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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  （6月2日 第49回）  早朝移動例会              担当：環境保全委員会 

第48回（通算2４２8回）通常例会報告 

日時：201６年５月26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(次年度活動方針） 

担当： 三役 

進行：  SAA・プログラム委員会 齊藤 えみこ 委員長 

 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 

 本日は5月最後の例会です。早いもので

昨年の７月より伝統ある千歳ロータリー

クラブの大きな船の舵取りをさせていた

だき11ヵ月が過ぎようとしています。 

 私はいろいろな活動をしていますが、

この1年は言葉の大切さを感じる１年であ

りました。このような言葉があります。 

 「やまと歌は、人の心を糧として、万（よろず）の言の

葉とぞなれりける」 

 これは日本に限らず、歌、あるいは小説などは、「あら

ゆる詩は人の心を糧にしているもの。」「人と人との間で

交わされるあらゆる文章や会話も人の心から発しているも

の。」「言葉は人の心から生まれるもの。」で、一つ一つ

の言葉を大切にしていきたい。そして受け取るときも、大

事にしていきたい。という意味が込められている言葉、詩

です。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6月2日 

第43号 （通算2294号） 

      ～６月はロータリー親睦活動月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 1． 先週土曜日の春祭りは天候にも恵まれ

ビールも美味しかったと思います。お疲れ様で

した。 

 

2．今年度の活動報告を6月9日までに事務局に

提出してください。 

◇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。皆さんのお手元にご

案内させていただきましたが、以前よりアナ

ウンスさせていただいておりました、千歳Ｒ

ＡＣ主催の「国際フードパーティー」が今月

29日の13時30分より北ガス文化ホールで開催されます。本日は

その登録・ご支援のお願いとして、アクトメンバー3名が来てくだ

さいました。厳しい予算内で運営をしておりますので、日曜日の

何かとお忙しい中かと存じますが、是非、多くの登録とご支援を

お願いします。それでは、会長エレクトの吉岡 毅 会員より本事業

のＰＲをさせていただきます。 

 

◇「国際フードパーティー」事業ＰＲ 千歳

ＲＡＣ会長エレクト  吉岡 毅 様 

 

 皆さん、こんにちは。千歳ＲＡＣの吉岡で

す。次年度で3回目の会長をやらせていただ

きます。この度、貴重な例会の時間をいただ

きまして、5月29日、千歳ＲＡＣの「国際フードパーティー」の

事業ＰＲをさせていただきます。この「国際フードパーティー」

は台湾5名、香港2名、マレーシア4名、アメリカ2名、中国1名、

スウェーデン1名の日本人以外の18歳～30歳の方々をお呼びし

て、料理を通じて異国の文化を学ぼうという企画です。 

 また、皆さんのお知り合いで18歳～30歳の若者がいらっしゃ

いましたら是非、紹介いただければと思います。千歳ＲＡＣはこ

こ2カ月で4名の会員増強に成功し、15名となりました。です

が、今年3名の卒業生と2名の退会者が出る見込みで次年度は10

名のスタートとなりますので、何とか会員数20名を目標に活動し

ていきたいと思っています。本日、来ております田名網君は現

在、千歳科学技術大学4年生で、学校祭の実行委員長などもやられ

た経験があり、大学卒業後は観光関係のお仕事を千歳でやってい

きたいと言っております。 

 それではこの後、各テーブルを回らせていただきますのでご支

援をよろしくお願いします。 

 ※委員会報告の後、アクトメンバーが各テーブルを回り、ご支

援をお願いしました。その後、前田委員長から登録の結果につい

てアナウンスがありました。 

 

◇前田 浩志 委員長より 

皆さま、ありがとうございました。皆さまの暖かいご支援のお蔭

で35名の登録35,000円が集まりました。このお金は当日の食材

費や講師の交通費として有効に使わせていただきます。なお、当

日、お時間のある方は、是非各国の料理を食べるまたとない機会

となりますので、どうかご参加ください。 

この度は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、千歳ローターアクトク

ラ ブ よ り 会 長 エ レ ク ト  吉 岡  毅  様

（左）、会計 白木 郁江 様（中央）、千歳

科学技術大学よりアクトに入会されまし

た、田名網 孝介 様（現在、4年在学中）

（左）です。 

3．来週の早朝例会のご案内は本日fax、メールで事務局から発信

します。また、この後の委員会報告で稲川環境保全委員長から説明

があります。 

4．例会終了後、理事会を開催しますので理事の方お集まりくださ

い。 

委員会報告 

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053024-e1464867237708.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053030-e1464867423670.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053011-e1464867448622.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053027-e1464867401682.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/dc053029-e1464867639651.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/dc053032-e1464868614949.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053035-e1464869520824.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/dc053036.jpg


2 

 

 

出席率 

今回：61.0%  (5月26日 36/59 実数) 

確定：86.4% (  4月28日 48/58 うちMu0名) 

ニコニコＢＯＸ 

 

