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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１６日 第５１回）夜間通常例会           担当：ロータリー情報・定款細則委員会 

第５０回（通算2４３０回）通常例会報告 

日時：2016年6月9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： 三 役 

進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

四つのテスト：健康委員会 浅利 美恵子 委員長  

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

 今年度ガバナー補佐の坂井 治 様、次年

度ガバナー補佐の高木 繁秀 様、本日はお

越しいただきありがとうございます。6月に

入り、先週は分収造林「ロータリーの森林」

においての早朝移動例会が行われました。朝

の澄み切った空気を胸いっぱい吸うと身体一

杯に力が湧いてくるような気がしました。皆

さまはいかがでしたでしょうか。さて、毎回

言っているように思いますが、今年度も本日

の例会を入れて4回を残すのみとなりまし

た。締めていきたいと思います。 

 

 現在、NHKの朝ドラで「ととねーちゃん」が放送されています

が、その中で「家訓」という言葉が出てきます。皆さんの家庭では

いかがでしょうか。私の家にはそれを書いたものはありませんが、

父は私が物心付く頃には札幌で八百屋、おかず屋などの店を開いて

いた事から、店が終わってから一緒に食事をした記憶があります。

また数少ない休みの日に炊事遠足など多くはありませんが色々と連

れて行ってくれたような気がします。そして父が一番の権力者でも

ありました。 

 

 家庭教育は毎日の生活の中にあるような気がします。最近の

ニュースでは北海道七飯町の「しつけ」と称して車から子供を降ろ

し、子供がさまよった挙句に無事発見された事件がありました。

「独りになって考えなさい」といった気持ちで行った行為でしょ

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１６日 

第４５号 （通算22９６号） 

    ～６月はロータリー親睦活動月間～  

お客様紹介（紹介：大西 信也 副会長） 

2015-16年度 第7グループガバナー補佐 坂井 治 様 

  皆さん、こんにちは。私の第1回目の千歳

ＲＣへのクラブ訪問は2015年7月23日に始

まりました。今日で7回目のクラブ訪問となり

ます。今年度最後のクラブ訪問です。一年間

大変お世話になり、ありがとうございまし

た。また、第7グループIM に際しましても多

くの方々にご参加いただき、心から御礼申し

上げます。本日、最後のクラブ訪問ですの

で、30分くらいはお話ししようと思っており

ましたが、沼田会長より、年次報告があるの

で手短にとお願いされましたので、一言ご挨

拶させていただきます。今年度と次年度のガバナー補佐が同時にク

ラブ訪問するのは過去一度も無かったはずです。次年度への引継ぎ

などの継続性を考えて、次年度の高木ガバナー補佐と一緒に千歳

RCを訪問させていただいております。是非次年度も第7グループ

をよろしくお願い申し上げます。 

 

2016-17年度 第7グループガバナー補佐 高木 繁秀 様  

 

 長沼RCの高木と申します。長沼RCの

チャーターメンバーであり、クラブは来年

25周年を迎えます。次年度ガバナー補佐で

もありますので、非常に忙しい1年になるの

ではないかと思っております。ちなみに、次

年度のIMは2017年3月26日に行う予定です

し、長沼RCの25周年は本年11月に行いま

す。改めて皆さまにご案内いたしますので、

その際はよろしくお願いいたします。先程、

坂井ガバナー補佐よりお話がございました

が、新年度になってからいきなり皆さんとお顔を合わせるのではな

く、前もって皆さんと交流し雰囲気を感じることが大切ではないか

と思っており、今日こうして千歳RCに訪問させていただきまし

た。またまだ分らないことが多々あり、皆さんのご協力なしではガ

バナー補佐を務めて行けないと思っております。何卒、来年度どう

ぞよろしくお願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、今年度第7グループガバナー補佐の坂井 治 

様（千歳セントラルＲＣ：写真右側）と、次年度第7グループガバ

ナー補佐の高木 繁秀 様（長沼ＲＣ：写真左側）です。  

う。それが大事になり子供が行方不明になってしまいました。親と

すれば居ても立ってもいられない状況であったと思います。身勝手

な親の「しつけ」と称し、暴力を振るって子供に怪我をさせる行為

などは許し難い点がありますが、今回の小学2年生の「大和君」の

事件は私たちに、そして現在子供を育てている親に大きな課題をい

ただいた様な気がします。 

 

