

 2011年3月11日に東日本大震災で大きな被害を受けた、当

時、常磐炭鉱で有名な炭鉱城下町で常磐ハワイアンセンター（現

スパリゾートハワイアンズ）で再生された、常磐興産の相談役 

斎藤一彦さんが、“「計画」は悲観的に、「実行」は楽観的に対

応する。”という名言を残しています。 

 

 災害後も「何としても社員の雇用は守る」として給与を2割カッ

トしたが、社員の首は切らず、手弁当で全国にフラガールのキャ

ンペーンを行い、社員をリゾートホテルに派遣してサービス部門

の勉強に専念させるなど、社員全員が奮闘・努力をして多くの地

元や全国の人たちの支援により、営業再開にこぎつけました。 

 斉藤氏は「人が一番大事だと痛感しています。人は頑張れるん

です。そして危機管理は「計画」は最悪状況を想定し、悲観的

に、一方で「実行」は楽観的に対応したほうがいい。など、災害

で自分自身が勉強させられたところです。」と語っています。こ

の言葉を忘れず、災害に対する備えを知るべきと考えます。 

本日の例会よろしくお願いします。 

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5月12日 

第40号 （通算2291号） 

      ～5月は青少年奉仕月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 １、先週の夜間例会に疲れ様でした。本

日の例会、改めてよろしくお願い致します 

２、地区より「熊本県等地震災害義援金」

のお願いが来ております。斉藤 えみこ 社

会奉仕委員長にテーブルを回ってもらいま

すので、できましたら一会員1000円以上

の寄付をお願い致します。 

３、千歳同夢会様より「航空自衛隊千歳選

手激励会」のご案内がきております。当クラブの浅沼会員が会長

をなさっております。また事務局は事務局長は、五十嵐 桂一会員

さんの息子さんが担当しております。例会中に私が各テーブルを

回りますのでご購入をお願いします。 

４、来週の例会は休会です。次の例会は5月12日の早朝例会は、

サケのふるさと千歳水族館横で「ハスカップの木の植樹」です。 

５、本日の例会終了後、当会場で理事会を開催致します。理事の

皆様は出席をお願い致します。 

６、5月21日の春祭りに参加致します。改めてご連絡は致します

が、12時より桜を見ながら、おいしいキリンビールと焼肉を食べ

たいと思いますので、多くの皆様の参加をお待ちしております。

以上です。 

委員会報告 

◆環境保全委員会  稲川 和則 委員長 

 

環境保全委員会から連絡とお願いです。先ほ

ど、幹事からもお話がありましたが、５月１２

日の早朝移動例会は「ハスカップの木の植樹」

でございます。サケのふるさと千歳水族館横で

の作業ということになります。先日、藤川幹事

と川端パスト会長との3人で、作業は終わって

おりますので、当日はお披露目という形になると思いますので、皆

様のご参加の方よろしくお願い致します。以上です。 

◆RG会会長 藤本敏廣 パスト会長 

 先日の4月21日、今年初めてのRG会のゴル

フコンペを開催したところ18名の参加がござ

いました。本当にありがとうございます。私も

練習の成果が出ましてスコアで100を切りま

した。これからも一層精進していきたいと思い

ます。また5月については、19日にちとせイ

ンターゴルフクラブにおいて今年2回目の RG

会ゴルフコンペを開催致しますので、ぜひ多くの皆様の参加をよろ

しくお願い致します。 6月については本年度最後の RG会でござ

いますので、色々企画して参りたいと思っていますので参加の方を

予定しておいて下さい。よろしくお願い致します。 

◆社会奉仕委員会 斉藤えみこ 委員長 

社会奉仕委員会からお願いでございます。先

程、藤 川 幹 事 か ら 報 告 が あ り ま し た が、

2510地区からの要請で、｢平成28年熊本地

震｣の義捐金の要請があります。後程皆様の

テーブルを回りますので、温かいご支援よろ

しくお願い致します。義捐金4万円となりまし

た。ありがとうございました 

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様は、看護小規模多機能型居宅介護複合型サー

ビス「豊里」より、代表取締役 大川 聖一 様（左上）

総合施設長 後藤 貴子 様（右上）のお二人で本日の部

外講師卓話をいただきます。 
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出席率 

今回：67.8%  (４月28日 40/59 実数) 

確定：49.1% (  4月11日 28/57 うちMu0名) 

健康委員会卓話 

◇ゲスト講師紹介:健康委員会   

浅利 美恵子  委員長 

それでは大川聖一社長の紹介をさせていただき

ます。 

大川社長は、千歳市出身で、10年間のサラリー

マン生活を経験し、その後、日本福祉学院福祉

学科を卒業後、介護の道に進まれ平成15年5月

に千歳市東雲町に訪問介護サービスの会社を設立し、平成26年4

月より豊里にて新規事業である看護小規模多機能型居宅介護複合

サービス「豊里」を開設されました。 

小規模多機能型居宅介護複合サービスは北海道では、数ヶ所しか

なく、千歳市では初めてのサービス事業をされております。 

今回は、「千歳市の高齢者福祉の現状と問題点」と題しまして、

今、千歳市が直面している介護現場でのお話をしていただきたい

と思います。よろしくお願い致します。 

◇ゲスト講師：看護小規模多機能型居宅介護

複合型サービス「豊里」代表取締役  

大川 聖一 様 

 

