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～7月はロータリー親睦活動月間～

本日の例会 （8月19日 第5回）夜間移動例会（盆踊り）＜RAC合同＞

幹事報告（今野 良紀

第3回（通算2436回）夜間通常例会報告
日時：2016年7月28日（木）18：3０～19：30
場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場
プログラム：夜間通常例会（ガバナー公式訪問）
担当：三 役
進行：SAA・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長
四つのテスト：青少年奉仕・RAC委員会 荒 洋一 委員

お客様紹介（齊藤 博徳

担当：青少年奉仕・RC委員会

幹事 ）

１．キリンビール（株）北海道千歳工場ビ
アレストラン「ハウベ」での夜間移動例会で
は、会員の皆さま方のたくさんの出席ありが
とうございました。親睦活動委員会にて楽し
いイベントを行っていただきました。また千
歳RACの市民納涼盆踊り大会フードチケットをご購入いただきあ
りがとうございました。チケット売上額が過去最高額になりまし
た。心より感謝いたします。
２．7月27日(水)千歳市戦没者追悼式に齊藤副会長が出席いたし
ました。
３．藤井会員が 8月1日付で新潟へ転勤、ご栄転されます。 7月
30日(土)送別会を開催いたします。
４．本例会終了後、武部ガバナーを囲んで集合写真を撮影いたし
ます。撮影後、当例会場にて理事会を開催します。

副会長）

本日のお客様をご紹介致します。 RI 第
2510地区ガバナーの武部 實 様（札幌南
RC）、地区代表幹事の橋本 耕二 様（札幌
南RC）、第7グループガバナー補佐の高木
繁秀 様（長沼RC）です。

新入会員入会式

～詳しくはホームページをご覧下さい～

★羽生

会長挨拶（大西 信也 会長)

伴子（はぶ ともこ）会員のご紹介★

紹介者：今村 静男 パスト会長
株式会社 メディアコム 専務取締役
所属：出席・資料管理委員会

皆さん、こんばんは。今夜は RI 第
2510地区の武部ガバナー、橋本地区
代表幹事、高木第 7グループガバナー
補佐をお迎えしての「ガバナー公式訪
問」です。16時からの「会長・幹事懇
談会」、その後の「クラブ協議会」で
は活発な意見交換を行いました。

～詳しくはホームページをご覧下さい～

藤井 雅一

会員 異動のご挨拶

2016年8月1日付の人事異動により新潟（ ANAクラウンプラザホテル新
潟の総支配人）へ転勤、退会される藤井 雅一 会員よりご報告とご挨拶が
ありました。
千歳には、2012年3月に着任し4年5ヶ月の勤務
でございました。当ホテルの前任の下山徹哉が、
今、新潟で勤務しております。その下山が体調を崩
しまして 2ヶ月ほど療養するため、代役として 2ヶ
月間の新潟勤務となりました。 10月からは、また
辞令が出て転勤ということになっております。

私は、武部ガバナーと初めてお会い致しましたとき、非常に親し
みを感じました。それは、お体が小さくて、お顔も小さくて、適度
に毛が薄くて、私と同じだと思ったからです。そして、 2016年3
月5日の会長エレクト研修セミナー、4月10日の地区研修・協議会
に出席致しましたとき、武部ガバナーは素晴らしいお話をされるの
で、武部ガバナーのもとで、この1年間頑張ろうと思いました。
話は変わりますが、私は昨日、健康診断を受けに行って参りまし
た。私の変な自慢は、今まで生きてきて点滴注射を一度も打ったこ
とがないということです。今のところ持病もありません。奉仕活動
をするためには、健康第一でなくてはなりません。健康でいるため
には、なるべくストレスを持たないようにすることが大切です。

4 年5 ヶ月、千歳 RCの皆様からは色々なことを教えていただき、また
「ロータリーの奉仕の精神」も教えていただきました。ありがとうございま
す。これを私の経験として頑張っていきたいと思います。

RI第2510地区代表幹事挨拶（橋本 耕二 地区代表幹事）

悪いことは直ぐに忘れるようにしましょう。そして、色々と楽し
いことをするのです。「コーピング」というストレス対処法があり
ます。これは宇宙飛行士も取り入れているやり方ですが、簡単に申
し上げますと、あらかじめ「気晴らし」をリストアップしておきま
す。例えば、音楽を聴く、本を読む、映画鑑賞するなど数多くリス
トアップしておきます。そして、ストレスになったときに、ストレ
スに見合った「気晴らし」を行うというものです。