 私も子供が小さい時に物置に入れて、「よく考えなさい」と「し

つけ」を行ったり、子供のお尻を平手で叩いた事を今思い出しま

す。その時は子供を育てる事に関して初心者ながらも子供の事を考

えて行った行為だった訳ですが・・・子供の「しつけ」は難しい事

がこの事件で皆さん分かった事かと思いますがいかがでしょうか。

しかしながら、ある程度の基本的な社会ルールを教えていく事は必

要不可欠だと思います。何にしても無事で良かったですね。 

第7グループガバナー補佐ご挨拶（現・新年度） 
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出席率 

今回：69.4％（  6月09日＝41／59 実数） 

確定：86.4％（  5月26日＝51／59､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

１．腰越 くり子 会員 本日、親睦活動委員会の年次報告をさせていただき

ます。よろしくお願いします。２．齊藤 博徳 会員 本日、出席・資料管理

委員会の年次報告をさせていただきます。須川委員長より引継ぎ、このまま

いくと無事に終われそうです。３．今野 良紀 会員 無事人生3回目の結婚

パーティーを開催できました。皆さまには大変感謝しております。また、親

睦活動委員会の皆さまには素晴らしき余興を2曲もありがとうございまし

た。４．浅利 美恵子 会員 本日、健康委員会の年次報告をさせていただき

ます。一年間ありがとうございました。５．沼田 常好 会長 ①今日の例会

よろしくお願いします。②5月29日に千歳市町内会連合会の総会があり、会

長に再選されました。また、川端会員が副会長として選任されました。よろ

しくお願いします。６．佐藤 秀雄 ＰＧ 札幌信用金庫のコンペで第4位に

なりました。７．佐々木 義朗 会員 父の1周忌法要が無事に終わりまし

た。法事にはパスト会長を中心にご出席を賜り感謝申し上げます。これから

ロータリー頑張ります。８．大西 信也 副会長 6日のJALマラソンで小畑

先生が完走しました。私は50mも走れませんので尊敬します！９．中山 和

朗 パスト会長 長男に長男が産まれました。10．福田 武男 パスト会長 

ソウルの世界大会に行ってきました。11．小畑 彰 会員 ①大澤さん、千

歳民報に「むし歯予防デー」の記事を2度も載せていただきありがとうござ

いました。特賞だった子も喜んでいると思います。②日曜のJALマラソン、

何とかゴールまで辿り着きました。タイムは言えませんが、応援して下さっ

た皆さま、ありがとうございました。12．大澤 雅松 会員 ①7月16日の

19時45分～千歳民報市民納涼花火大会で2,500発の花火を上げます。今年

は第50回を記念して「千歳恋物語」の曲に合わせた打ち上げもあります。

②今月25日19時45分～支笏湖湖水祭り湖上花火大会で420発打ち上げま

す。静寂の湖面に大輪の花が輝き、大音響が轟きます。見に来てください。 

13．山中 正一 会員 広報委員会の皆さま、もう少しですがいつも支えてい

ただきありがとうございます。14．稲川 和伸 会員 「ロータリーの森林」

の早朝移動例会、ご協力ありがとうございました。15．荒 洋一 会員 ①

5月27日の妻の誕生日にお花をいただき感謝いたします。妻も喜んでいまし

たが私の間違えで本来は5月24日が誕生日でした・・・もの凄く怒られまし

た。来年は5月24日の発送をお願いします。②5月に行われました、北海道

知的障がい福祉協会定時総会にて副会長に再任されました。同時に日本知的

障害福祉協会の評議員と政策委員に再任され、最低1カ月に1度上京する仕

事が確定しました。例会に当たらない事を願いますが、欠席する事も予想さ

れますのでよろしくお願いします。③6月の例会4回とも仕事で欠席させて

いただきます。大きな理由は今年9月7日～9日の3日間、全国施設職員研修

会北海道大会（2,000名規模）の実行委員長に選出され、調整会議や総務・

企画会議があり、出席がかないませんでした。今後も会議がありますのでよ

ろしくお願いします。 

本日のニコニコＢＯＸ  15名 50,000 円  

年次報告① 

進行：沼田 常好 会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長  

２．出席・資料管理委員会 齊藤 博徳 委員長 

３．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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．健康委員会 浅利 美恵子 委員長  

５．親睦活動委員会 腰越 くり子 委員長  

６．ＲＧ・パークゴルフ会 パスト会長 藤本 敏廣 会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．会員増強委員会 パスト会長 村田 研一 委員長  

８．職業奉仕委員会 菅原 正行 委員長  

 

※各委員会の皆さま、1年間大

変お疲れ様でした。2週間後の

例会は年次報告後半となります

ので、担当の委員長の皆さま、

よろしくお願い致します。 

※報告の詳細は、後日発行され

る「クラブ計画と報告書」をご

覧下さい。 

第6回札幌千歳会開催報告 

 2016年5月23日 (月）ＡＮＡホ

リデーイン札幌すすきの2階 オー

ルディダイニングヴェルデで「第6

回札幌千歳会」が開催され、総数

10名が集りました。今回も和やか

な中で親睦と意見交換が行われ、

盛大でした。 ～詳しくはホーム

ページをご覧下さい～ 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

１．高木ガバナー補佐エレクト、坂井ガバ

ナー補佐、ようこそお越し下さいました。本

日の例会よろしくお願いします。 

２．先週の早朝移動例会、お疲れ様でした。

稲川委員長、平間副委員長、川端パスト会長

におかれましては準備にご尽力いただきまし

てありがとうございました。 

３．6月16日の夜間通常例会ですが夜間例会

方式で行います。アルコールもフリーで提供

しますので多くの会員の皆さまの参加をお願

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、こんにちは。今月21日（火）に

ANAクラウンプラザホテル千歳にて、千歳Ｒ

ＡＣの最終定例会がございます。汪会長年度

最後の定例会となりますので、その年間報告

と、本年度は北村会員、白木会員、廣岡会員

の卒業式もあります。既にメール等でご案内

はさせていただいておりますが、14日までの

出欠確認となっていますので、是非多くのメ

ンバーのご参加をお願いします。  

新入会員入会式（野寄 豊文 会員） 

野寄 豊文 会員のご紹介  

 

昭和40年2月生まれ 満51歳 

 

キリングループロジティクス㈱ 北海道支社 

支社長 

 

職業No.10 小型貨物運輸 

 

配属委員会 親睦活動委員会 

 

 

※詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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