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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 （10月2日 第10回）通常例会                      担当：国際奉仕委員会 

第8回（通算2441回）通常例会報告 

日時：2016年9月15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：国際奉仕委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

四つのテスト:職業奉仕委員会 玉山 敬吏 委員 

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

 本日のお客様をご紹介いたしま

す。第2510地区青少年交換委員

会 議長 西村 英晃 様(恵庭

RC)、千 歳 RAC 村 山  はるか 

様でございます。 

  

 

 

西村 英晃 様(恵庭RC) 村山 はるか 様(千歳RAC) 

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10月2日 

第8号 （通算2306号） 

    ～9月は基本的教育と識字率向上月間～  

幹事報告 

1.9月5日 千歳桜プロジェクト合

同会議に会長・幹事が出席してまい

りました。 

2.千歳川桜プロジェクト6団体親睦

ゴルフ大会を開催します。 

3.千歳川桜プロジェクト6団体懇親

会を開催します。 

4.本日の例会後、理事会をこの場所

で行います。 

5.友好クラブ神戸南ロータリークラブ幹事より台風の見舞いお電話

いただきました。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

お客様紹介(紹介:齊藤 博徳 副会長) 

 ゲスト卓話でお越しの西村英晃

様、村山はるか様には、お忙しい

中いらしていただき、ありがとう

ございます。新入会員の塩澤寛子

様、ようこそ千歳ロータリークラ

ブへ！ 

9月4日の「千歳神社例大祭後の清

掃」は、日曜日の早朝5時30分か

らではありましたが、多くの会員

に参加して頂きありがとうございます。はるばる支笏湖湖畔から

佐々木義朗会員も参加していただきました。 

 8月のロータリー特別月間は「会員増強月間」でした。ガバナー

月信の8月号、地区会員増強委員会委員長嵯峨パストガバナーの記

事を抜粋しますと、「新しい会員は我々に新たな刺激をもたらせて

くれます。また、入会を勧める行動を通してさらに新しい仲間が増

える事によりロータリークラブの活動、魅力を地域に発信する広報

活動にもつながってまいります。」途中省略して、「魅力あるロー

タリークラブであるためには、理念をしっかり心に刻むことは無論

ですが、毎週の例会で今日も来てよかったと思える事が必要です。

例会の内容、そして仲間と語るひとときの充実が大切です。この工

夫は会長・幹事の皆様と執行部の責務です。」以下省略します。と

いう記事です。 

 今年度は席が抽選になっております。どうか同じ席の一人ひとり

に一言でよろしいので話しかけていただきたいと思います。それが

仲間と語るひとときの充実になる第一歩だと思います。 

 今年、7月になってから今日まで6名の方が入会しました。その

中で宮川浩一会員は自から千歳ロータリークラブに入会したいと

言って来て下さいました。ありがたいことです。期待を裏切らない

ように責任重大です。宮川会員や他の新入会員の皆さんから新たな

刺激を受けながら、入会して良かったと言われるように、ざっくば

らんに話し合える、楽しめる例会作りをしなければなりません。そ

のためにも、何度も言いますが、例会に出席していただきたいと思

います。楽しくなるかならないかは、出席しないと始まりません。

そして、自分から楽しくなるように仕向けていって欲しいもので

す。新入会員の推薦者は、2年間のフォローアップをお願いいたし

ます。 

 話は変わりますが、皆さんに「千歳川桜プロジェクト」6団体合

同ゴルフ大会及び懇親会の案内が行っていると思います。この「千

歳川に桜並木をつくる市民サポートの会」の代表に私がなっており

ます。私はその器ではないと固く固辞したのですが、6団体の中で

一番会員数が多いクラブということで私がなってしまいました。代

表ということでゴルフ、懇親会に千歳ロータリークラブが多く参加

しなければいけないということです。ゴルフは私がやらないのでお

頼みするのは非常に心苦しいのですが、参加をお願いします。RG

会の沼田会長にもお願いしております。 

 当初市内5団体が集まって行動を起こしたのは、8年前の市制50

周年式典の前夜祭として私達4クラブの主催、千歳青年会議所が共

催で「千歳市市制50周年を祝う市民の集い」という祝賀会を8年

前の9月6日に開催して以来のことです。この時の代表が当時、千

歳ロータリークラブの会長でした末廣孝パスト会長です。このこと

がきっかけで5団体が毎年輪番制でゴルフ大会を開催することに

なっておりましたが、千歳青年会議所の番の時から開催されなくな

りました。そこで、今回は、開催しなかった千歳青年会議所が主催

となって、ちとせインターゴルフクラブでやることになりました。

懇親会の方は、ANAクラウンプラザホテル千歳に決まりました。

来賓として千歳市長、企画部長、建設部長の出席が予定されており

ます。ゴルフ大会の表彰式も懇親会の中でやります。例会ではない

のですが、親睦活動委員会には司会の方をお願いしております。出

席にはお金のかかることではありますが、大西年度の一つの目玉事

業となっておりますので多数のご参加をよろしくお願い致します。 

 10月20日(木)の夜間移動例会(丸駒温泉)の案内を出していきま

す。三役は一泊するということにしておりますので、皆さんお泊り

になってください。今日も例会、よろしくお願いいたします。 
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出席率 