地区代表幹事の橋本でございます。今日はガバ
ナー公式訪問ですので、地区大会の宣伝をしたいと
思います。10月1日、2日の地区大会は札幌パーク
ホテルで開催されます。ゴルフ大会は、 9月30日、
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コースで 140名の参加予定で
予約を入れております。地区大会の記念講演は、ミ
ズノ（株）会長であり東京 RCバスト会長の「水野
正人」様でございます。懇親会は、着席で美味しいフランス料理を食べてい
ただこうと、フレンチレストラン「モリエール」の中道オーナーシェフにお
手伝いいただきます。是非、お越しいただきたいと思います。

私にとっての「気晴らし」の一つは、この例会に出席してロータ
リーソングを歌うことです。皆さんもたくさんの「気晴らし」を是
非見つけてください。今日も例会よろしくお願いいたします。
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1

http://www.chitose-rc.jp

RI第2510地区ガバナー補佐挨拶（高木 繁秀 ガバナー補佐 ）

「千歳川桜プロジェクト」寄付金贈呈

皆さん、こんばんは。 6月9日の例会に参加させて
いただいて、今日で 2回目の訪問になります。今日
はガバナー公式訪問ですので、先程の会長・幹事懇
談会、そしてクラブ協議会に出席し、さすが千歳 RC
はこの地区を代表するクラブで、素晴らしい活動を
していることがよくわかりました。今日はこの後、
武部ガバナーからご挨拶をいただきますが、武部ガ
バナーは「組織改革」そして「地域と共に」、「人道的活動」に力を入れて
活動しております。何卒、ご協力よろしくお願いいたします。

7 月 20 日（水）千歳市が今年度か
ら実施する「千歳川桜プロジェクト」
に、千歳ロータリークラブ、千歳セン
トラルロータリークラブ、千歳ライオ
ンズクラブ、千歳中央ライオンズクラ
ブ、国際ソロプチミスト千歳、千歳青
年会議所の 6 民間奉仕団体でつくる
「千歳川に桜並木をつくる市民サポー
トの会（代表：大西会長）」が、千歳市への事業支援として、 100万円を寄
付いたしました。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～

RI第2510地区ガバナー卓話（武部 實 ガバナー）

第1回RG会開催報告

皆さん、こんばんは。 7 月からＲＩ第
2510地区ガバナーに就任いたしました武
部實でございます。千歳 RCは非常にレベル
の高いクラブであり、皆さんが想像してい
る以上に注目されているクラブです。まさ
に都市型のクラブです。先ほど、各委員会
の事業活動等を拝見させていただきました
が、札幌のロータリークラブとよく似てい
ます。人道的支援活動に絞りきれていない
ところも都市型ロータリークラブだという気がいたします。

7月23日(土)ちとせインターゴルフクラブにおい
て 第1回ＲＧ会 が開催されました。
絶好のゴルフ日和の中、会員 13名の方々が楽しくプ
レーされました。尚、表彰式はプレー後、ゴルフク
ラブのレストランにて行われました。優勝：五十嵐
桂一 会員、準優勝：加藤輝明 会員、3位：村田研一
パスト会長～詳しくはホームページをご覧下さい～

武部 實ガバナーを迎えての「会長・幹事懇談会」、
「クラブ協議会」開催報告

私は、ロータリーを深く知りません。ただ、「ロータリーの思い」を皆さ
ま方に伝えたいと思います。「財界さっぽろ」 7月号の取材インタビューを
参考に、この記事に沿ってお話しをしていきたいと思います。札幌南 RCの会
員である「財界さっぽろ」社長の舟本会員に協力をお願いしたところ、毎月
2ページにわたって 1年間、ロータリー特集を組んでいただけることになりま
した。

7月28日（木）のガバナー公
式訪問例会前にＡＮＡクラウン
プラザホテル千歳にて、武部
實 ガバナー（札幌南ＲＣ）を
はじめ、橋本 耕二 地区代表幹
事（札幌南ＲＣ）、高木 繁秀
第7グループ ガバナー補佐（長
沼ＲＣ）をお迎えして、16時より「会長・幹事懇談会」、17時よ
り「クラブ協議会」が開催されました。

