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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 （11月17日 第15回）夜間通常例会（千歳セントラルRC合同）        担当：親睦活動委員会 

第14回（通算2447回）通常例会報告 

日時：2016年11月10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：出席・資料管理委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 副委員長  

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 馬場 正憲 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、本日も例会へのご出席、ありが

とうございます。ゲスト卓話の菅原理香

様、ご多忙のところ、ようこそおいで下さ

いました。後程の卓話、よろしくお願いい

たします。 

  

 10月30日～11月1日、友好クラブである神戸南RCへ訪問して

まいりました。クラブ対抗ゴルフ大会や例会の出席と、お忙しい

中、参加していただいた会員の皆様、誠にありがとうございまし

た。改めて感謝申し上げます。「人（ひと）」という字は、互いを

支え合っている文字です。友好クラブである神戸南 RC訪問で、私

は皆さんに支えられていることをつくづく感じました。 

  

 私はゴルフをやらないので申し訳ないのですが、今回のクラブ対

抗ゴルフ大会では僅差で千歳 RCが負けてしまいました。次年度は

千歳のホームグラウンドでの開催となりますので、是非とも勝利を

お願いいたします。 

  

 10月30日の神戸南RCでの例会時の食事は、丁度ハロウィンの

タイミングということで、フランス料理が特別なハロウィン仕様に

なっていました。 SAA・プログラム委員会が特別に企画したメ

ニューだそうです。大変美味しくいただきました。神戸南 RCは幹

事が全てを取り仕切るのではなく、各委員会に企画を委譲するウエ

イトが大きいように感じました。例会後の2次会は三宮にある「手

品屋」というお店でした。間近でトランプ手品を見るのは初めて

で、ネタを見破ろうとしましたが無理でした。手品をしながらの話

芸も面白く、楽しいひと時を過ごすことができました。神戸南 RC

の「おもてなし」に感謝申し上げたいと思います。 

  

 11月1日は15時より、「神戸空港開港10周年」と「千歳RCと

神戸南 RCとの友好クラブ締結 10周年」を記念して、掛け時計

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11月17日 

第13号 （通算2311号） 

    ～11月はロータリー財団月間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事 ） 

  
 1. 北タイ山岳民族 アカ族の子供就学支援募

金」について、第 2510地区前年度ガバナー補佐

の坂井治様（千歳セントラル RC）より寄付依頼が

来ております。例会終了後、ご寄付をいただきた

くお願いいたします。 

  2．千歳RCのジャンパーを購入します。 RC活

動時に帽子と一緒に着用したいと思います。一着3

千円（税込）です。サイズを確認し、出席・資料管理委員会にサイズ報告を

お願いいたします。 

 3. 10月30日～11月1日、友好クラブである神戸南 RCへ、18名の会員

の皆さんと訪問してまいりました。ゴルフのクラブ対抗戦ですが、今回は残

念ながら神戸南 RCに負けてしまい、対戦成績が 5勝5敗の五分となりまし

た。 

 4. 11月12日（土）「千歳川桜プロジェクト植樹」は 10時30分現地集

合です。 

 5. 11月16日（水）は事務局がお休みとなりますのでご理解のほどお願

いいたします。 

 6. 11月17日（木）千歳セントラル RCとの合同例会場は ANAクラウン

プラザホテル千歳です。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

  

 

 

 

 

 

 

本日のお客様をご紹介いたします。千歳保健所 保健推進課 健康

支援係 主任保健師 菅原 理香様でございます。  

クラブ永年出席100％会員表彰 

 クラブ永年出席100％会員表彰が行われ、大西信也会長より記念品が贈呈

されました。当クラブの表彰者は以下の6名です。  

 

◇15年表彰：2名 

 今村 静男 PC、玉山 敬吏 会員 

  

◇10年表彰：4名 

 浅利 美恵子 会員、大澤 雅松 会員、今野 良紀 幹事、榊原 潤 会員  

  

  

受賞者の方々と大西会長の記念写真で

す。受賞者の皆様、おめでとうござい

ます！ 

 

 

 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

（10万円相当）寄贈式に参加してまいりました。神戸空港ターミ

ナルビル3階のインフォメーションボードの上に設置されています

ので、神戸空港にお立ち寄りの際には是非とも拝見してきてくださ

い。 

  

 神戸南 RCへのお土産として、千歳産のキリンビール一番搾り

「北海道づくり」 350ml缶410本（82人× 5本/人）の送料を

サービスしていただいた、キリンビール（株）北海道千歳工場の名

川誠工場長様ありがとうございました。また、 ANAラウンジをご

用意していただいた、 ANA新千歳空港（株）の伊藤正樹社長様あ

りがとうございました。 

  

 では本日の例会、よろしくお願いいたします。 



2 

 

出席率 

今回：68.3％（11月10日＝43／63 実数） 

確定：66.7％（10月20日＝42／63､うちMu3名） 

◇講師紹介：出席・資料管理委員会 岡崎 進 委員長  

 皆さん、こんにちは。今日は千歳保健所の主任保健師 

菅原理香様に卓話をお願いしました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  

 

◇部外講師卓話： 講師 千歳保健所 保健推進課 健康支援係  

                 主任保健師 菅原 理香様 

◇講演テーマ：「ゲートキーパー」 

 千歳保健所の保健師をしています菅原です。今日はお招きいただきまして

ありがとうございます。今回、千歳RCからの卓話依頼に当たり、千歳保健所

内で卓話テーマを検討した結果、現在取り組んでいる自殺対策についてお話

することといたしました。短い時間ですので詳しい話はできませんが、よろ

しくお願いします。 

   

 お話しいただいた主なポイントは以下の通りです。  

 