◇「千歳市の高齢者福祉の現状と問題点」 

 

皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かり

ました大川と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

本日は、千歳市の高齢者福祉の現状と問題点につきまして、お話

をさせていただきますが、その話はあくまでも福祉の現場から見

た実体験の話ということで理解していただければ幸いです。 

※興味深い非常に分かりやすいご内容の卓話となりました。以

下、ご説明いただきましたポイントを記載します。 

まず、千歳市が抱える高齢化福祉の現状と問題

点について下記のスライドにより説明いただき

ました。 

 

 

 

日本の人口は減小に向かっており少子化が進み高齢化は進んでい

くということが予想されております。次に千歳市の人口の状況に

ついて説明されました。 

（スライドをクリックしてご覧ください） 

 

次に千歳市の高齢者施設の現況について説明されました。 

（スライドをクリックしてご覧ください） 

次に千歳市の在宅介護の現況について説明されました。 

（スライドをクイックしてご覧ください） 

 

看護小規模多機能型居宅介護 複合型サービ

ス「豊里」について 

 

総合施設長 後藤 貴子 様 

※最後に沼田会長より本日の卓話に対する

講師への謝辞がありました。大川様、後藤

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～ 

本日のニコニコＢＯＸ  13名 19,000円  

ニコニコＢＯＸ 

 

1．沼田 常好 会長 4月の最後の例会です。よろしくお願いします。  

2．今村 静雄 パスト会長 先日の RG会で11打も叩いたのに準優勝しま

した。 3．牟田 裕一  会員  大川さん本日は千歳RCにようこそ、その

まま入会して下さい。 4.  阿部 正信 会員 久しぶりの昼の例会出席で

す。よろしくお願いします。5. 榊原 潤 会員  ケアサポート・エーブ

ル の大川社長とスタッフの方、本日はお忙しい中、ゲスト卓話を引き受け

いただきありがとうございます。  

6. 今野 良紀 会員 長女が100日を無事迎えました。  

7.  平間 和弘 会員 妻の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。  

8.浅利 美恵子 会員  母の誕生日にお花をありがとうございます。本日

の卓話、大川社長、後藤総合施設長ありがとうございます。  

9. 腰越 くり子 会員  先週の例会後の二次会で当店をご利用いただき

ありがとうございました。また沢山のニコニコもありがとうございます。

10.伊藤 正樹 会員  妻の誕生日にお花を送っていただきありがとうご

ざいます。  

11.三上 洋 会員  久しぶりの例会と楽しいゴルフありがとうございま

した。 RG会でニアピン＆バーディを取りました。また、インフルエンザが

はやっておりますので皆様気をつけて下さい。  

12、喜多 康裕さん ウッドがよければアイアンがダメ、アイアンがよけれ

ばウッドがダメ「喜多さんはすぐ上手になるよ」と皆様に言われ続けて早2

年が経ちました。 

13. 大澤 雅松 会 員 ①先週21日の例会で、ひょんなことから佐々木

金治郎パスト会長の生前の講話（千歳圏人会勉強会）冒頭部分を紹介させて

いただきました。②熊本地震の義援金は千歳民報でも受け付けています。       

ロータリー情報紹介 
◇ロータリー情報・定款細則委員会   

川端 清 委員長 （パスト会長） 

簡単にお話しさせていただきます。このたびの

熊本地震については、千歳においても他人事で

はありません。 

「ロータリーの友」３月号に人は自然災害とど

う向き合うか」が書いてあります。内容は「時

には厳しい自然の力が私たちの生活に襲いかかる」、「人間のいな

い所に自然災害はない」、「自助・共助・公助 自然災害に備える

三つの「助」」を見出しとして載っておりますので会員の皆様にお

かれましては目を通しておいてください。以上です。 

第17回理事会開催報告 
平成28年3月24日（木）13時30分よりANAクラウンプラザホテ

ル千歳例会場において、第17回理事会が開催され理事10名が出席

しました。今回の審議事項は次の2点です。 

4月プログラム、ハスカップの木の植樹について 

⑴ 4月のプログラムについて下記の通りです。 
４月７日 早朝例会（清掃：千歳駅⇔ホテル間） 

担当：社会奉仕委員会/環境保全委員会 

４月１１日 社会参加 セーフティーコール【14日振替】 

担当：社会奉仕委員会 

４月２１日  夜間通常例会（リアン）  担当：親睦活動委員会 

４月２８日  通常例会           担当：健康委員会 

理事会終了後  《理事会》 

追加として5月を記します。 

５月５ 日   繁忙休会（ＧＷ） 

５月１２日 早朝例会（桜の下草刈り）をハスカップの木の植樹に

変更する。担当：環境保全委員会  
（記事：藤川 俊一 幹事） 
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