※以下、ガバナーの伝えたいことを「財界さっぽろ」 7月号掲載記事からの
抜粋も交え要約しています。
ロータリーの目的は「知り合いを広め、奉仕の機会とする」、「職業上の
高い倫理基準を保ち、社会に奉仕、かつ各自の職業を高潔なものとする」、
「ロータリアン一人ひとりが日々、奉仕の理念を実践する」、「世界的ネッ
トワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する」、まさしくロータ
リーはこれらを目標に据えた”奉仕団体”です。私たちは決して偉い人たち
の集まりではありません。富裕層の集まりでもありません。奉仕の心をもつ
人の集まりなのです。

今回の「クラブ協議会」では当クラブの各委員長より委員会方
針や年度活動計画が発表されました。各委員長からの報告発表
後、武部ガバナーから総評がありました。 その要旨の一部は以下
の通りです。

会員の多くはロータリーをあまり理解していないように感じます。私自
身、今になってやっと学び始めたところです。ロータリーとは何ですかと聞
かれたら、多少恵まれている人たちが世界中の多くの不幸な人たちのために
支援する組織であると答えます。ロータリーの魅力は年代を超えた友人がで
きるところです。「たかがロータリー、されどロータリー」です。

１．千歳RCの分収造林「ロータリーの森林」に関し、環境保全と
いう価値は、今の日本で必要なところがたくさんある。分収造林
「ロータリーの森林」事業はものすごいプログラム。
２．ロータリーは奉仕の心をもつ人の集まり。今のメインは人道
的奉仕だが、今の時代に千歳 RCがこの事業を続けていくことは重
要。
３．大都市のロータリークラブに見られる、人道的奉仕の目的が
薄れる、焦点がぼやける、といった面が千歳 RCにも見える。今以
上に合理的な組織に変わると、もっと奉仕活動が絞られていく。
ロータリーは主催者になる必要はない。地域の色々な奉仕活動に
協力していくことによってロータリーの公共イメージが高まる。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

活動方針「地域と共に」とは、自分たちが必ずしも主催者である必要はあ
りません。ほかの奉仕団体とも力を合わせながら、地域の人たちの活動に参
加させていただく。こうしたことを通じてロータリーの意義や存在を広く
知っていただきたいと考えています。私たちは”ロータリーかぶれ”になっ
てはいけません。外を見なければ、自己満足的な奉仕活動に陥る危険性があ
ります。決して上から目線の活動では理解されないと思います。地域と共に
汗をかくことで北海道の活性化に寄与していきたいと思います。
第2510地区は、かつて 4300名いた会員が、いまは 2600名です。この
会員数に適応した組織改革が必要と考えます。大胆な地区・委員会の統廃合
によりムダを省き、合理化、活性化を図り、各クラブとの連携の強化につな
げたいと思います。ロータリー活動の主役は、地区に根ざしたクラブです。
各クラブが地域のために実施している活動をサポートしてロータリーの輪を
広げいくことが、地区の役割です。第 2510地区ロータリークラブは 69クラ
ブになりました。 30名以下のクラブは 32クラブ、その内20名以下のクラブ
は15クラブあります。千歳 RCなどグループの中心的なクラブが、少人数ク
ラブへ思いやりをもってサポートするよう、グループ再編、地区の再編に取
り組んで行きたいと思います。

藤井 雅一 会員

送別会開催報告

7月30日(土)ANAクラウンプラザホテル千歳に
て、当クラブ会員で ANAクラウンプラザホテル
千歳の総支配人 藤井 雅一 様の送別会が開かれま
した。本送別会には、後任の落合 和昭 様も参加
いただき、盛大に開催されました。 8月1日から
新潟で2ケ月間の勤務（ANAクラウンプラザホテ
ル新潟の総支配人）となりますが、その後の転勤
先はまだ決まっていないとのことです。
藤井 雅一 会員、 4年5ケ月のロータリー活動、お疲れ様でし
た。また近いうちにお会い出来る事を、会員一同楽しみにしてお
ります。 ～詳しくはホームページをご覧下さい～

～詳しくはホームページをご覧下さい～

本日のニコニコＢＯＸ 21名

62,000 円

～詳しくはホームページをご覧下さい～

出席率
今回：62.2％（7月28日＝38／61 実数）
確定：85.2％（7月14日＝52／61､うちMu1名）
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