１．南雲 州治 会員 4月のＲＧ会、ハンデに恵まれ優勝しまし

た。２．今野 良紀 会員 ①テーブルの上にご案内させていただい

ていますが、リアンクラブに興味のある方は是非登録をお願いし

ます。②5月28日18時30分より私事ですが結婚披露宴を行いま

す。皆さまよろしくお願いします。３．沼田 常好 会長 本日の例

会、よろしくお願いします。４．大西 信也 副会長 次年度活動方

針を発表しますのでお静かにお願いします。５．藤川 俊一 幹事 

先週の春祭り、天候も良い中で開催できました。お疲れ様でし

た。本日の例会、よろしくお願いします。６．武石 忠俊 パスト会

長 千歳民報さんに経歴や思い出の事を報じていただきました。 

７．前田 浩志 会員 アクト国際パーティーの件で大変お世話にな

ります。当日自分は居ませんがよろしくお願いします。 

８．川端 清 パスト会長 ①千歳民報さんに写真が2回出まし

た。②町内会総会が無事に終了しました。③炉辺談話が2回、無事

に開催できました。④本日のロータリー情報・定款細則委員会の

提案、よろしくお願いします。 

９．加藤 輝明 会員 5月19日のＲＧ会で優勝し、豪華な賞も一人

でいただきました。 

10．平間 和弘会員 5月19日のＲＧ会で準優勝しました。 

11．末廣 孝 パスト会長 5月19日のＲＧ会でニアピンを取

り、3位になりました。 

12．五十嵐 桂一 会員 5月19日のＲＧ会でニアピンを取り、5

位でした。13．腰越 くり子 会員 5月24日に千歳地方食品衛生協

会の会長賞で、食品衛生優良施設（11施設）にラウンジバー「ボ

ルス」も選ばれ、表彰されました。ありがとうございます。 

 

◇環境保全委員会 稲川 和伸 委員長 

 

 こんにちは。先ほど藤川幹事から報告があり

ま し た 通 り、6 月 2 日 の 例 会 は、分 収 造 林

「ロータリーの森林」での早朝移動例会となっ

ております。先日、平間副委員長と駐車場の草

刈り作業をしてまいりました。当日は6時30分には入口の門が開

いております。例会開始の7時には一度門を閉めますので遅れそう

な方は早めの連絡をお願いします。 

議 事 千歳ＲＣ細則改正について 

  沼田 常好 会長 
 

 本日は、千歳ＲＣ細則の改正につきま

して皆さまにお諮りをしたいと思いま

す。4月28日に理事会が行われ、ロータ

リー情報・定款細則委員会からも川端 清 

委員長と福田 武男 委員が出席してくだ

さりました。 

これから改正部分について説明しま

す。 

※この後配布資料に基づいて沼田会長

から3つの改正部分の説明がありまし

た。（左） 

 「異議なし」の発言多数。ありがと

うございます。次年度の日程等々がこ

の改正によって進んでいく部分があり

ますので、まずは皆さまからご意見を

いただきたいと思います。「意見な

し」 それでは千歳ＲＣ細則をこの内

容で改正する事にご異議無ければ挙手

をお願いします。 

 

「全員挙手」承認されました。ありがとうございました。 

 

ロータリー情報・定款細則委員会より提案 

 

◇ロータリー情報・定款細則委員会 パス

ト会長 川端 清 委員長 

 5月１９日の臨時理事会において承認を

受けた事案でございます。皆さまの所に資

料が配布されていますので見ていただきた

いと思います。なお、本提案書類は次年度

の定款細則が出来上がるまで現在お持ちの定款細則と一緒にして

おいて下さい。それでは説明させていただきます。 

 

※この後配布資料（左）に基づいて川端委

員長より提案内容が発表されました 

次年度活動方針発表 

大西 信也 会長エレクト 
 

◇2016～2017年度クラブ運営と活動方針 

  

 私が千歳ロータリークラブに入会したと

きは創立30周年の時でした。入会時、私で

会員数が、100名の大台にとなり、クラブ

全体が大いに盛り上がりました。それから

早いもので、19年の月日が経ちロータリー

活動に時の流れを感じているところです。 

 この度会員諸兄の推挙により、2016～2017年度の千歳ロータ

リークラブ49代目の会長に就任することになり、その責任の重さ

に身が引き締まる思いです。 

会長方針 

「相手の気持ちになろう、ロータリーの気持ちになろう」 

 「ロータリーと何か」と問われても、一言で表現することは難し

いものですが、私は「この世の中で正しい生き方をして行こうと、

いつも努力して理想もった人たちの集まりだ」と思います。 

それを実践するにあたってその一つが「相手の気持ちにだろう」と

する気概です。相手の気持ちになることは、相手を思うことであ

り、奉仕の第一歩だと思います。これは、人のみでなく職場や地域

に対しても言える事です。 

 その二つは「ロータリーの気持ちになる」ことで活動することと

思います。まずポール・ハリスがロータリーを創設した事を想い会

員一人一人が「奉仕」を考えることです。そしてロータ リーの心

をもって毎日を過ごすことです。 

 ロータリーの奉仕とは、お金や物だけではありません。クラブ活

動に参加することも奉仕だと思います。クラブ運営に参加するため

には、例会に出席しなければ理解できません。例会出席は奉仕活動

の始まりです。 

「 出たくなる例会にしよう！魅力ある例会にしよう！」と言われ

ていますが、まずは自分から出席しましょう。出席していれば会員

同士の想いや気持ちがわかり、仲が良くなり、委員会活動も充実し

てきて友情溢れたクラブになり魅力あるクラブになるものです。 

まずはロータリーの三大義務の一つ、例会に出席しましょう。 

人は「何を成したか？」よりも「どんな生き方をしたか？」が、

50～60代になって問われます。そして、人生の終わりに「この生

き方を楽しんできたか？」と。問われたら「ロータリーのお陰で楽

しめた」と言いたいものです。 

○重点目標 

１．楽しい例会を開催するためにまずは出席しましょう。出席こそ

力なり！2．(四つのテストを「し・み・こ・み」ましょう。 

3．会員増強。これはクラブの血液になります。4．ロータリー財

団、米山記念奨学金、ポリオ・プラスに協力する。5．千歳ロー

ターアクトクラブへの支援6．地域社会との交流を深める。 

7．創立50周年実行委員会を立ち上げる。 

至って非力ではございますが、全力で頑張らせていただきます。会

員皆様のご支援ご協力を切にお願い致します。 

～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 29000円  
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