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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1968年4月26日 

 本日の例会 （7月14日 第1回）通常例会                           担当：三 役 

第53回（通算2433回）例会報告 

日時：2016年6月30日（木）18：3０～20：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場  

プログラム：さよなら例会（千歳ＲＡＣ合同） 

担当： 親睦活動、SAA、出席・管理委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

四つのテスト 社会奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長 

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

 皆さん、こんばんは。沼田年度も本日で最

終例会となります。この1年間ご協力いただき

ました、藤川幹事、大西副会長、そして多く

の面で支えていただいた理事そして各委員長

の皆さんに心からの感謝を申し上げます。 

 

 「何事も一歩前に進んでみる、前に行かな

ければ何も進まない。」この気持ちでこの1年

間進んできました。ちょうど65歳での一つの

挑戦でもあった訳ですが、やれば出来るもの

です。前回の例会でも申し上げましたが、経済人として幅が出来た

ような気がします。皆さまのひと押しに感謝申し上げ次年度の大西

会長にバトンを渡していきたいと思います。 

 

 終わりに、本日、千歳ＲＣで喜寿を迎えられた皆さん、おめでと

うございました。これからも千歳ＲＣの良き先輩としてご協力いた

だきますようお願い申し上げ、また、いつまでもお元気で例会に出

席いただきますようお願い申し上げまして千歳ＲＣ第48代会長と

しての挨拶に代えさせていただきます。1年間ありがとうございま

した。 

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

大 西 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」 

会 長 大西 信也   副会長 齊藤 博徳    幹 事 今野 良紀 

会長エレクト 瀧澤 順久    会 計 喜多 康裕   

第2510地区ガバナー 武部 實 第７グループ・ガバナー補佐 高木 繁秀 

２０１6年7月14日 

第1号 （通算2299号） 

    ～7月はロータリー親睦活動月間～  

１．今年度の第7グループIMの際に講演をい

ただいた原田 義之 様より感謝状をいただき

ました。 

 

２．懇親会の席で乾杯の時にお出しするワイ

ンですが、友好クラブの神戸南ＲＣよりいた

だきました。自家農園で栽培されたぶどうを

使ったワインだそうですのでご賞味下さい。 

 

３．6月25日（土）沼田会長、前田青少年奉

仕・ローターアクト委員長と赤平市で行われた第2510地区ロー

ターアクトクラブ第43回地区大会へ出席してきました。 

 

４．1年間大変お世話になりました。どうもありがとうございまし

た。 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

設立から8年目となります。これからも会員を増やして参りたいと

思っております。当クラブの実施事業としましては道路清掃や寄付

行為に関して、会員同士が相談しながら進めているところでござい

ます。 

 本日、この会場にお邪魔して、「四つのテスト」を聞いた時に、

以前この千歳RCでお世話になった頃を思い出し、懐かしさで一杯

になりました。千歳プロバスクラブでは何か記念に残る事業を進め

ていきたいと考えているところですが、なかなか思うように運ばな

いのが現状であります。皆さま方のお力を借りながら一人でも多く

の会員を増やして進めていきたいと考えております。本日はありが

とうございました。 

 本日のお客様は、千歳プロバスクラブ会長

の服部 隆志 様、幹事長の山口 郁夫 様、千歳

ＲＡＣ会長エレクト吉岡 毅 様、次年度幹

事の鳥越 翼 様、今年度幹事の 村山 はる

か 様、そして7月に入会予定の武石 孝司 様と

馬場 正憲 様です。  

 