◇適度なストレスは必要だが、環境や対処能力、生ま

れ持った資質などの限界を超えるとうつ病を招く。円

形脱毛症や発疹など身体症状が出て分かりにくくなる

仮面うつ病というものもある。 

◇自殺の背景には精神疾患があり、自殺企画者の

75％に精神障害があり、その精神障害の約半数がう

つ病等である。 

◇全国で年間 2万～3万人の自殺者がいて、交通事故

の死者数を上回っている。北海道では毎年 1,500人

前後の自殺者がいる。千歳でも年間 50人前後の自殺

者が出ている。 

◇年齢別の死因（全国ベース）では、15歳～39歳で

は自殺が第一位である。自殺が不慮の事故死や悪性新

生物による死因を上回っていることはあまり知られていない。  

◇千歳では40代～60代の中高年男性の自殺が多い。 

◇「ゲートキーパー」は「門番」という意味。悩んで

いる人に声を掛け、話を聞いて（否定しない、励まさ

ない、他人と比較しないなど）支援につなげ見守るこ

とが自殺を未然に防ぐ。  

 

 

 

 ※最後に、大西会長より謝辞がありました。こ

れからもご活躍をご祈念申し上げます。本日は、

どうもありがとうございました。  

 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～  

出席・資料管理委員会卓話 

第10回理事会開催報告 

 平成28年10月27日（木）13時30分よりANAクラウンプラザホテル千

歳例会場において、第 10回理事会が開催され理事 11名が出席しました。 

審議事項は以下の通りです。 

 

①ロータリージャンパーの購入の件 

②長沼RC創立25周年記念式典について 

③財界さっぽろ記事掲載について 

 ・2017年6月号（5月15日発売）掲載予定 

④アカ族支援プロジェクトについて 

⑤地区ローターアクトのバナー作成について  

 ・提唱クラブ1万円助成 

⑥11月・12月プログラムについて 

 ・11/10 通常例会 担当：出席・資料管理委員会 

  千歳保健所健康推進課主任保健師  菅原理香様「ゲートキーパー講習」  

 ・11/17 夜間例会（ANAクラウンプラザホテル千歳） 

   千歳CRC合同 担当：親睦活動委員会 

 ・11/24 通常例会 担当：財団・米山奨学会 ≪理事会≫ 

 ・12/8 昼間移動例会 キリンビール北海道千歳工場 担当：職業奉仕 

   12：30～食事（千歳バーガー）ハウベにて：コーヒー付864円 

   12：50～例会 

   13：10～工場見学 

  ・12/15 夜間例会（クリスマス家族会） 

   ANAクラウンプラザホテル千歳 千歳RAC合同  

   担当：親睦/SAA/出席 

指名委員会 喜多 康裕 副幹事   

 本日、第 1回の指名委員会を行いたいと思いま

す。指名委員会委員は、藤本敏廣 PC、川端清PC、

五十嵐桂一会員、南雲州治会員  吉本修会員、村松

繁克会員、喜多康裕 以上の7名です。 

 

 
ロータリー情報・定款細則委員会 藤本 敏廣 委員長  

 第1回目の炉辺談話を11月30日(水)18時30分よ

りANAクラウンプラザホテル千歳 1階の和室で行い

ます。  

 

 

RG会 藤川 俊一 幹事  

 RG会納会を11月6日、7日に行いました。 来年

は4月下旬からの開催を予定しています。今年一

年、会員の皆様のご参加ありがとうございました。  

 

 

 

社会奉仕委員会 村松 繁克 副委員長  

 10月27日の例会時、皆様に北海道東部災害義援

金のお願いをしたところ、お陰様で 3万9千円が集

まりました。ご協力ありがとうございました。  

委員会報告 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

本日のニコニコＢＯＸ  18名 26,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  

 10月14日（金）、ANAクラウンプラザホテル千歳にて、千歳市が寄付

金を利用し千歳川沿いを桜で彩ろうと始めた「千歳川桜プロジェクト」を支

援する「千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会」（代表：大西信也 千歳

RC会長）は今年度の事業を終え、参加団体の会員相互が交流するゴルフ大

会（主催：千歳青年会議所）と懇親会（主催：千歳 RC）を開催いたしまし

た。  

 この日は、ゴルフ大会（ちとせインターゴルフクラブ）に 51人、懇親会

に126人が参加し、主催者として同会代表である大西信也会長が事業への理

解と協力に感謝し挨拶があり、そして街頭募金で集まった善意を山口幸太郎

市長に手渡しました。山口幸太郎市長からは謝辞をいただくとともに、感謝

状を大西信也会長に手渡ししていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

「千歳川桜プロジェクト」6団体合同懇親会開催報告 

 千歳RCの友好クラブである神戸南 RCとは、2006-07年度（五十嵐  宏

会長）に友好クラブの締結調印式を経て現在に至っております。毎年、例会

開催クラブを千歳⇔神戸と変えながら、ゴルフや観光、例会後の懇親会な

ど、両クラブの親睦の為の活動を行っており、本年は神戸南 RCでの開催で

す。2016年10月30日（日）～11月1日（火）の2泊3日の行程で、千歳

RCの18名が友好クラブである神戸南 RCへ訪問し、会員同士の交流を深め

て参りました。 

 

◇10月30日（日） ウエルカムパーティー（別館牡丹園）  

◇10月31日（月） クラブ対抗ゴルフ大会（六甲国際ゴルフ倶楽部）  

◇10月31日（月） 神戸南RC例会（神戸ポートピアホテル例会場）  

◇11月  1日（火） 千歳RC・神戸南RC友好クラブ締結10周年記念 

                              掛け時計寄贈式典（神戸空港）  

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

友好クラブ神戸南RC訪問報告 


