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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21日 第2回）夜間移動例会（キリンビール・ハウベ）＜RAC合同＞    担当：親睦活動委員会 

第1回（通算2434回）例会報告 

日時：2016年7月14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（年度計画発表） 

担当：三 役 

進行：SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

四つのテスト：青少年奉仕・RAC委員会 村松 繁克 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、第1回目の例会となりま

す。 

  

 2005年～2006年の中山会長

年度の会報1798号に「ロータリ

アンの独り言」という特集があり

まして、私の記事が載っておりま

す。その時は、SAA・プログラム

委員長でした。 

  

 『歌が好き』という題目で、内容は【私がロータリークラブに入

会して良かったことは、多くの良き人生の先輩にお会い出来たとい

うことと、ロータリーソングに出会えたことです。「我等の生業」

はもちろん「奉仕の理想」、「それでこそロータリー」、「手に手

つないで」、全て曲も良く、歌詞も素晴らしいと思います。また、

ローターアクトソングも大好きです。特に歌詞の中の「熱き血潮を

誠と愛にそそぎつくして悔いあるべきや」、ここがたまらなくイイ

のですねぇ。体にジィーンときます。アクトの例会に私が出席する

のも、この歌を歌いたいために行くのです。大きな声で歌っていま

す。私はロータリーソングを歌いたいがために例会に出席していま

す。いつまでも歌っていたいと思います。また、今歌えているのが

喜びです。今日も大きな声で歌うぞ～！】という記事です。 

  

 13年前の記事ですが、気持ちは今も全然変わっておりません。

例会数が少なくなった分、中身の濃い楽しい例会にしたいと思いま

す。それには皆さんの出席が欠かせません。例会出席は奉仕活動の

始まりです。出席して何か楽しいことを見つけて下さい。見つけな

いと損です。 

  

 今年度の席はテーブル指定になりますので、先輩に話しかけてみ

るとか、色々あると思います。私の会長挨拶もホームページや会報

には掲載しない部分がありますので、是非例会に出席してホーム

ページや会報に掲載されない部分を聞いて下さい。 

  

 これから1年間、会長として頑張ってまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

★大西会長による初点鐘★ 

大西年度第1回目の例会開会に当た

り、大西会長による初点鐘です。

少々緊張しながらも力強い音色が例

会場に響き渡りました♪ 

会長挨拶（大西 信也 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21日 

第2号 （通算2300号） 

    ～7月はロータリー親睦活動月間～  

１．先日の千歳ローターアクト主催の国際

フードパーティに参加されました、北海道

ハイテクノロジー専門学校日本語学科の後

藤先生から、ホームステイ先の募集案内が

あり、千歳ロータリークラブの皆様にご協

力依頼がありました。興味のある方がい

らっしゃいましたら、今野幹事までご一報

お願いします。 

 

２．大西年度の挨拶回り、関係各所17ヶ所に大西会長と今野幹事にて全て

回り終えましたこと、ご報告いたします。 

 

３．友好クラブ神戸南ロータリークラブへの訪問は10月31日、11月1日、

11月2日の３日間です。回答がまだの方は早めにお願いします。 

 

４．7月12日(火)に長沼町の長勝寺にて「第1回会長幹事会」があり、大西

会長と今野幹事が出席しました。 

 

５．来週21日(木)のキリンビール・ハウベでの夜間移動例会は送迎バスが出

ますので時間厳守でお願いします。18時にANAクラウンプラザホテル千歳

集合、18時10分に出発いたします。帰りのバスはANAクラウンプラザホ

テル千歳経由で、清水町までを予定しております。回答がまだの方は早めに

お願いします。 

 

６．今年度から例会日の変更がありましたので、例年、ゲストとして来られ

ておりました千歳セントラルロータリークラブの三役の方が本日は欠席され

ております。来週の夜間移動例会にご挨拶に来られますのでよろしくお願い

します。 

 

７．10月の地区大会は札幌パークホテルで行われます。札幌南ロータリー

クラブの計らいで、有名シェフとコラボした料理など嗜好を凝らしていま

す。多くの参加をお願いします。 

 

８．前回の「さよなら例会」でお願いしておりました、千歳商工会議所主催

「ちとせ川ビール祭り」のビールチケット100枚完売いたしました。皆様の

ご協力ありがとうございました。 

幹事報告（喜多 康裕 副幹事 ） 

新入会員入会式 

★馬場 正憲（ばば まさのり） 会員のご紹介★ 

 

紹介者：大西 信也 会長 

笹木産業株式会社 常務取締役 

昭和36年8月生まれ 満54歳  

所属：SAA・プログラム委員会 

 

 

 

 

★武石 考司（たけいし こうじ） 会員のご紹介★ 

 

紹介者：村田 研一 パスト会長 

株式会社 道央養鶏 専務取締役 

昭和38年10月生まれ 満52歳 

所属：SAA・プログラム委員会 

 

 

 

ご入会の馬場会員、武石会員、これから宜しくお願いします。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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出席率 

今回：73.7％（7月14日＝45／61 実数） 

確定：83.0％（6月23日＝49／59､うちMu1名） 

進行：大西 信也 会長   

 