～詳しくはホームページでご覧下さい～ 

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 皆さん、こんばんは。本日は千歳RCと同

じ共同提唱クラブであります恵庭RCの例会

に汪会長が出席している為、汪会長の代理と

して一言ご挨拶申し上げます。今年度は地区

協議会が千歳で開催され、その他はほぼ例年

通りの事業でありましたが、先月行われまし

た国際フードパーティーなど、新たな事業も

行って参りました。次年度は、私が3回目の

会長となり、そして卒業を迎える最後の年で

もありますので、精一杯頑張って参りたいと

思います。 

 また、今年度は当クラブから北村さん、白木さん、廣岡さんの3

名が卒業しました。卒業式の時には涙を浮かべている方もいらっ

しゃいました。ローターアクトは18歳から30歳までと年齢に限り

がある団体です。終わりがあるからこそ、最後の1、2年は特に頑

張る事が出来ると思います。私も最後の1年は精一杯頑張って、次

に繋げていきたいと思っております。本年度、皆さまのご協力によ

り、何とか会員も少しずつ増え、形になって参りました。本当に感

謝申し上げます。次年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。 

千歳ＲＡＣ会長エレクト挨拶（吉岡 毅 会長エレクト） 

千歳プロバスクラブ会長挨拶（服部 隆志 会長） 

 皆さん、こんばんは。本日はお招きいただ

きありがとうございます。本日の千歳ＲＣの

例会には私、服部と幹事長の山口で出席させ

ていただいております。 

 千歳プロバスクラブは、平成20（2008）

年4月に千歳RCの創立40周年記念行事の一

環として提唱され、同年6月24日、趣旨に賛

同する27名によって設立されました。今年で
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出席率 

今回：79.6％（6月30日＝47／59 実数） 

確定：79.6％（6月16日＝47／59､うちMu2名） 

進行：親睦活動委員会 小畑 彰 副委員長  

 

 皆さん、こんばんは。沼田年度最後の例会です

ので楽しく進めたいと思います。前回の例会時、

腰越委員長からバッチリ準備している！というお

話がありましたが、実際のところ、ぶっつけ本番

になってしまい不手際があるかも知れませんが、

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

◇乾杯 佐藤 秀雄 パストガバナー  

 皆さん、こんばんは。これから楽しい懇親会

です。まずは沼田年度1年間、本当にお疲れ様

でした。理事の方、役員の方もお疲れ様でし

た。次年度の大西会長や役員の皆さまを含めて

頑張ると言っておられますので、是非、これま

で以上に活気のあるクラブにしていただきたい

と思います。 

 本日は1年遅れの喜寿のお祝いという事でゴ

ルフをさせていただきました。クラブの皆さん

が30名近くも参加されてお祝いして下さり、

大変活気あるコンペでございました。私はロータリーに入会して

37、8年になるのですが、本日6月30日ですよね。6月の最終日が

例会日になるというのは本当に久々な気がしております。 

 最後に、千歳プロバスクラブ、千歳ＲＡＣの皆さん、来年度もよ

ろしくお願いします。本日はRG会の藤本会長、五十嵐幹事、色々

ご配慮いただきましてありがとうございます。それでは乾杯したい

と思います。乾杯！！！ 

 

◇喜寿を迎えられた4名の会員にRG・パークゴルフ会より記念品

の贈呈  

 

