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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３０日 第５３回）さよなら例会                  担当：親睦活動委員会 

第５２回（通算2４３２回）通常例会報告 

日時：2016年6月23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 藤井 雅一 副委員長 

四つのテスト：健康委員会 榊原 潤 委員  

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

 皆さん、こんにちは。私の挨拶も昼の例

会は今日で最後の機会となります。前回の

例会で、現在の少子高齢化の現状などをお

話させていただきましたが、第2弾とし

て、北海道での高齢者の人ロの推移のお話

をさせていただきます。北海道全体では65

歳以上の高齢者人口は156万1千人です。 

65歳から74歳が79万6千人、75歳以上は

76万5千人です。皆さんは介護制度や介護

保険についてはご存知だと思いますが、全

道156万1千人の65歳以上の方で「要支援」や「要介護」認定さ

れ、介護保険を利用されている方が19.4％です。 65歳～74歳ま

での方では4.9％、そして75歳からでは34.4％となっています。

このデータは今年の2月のデータですが、このデータの結果として

高齢者の8割の方が自立していることになります。そして、75歳

前の方々は、自分で高齢者とは思っていないというデータが現実に

出ています。 

 

 さて、現在はそうですが、2025年、今から9年後になる訳です

が、団魂の世代が75歳以上になった時には認知症が全国で700万

人、高齢者の5人に1人が認知症を患うと推測されています。その

治療費など約145兆円～150兆円の税金がかかると言われていま

す。国の選択は、消費税を値上げし、社会保障費のレベルを下げ、

国民の健康寿命を延ばし、これによって医療費や介護費が削減さ

れ、そして、健康な高齢者は社会を支える側になっていただく。国

は、65歳以上の皆さんに、まだまだ現役で頑張ってください。と

言い続けています。 

 

 話は変わりますが、皆さんがよく知っています、サザエさんのお

父さんの波平さんは何歳の設定だと思いますか。実は54歳だそう

です。この時代の定年を間近に控えた家庭の主人を面白く描いた漫

画です。昭和22年の日本の寿命はいくつ位だと思いますか。約70

年前は男性50歳、女性53歳で、2013年では男性は80.21歳、

女性は86.61歳だそうです。「人生90年の時代」がもう少しで来

ます。人生90年時代になってくると、健康で動ける、そして働け

る人は社会に、地域に貢献する。そして、人との絆を大切にしてい

くことが大切であると思います。ロータリー活動も、その一つであ

るのではないでしょうか。高齢になってもロータリー活動ができ、

いつまでもロータリアンとしていられる仕組みづくりもこれから考

えていく必要があるのかも知れません。 

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３０日 

第４７号 （通算22９８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） 

委員会報告 

  

 
 本日の幹事報告はありません。本日の例会

よろしくお願いします。  

ＲＧ・パークゴルフ会 パスト会長 藤本 敏廣 会長  

 

 RG会からのお願いです。6月30日に最後

のRG会を開催いたします。参加会員の喜寿

のお祝いも兼ねておりますので、是非、全員

の参加をお願いします。現在の所、ゴルフを

する方で4名ほど不参加になっております。4

名が参加されますと30名ジャストになります

ので、是非とも参加していただきたいと思い

ます。よろしくお願い申し上げます。  

 

 

親睦活動委員会 腰越 くり子 委員長  

 

 親睦活動委員会よりお願いをさせていただ

きます。来週の6月30日は今年度最後の例会

は「さよなら例会」となります。昨夜委員会

を開きまして、1年の節目にふさわしい、「楽

しく、笑いあり、涙あり」の盛り上がる内容

を企画しております。是非、皆さまのご参加

をよろしくお願い申し上げます。  

 

 

 

 

副幹事 今野 良紀 次年度幹事  

 