今回：73.2％（9月15日＝41／64 実数） 

確定：81.1％（8月25日＝43／63､うちMu0名） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇千歳RAC 村山 はるか 様 

 

 私が作ったパワーポイントを見

ていただき、お話をさせていただ

きます。 

 まず、ロータリーの留学をなぜ

知ったかというと私の祖父がロー

タリアン、恵庭のロータリークラ

ブに所属しておりましてそちらで留学の事を知ったのですけれど

も、その前に私は海外旅行にも行った事がなく、一度、海外に出て

みてどういう生活をしているのかなというのはちょっと興味があり

留学に至りました。いざ留学を申し込みして１年間と言われ１年も

家族や友達から離れて生活するとなるとやはり不安で行きたくない

という気持ちがすごく溢れてきました。でもロータリーの方々、一

緒に留学に行く方々に励まされ１年後に飛行機に乗って一人でオー

ストラリアに行きました。その時もまだ飛行機に慣れてなかったの

でどうやって乗り継ぎをすればいいのか、飛行機の中では何をすれ

ばいいのかもわからなかったのです。  

※パワーポイント(スクリーンショット参照) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 火曜日に千歳RACの例会があっ

て、千歳RC前田委員長とあと千歳

セントラルRCの高塚さんが参加し

てくださったのですけれどもロー

タリアンに例会に参加していただ

くからには参加していただいた

ロータリアンに何か学んでいただ

いて何か持って帰っていただく例

会を作ってくださいと言われたの

で、今回、千歳RC皆さまが私の拙い卓話を聞いて何か感じていた

だければと思います。ありがとうございました。 

 

※最後に、大西会長から謝辞と記

念品が贈呈されました。これから

もご活躍をご祈念いたします。本

日は、どうもありがとうございま

した。 

～詳しくははホームページをご覧

ください～ 

新入会員入会式 

委員会報告 

国際奉仕委員会卓話 

◇親睦活動委員会 小畑 彰 委員

長 

 

 １０月２０日が丸駒温泉旅館での

夜間移動例会となっております。宿

泊も含めて多くの方に是非参加して

いただきたいと思います。 

 

◇社会奉仕委員会 村松 繁克 副

委員長 

 

 ９月２６日(月)秋の全国交通安全

運動「セーフティコール」の参加を

よろしくお願いいたします。 

 

 

◇RG会 沼田 常好 会長 

 

 毎年行っておりますRG会の納

会、皆さま方の多くの参加をよろし

くお願い申し上げたいと思います。 

 

 

 

◇青少年奉仕・ロータアクト委員会 

前田 浩志 委員長 

 

 １０月３日の月曜日の夜に「ス

ポーツ交流例例会」を行うこととな

りました。皆さん千歳武道館のほう

にお集まりいただくようによろしく

お願いいたします。 

～詳しくははホームページをご覧ください～ 

塩 澤  寛 子(しおざわ ひろこ)会

員のご紹介 

 

紹介者：大西 信也 会長 

職業 ペット産業 (ドックゾーン

代表) 

所属委員会：出席・管資料理委員会 

 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

◇講師紹介：国際奉仕委員会 村上 

倫行 委員長 

 

 今日は、「青少年交換留学生の

現状について」、皆さんよくご存

知の西村英晃さんは、恵庭RC会員

で元千歳RACの会長でございま

す。それから村山はるかさん、昨

年は千歳RACの幹事、今年は会計

を行っています。今回はお二人に卓話をお願いいたしました。お

二人とも交換留学生という経験がありますので非常に楽しみな卓

話です。 

 

◇卓話 第2510地区青少年交換

委員会  議長  西村  英晃  様 

(恵庭RC) 

 

 本日は、地区の青少年交換委員

会議長として参りました。今現在

の青少年交換の現状と行った子供

たちがどんなことをしているのか

など、なかなか報告されない点がございますので、その点を重点

的に卓話させていただきます。 

本日のニコニコＢＯＸ  18名 25,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  
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