※写真左から小笠原 良 会員、五十

嵐 宏 パスト会長、佐藤 秀雄 パ

ストガバナー、藤本  敏廣  会長

（持っているのは中村 堅次 パスト

会長への記念品）です。  

ニコニコBOX 

１．腰越 くり子 会員 親睦活動委員会の皆さま、1年間ありがとうござい

ました。明日からは小畑委員長頑張って下さい。２．伊藤 一三 会員 ＳＡ

Ａ・プログラム委員長として最後の仕事となりました。会員の皆さま、委

員の皆さまにおかれましては未熟な委員長をしっかり支えていただき感謝

申し上げます。大変ありがとうございました。３．大西 信也 副会長 今年

度もお世話になりました。４．沼田 常好 会長 ①佐藤秀雄会員、中村会

員、五十嵐宏会員、小笠原会員、喜寿おめでとうございます。②今年度最

終例会です。1年間ありがとうございました。次年度の大西会長、一歩一歩

です。頑張って下さい。５．藤川 俊一 幹事 2015-16年度も本日で最後

です。1年間ありがとうございました。新年度も頑張って下さい。６．大澤 

雅松 会員 ポール・ハリス・フェロー、入会10年目にして初めての受章で

楽しみです。７．牟田 裕一 会員 妻の誕生日にお花をありがとうございま

した。８．村田 研一 パスト会長 本日のＲＧ会とても楽しくゴルフをさせ

ていただきました。藤本会長、五十嵐幹事、ご苦労様でした。９．喜多 康

裕 会員 本日ハーフのベストスコア45、トータルのベストスコア93が出

ました。これからも頑張ります。10.浅利 美恵子 会員 本日のＲＧ会、今

年初めてのゴルフ大会に参加しました。一緒にまわった喜多さん、今野さ

ん、ありがとうございました。11．三上 洋 会員 世界の青木 功プロと

ラウンドしました。緊張して手が震えましたが楽しかったです。会員の皆

さん、食中毒や熱中症には気を付けましょう。12．山中 正一 会員 ①会

報1年間終わりました。三役、広報委員会の前田副委員長はじめ委員の皆さ

ま、お世話になりました。②親睦活動委員会の皆さま、ありがとうござい

ました。13．五十嵐 桂一 会員 ＲＧ会お世話になりました。14.佐藤 秀

雄 パストガバナー 喜寿祝のお礼にいただきました。15．五十嵐 宏 パ

スト会長 喜寿祝のお礼にいただきました。16．小笠原 良 会員 喜寿祝

のお礼にいただきました。 

懇親会の様子 

本日のニコニコＢＯＸ  16名 48,000 円  

撞木（しゅもく）の儀 

 司会者から新旧の引き継ぎセレモニーとして、「撞木（しゅも

く）の儀」を執り行う旨、アナウンスがあり、新旧会長がステージ

に登壇されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※撞木の引き継ぎに続いて、バッジ交換をする沼田会長、大西会長

エレクトです。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

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、こんばんは。千歳ＲＡＣの次回の定

例会のご案内です。7月12日（火）19時より

ANAクラウンプラザホテル千歳にて行われま

す。内容としては今年度の報告や次年度の計画

発表が主となる予定です。当千歳ＲＣの第1回

目の例会が14日（木）ですから2日程早くア

クトの活動がスタートしますので、本日お時間

をいただきました。メール等でご案内しますの

で多くのご参加をお願いします。 

～詳しくはホームページをご覧下さい。～ 

RI第2510地区ローターアクト第43回地区大会参加報告 

 2016年6月25日（土）今年度の第2510地区ローターアクト

クラブ最終の活動となります、「第43回地区大会」が赤平ＲＡ

Ｃのホストの下、赤平市交流センターみらいにて開催されまし

た。本地区大会では嵯峨 義輝 ガバナーをご来賓として迎え、

2510地区ＲＡＣ35名、2500地区（北海道東部）ＲＡＣ14

名、地区内ロータリアン43名の参加の下、石川 樹（赤平ＲＡ

Ｃ）地区代表年度の1年間の活動報告、クラブやメンバーを称え

る表彰式、今年度地区内で卒業される5名の卒業式が行われまし

た。当クラブからは沼田 常好 会長、藤川 俊一 幹事、前田 浩志 

地区ローターアクト委員の3名が参加しました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

◇ゴルフ大会 表彰式  

優 勝 南雲 州治 会員（以下、優勝スピーチの抜粋です。） 

 

 今日は気楽な気持ちでプレイし、

メンバーに恵まれまして（笑）優勝

する事が出来ました。私は今年66

歳ですが、喜寿を迎えるまで精進し

て、その時にはまた優勝したいと思

います。本日はどうもありがとうご

ざいました。  

 

◇千歳ＲＣ沼田年度アカデミー大賞授賞式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 左：アカデミー大賞の斉藤えみこ会員と贈呈されたオスカー像です。 

 右：プレゼンターの腰越くり子親睦活動委員長と高橋憲司会員です。 

 

～本懇親会は内容盛り沢山で、掲載されていない場面がまだまだ

あります。是非ホームページでご確認下さい～ 
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