委員長からの計画内容の詳細については、

「2016～2017年度 クラブ運営と活動

方針・計画書」をご覧下さい。 

 

 

 

（左）クラブ奉仕委員会 PC 五十嵐 宏 委員長  

（中）SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 （藤井雅一委員長代理） 

（右）出席・資料管理委員会 岡崎 進 委員長  
 

（左）ロータリー情報・定款細則委員会 ＰＣ 藤本 敏廣 委員長   

（中）健康委員会 藤川 俊一 委員長  

（右）親睦活動委員会 小畑 彰 委員長  

（左）RG会（ロータリーゴルフ会） PC 沼田 常好 会長    

（中）会員増強委員会 PC 村田 研一 委員長   

（右）クラブ会報・公共イメージ・雑誌・IC委員会 高橋 憲司 委員長  

 

 

 

 

ニコニコBOX 

1.大西 信也 会長 1年間よろしくお願いします。2. 今野 良紀 幹事 大西

年度第1回例会にも関わらず仕事のため欠席となり大変申し訳ございませ

ん。1年間よろしくお願い致します。喜多副幹事、今日はありがとうござい

ました。3.沼田 常好 直前会長 大西会長、年度最初の例会おめでとうござ

います。1年間頑張って下さい。4.浅利 美恵子 会員 大西年度の船出で

す。楽しい1年になりますように。5.村上 倫行 会員 7/3妻の誕生日にお

花をありがとうございます。今年も妻は不在でした。6.榊原 潤 会員 妻に

バースデーフラワーが届きました。ありがとうございます。7.村松 繁克 会

員 7/1嫁にバースデーフラワーをいただきましてありがとうございます。 

8.石﨑 薫 会員 妻の誕生日にお花をありがとうございました。9.村田 研一 

PC 会員増強委員会、委員長の村田です。1年間皆様と一緒に会員増強を

していきたいと思います。よろしくお願い致します。10.前田 浩志 会員 

①青少年奉仕・ローターアクト委員会活動発表します。今年もよろしくお

願いします。②地区ローターアクト委員としても引き続き1年間頑張りま

す。③クラブ会報委員会の高橋委員長以下、メンバーの皆さん1年間頑張っ

て下さい。個人的に応援しています。11.瀧澤 順久 会員 本年度は会長エ

レクトです。よろしくお願いします。12.腰越 くり子 会員 小畑委員長、

本年度親睦活動委員会よろしくお願いします。13.齊藤 博徳 副会長 大西

会長年度、副会長をさせていただきます。2回目の副会長ですので前回より

もパワーアップしていきますのでよろしくお願いします。14.牟田 裕一 会

員 社会奉仕委員長として皆様にお世話になります。崖から飛び降りる覚

悟で頑張りますのでよろしくお願いします。尚、例会等委員会についてご

不明な点がございましたら、私ではなく村松副委員長まで遠慮なくご連絡

いただきますようお願い致します。15.玉山 敬吏 会員 皆さんお久しぶり

です。今年はよろしくお願いします。16.親睦活動委員会一同 1年間、親

睦活動委員会をよろしくお願いします。17.喜多 康裕 会員 この1年間副

幹事として色々勉強させていただきます。今日は早速、今野幹事の代理で

幹事報告をさせていただきます。18.高橋 憲司 会員 クラブ会報・公共イ

メージ・雑誌・IC委員会、1年間メンバーと共に頑張ります。よろしくお願

いします。19.南雲 州治 会員 一昨日、千歳ニッツウサービスのコンペで

ハンデに恵まれ優勝しました。  

年度計画発表 

本日のニコニコＢＯＸ  19名 40,000 円  

地区出向者への委嘱状伝達式 

 2016-17年度にＲＩ第2510地区に出向する、福田 武男 パス

ト会長、稲川 和伸 会員、前田 浩志 会員へ大西会長より委嘱状が

手渡されました。 

 

ＲＩ第2510地区  

職業奉仕・基本理念委員会 

福田 武男 委員  

 

 

 

 

ＲＩ第2510地区 

職業奉仕・基本理念委員会 

稲川 和伸 委員  

 

 

 

 

ＲＩ第2510地区 

ローターアクト委員会 

前田 浩志 委員  

千歳ＲＡＣ第1回定例会参加報告 

 7月12日（火）19時00分より、ANAクラウンプラザホテル

千歳にて共同提唱三クラブのロータリアンを招いての今年度初め

ての定例会となる、千歳ＲＡＣ第1回定例会が吉岡 毅 新会長の

もとで開催されました。  

 千歳ＲＡＣからはメンバー8名

が出席され、共同提唱三クラブの

千歳ＲＣより8名、千歳セントラ

ルＲＣより8名、恵庭ＲＣより2

名の会員と、オブザーバーで岡田 

慎太郎 様（クラブプラウディ

ア）、森 琢哉 様（㈱メディア

コム）の2名の会員候補者をお招きし、28名の出席で開催されま

した。  

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

（左）職業奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長   

（中）社会奉仕委員会 牟田 裕一 委員長  

（右）環境保全委員会 平間 和弘 委員長  

（左）青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長   

（中）国際奉仕委員会 村上 倫行 委員長   

（右）ロータリー財団・米山記念奨学委員会 PC 福田 武男 委員長   