 千歳商工会議所より「第4回ちとせ川ビー

ル祭り」のチケットを100枚預かっており

ます。1枚1,000円です。このチケットは、

お祭りに行けなかった場合にも金券で使用で

きると聞いております。今日この場では販売

いたしませんが、「さよなら例会」の時に販

売させていただきますので、是非皆さん、お

財布のご用意をお願いいたします。  
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出席率 

今回：64.4％（  6月23日＝38／59 実数） 

確定：88.1％（  6月09日＝52／59､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

１．沼田 常好 会長 今年度最後の昼例会となりました。あとはさよなら

例会を残すのみです。皆さんに感謝申し上げます。２．藤川 俊一 幹事 

本日の年次報告、よろしくお願いします。今年度もいよいよ「さよなら例

会」を残すのみとなりました。３．前田 浩志 会員 本日委員会報告をさ

せていただきます。今年度のご協力に感謝すると共に来年度もよろしくお願

いします。４．大澤 雅松 会員 16日の夜間例会、民報杯のＰＴＡ対抗

ソフトボール大会開会式の為、途中退席しました。福田年度に定款細則委員

長を仰せつかり、規定審議会への対応に関わらせていただいただけに残念で

した。（本日も急な会社用務で欠席します。）５．今野 良紀 会員 先日

の次年度委員長会議、皆さまご出席ありがとうございました。６．腰越 く

り子 会員 本日委員会報告をさせていただきました。6月30日は「さよな

ら例会」は、今年度最後の例会となります。楽しい企画を考えましたので是

非沢山の会員の皆さまのご参加をお待ちしています。７．某千歳ＲＣファン

の方 匿名希望でいただいたそうです。８．喜多 康裕 会員 親睦活動委

員会の皆さん、1年間お疲れ様でした。他の委員会の皆さんも何も出来な

かったクラブ奉仕委員長で申し訳ありませんでした。感謝と謝罪の気持ちを

込めてニコニコＢＯＸに入れさせていただきます。９．浅利 美恵子 会員 

今年度最後のニコニコＢＯＸ、目指せ100万円！腰越親睦活動委員長、1年

間ありがとうございました。10．川端 清 パスト会長 ポール・ハリス・

フェロー記念バッジの授与、ありがとうございました。11．福田 武男 パ

スト会長 ポール・ハリス・フェロー記念バッジの授与、ありがとうござい

ました。12．末廣 孝 パスト会長 ポール・ハリス・フェロー記念バッジ

の授与、ありがとうございました。13．藤本 敏廣 パスト会長 ポール・

ハリス・フェロー記念バッジの授与、ありがとうございました。14．榊原 

潤 会員 ポール・ハリス・フェロー記念バッジの授与、ありがとうござい

ました。15．五十嵐 桂一 会員 国際奉仕委員会、皆さまにお世話になりま

した。16．山中 正一 会員 本日委員会報告をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。17．稲川 和伸 会員 本日委員会報告をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。18．斉藤 えみこ 会員 本日委員会

報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 

本日のニコニコＢＯＸ  18名 46,000 円  

年次報告② 

進行：沼田 常好 会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．クラブ奉仕委員会 喜多 康裕 委員長  

２．クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 山中 正一 委員長 

３．社会奉仕委員会 斉藤 えみこ委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．環境保全委員会 稲川 和伸 委員長  

５．青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長  

６．国際奉仕委員会 五十嵐 桂一 委員長 

 

７．ロータリー財団・米山記念奨学委員会 村上 倫行 委員長  

８．三 役 藤川 俊一 幹事 

９．三 役 大西 信也 副会長  

10．総 括 沼田 常好 会長（以下抜粋掲載です。） 

 この1年間で何が一番記憶に残っているかと言いますと、正直、

今思い出せません。1週間でひとつの例会をクリアしていく訳でし

て、そうなると週に2日は潰れてしまいます。そういう厳しい状況

でしたから、今年は旅行も出来なくフル稼働という形になりまし

た。ですが、やれば出来るものだなと実感し

た1年でもありました。 

 これから若い方々がロータリーに入会して

クラブを背負っていく事になると思います。

これまで歴史を築いてこられた先輩ロータリ

アンとの調和が取れたこの素晴らしい環境

で、本当に価値のある活動をさせてくれた当

クラブで是非同じ思いをして欲しいと思いま

す。本当に1年間どうもありがとうございまし

た。 

 

※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。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

千歳ＲＡＣ第27回定例会（今年度最終定例会）参加報告 

 6月21日（火）19時00分より、ANAクラウンプラザホテル千

歳にて、汪 可怩会長年度の最終となります千歳ＲＡＣ第27回定

例会が開催されました。今年度最終の定例会となった今回の例会

は、汪 可怩 会長年度に行われた活動を映像で振り返った後、

今年で卒業する3名の会員の卒業式、次年度の吉岡 毅 年度への

引き継ぎのプログラムとしてバッジ交換式、参加メンバーより今

年度を振り返ってのひと言など、最終定例会にふさわしく、盛り

沢山な内容でした。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～   

 今年度のポール・ハリス・フェロー受章者6名の会員に沼田会長

より記念バッジが伝達されました。受章された皆さま、おめでとう

ございました。  

 

 今年度の受章者は福田 武男 パスト

会長、藤本 敏廣 パスト会長、末廣 

孝 パスト会長、川端 清 パスト会

長、榊原 潤 会員、大澤 雅松 会員

です。皆さま、おめでとうございま

した。 ～詳しくはホームページをご

覧下さい～ 

ポール・ハリス・フェロー授章式 

2016～17年度 「第2回委員長会議」報告 

日時：平成28年6月20日(月)  18:30～20：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 アストラル 

議題：次年度の活動計画発表について 

 本日は、次年度三役をはじめ、各委員長など20名の出席のも

と、次年度「第２回委員長会議」が開催されました。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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