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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10日 第14回）通常例会           担当：出席・資料管理委員会 

第13回（通算2446回）通常例会 開催報告 

日時：2016年10月27日（木）12時30分～13時30分 

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：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 吉本 修 委員 

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 落合 和昭 会員 

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

 皆さん、こんにちは。ゲスト卓話でお

越しいただきました、レイインシ 様、恵

庭ＲＣ幹事の石川 俊則 様、地区米山記

念奨学･学友委員会委員・札幌清田ＲＣ会

長の三浦 信一様、お忙しい中、ようこそ

おいでくださいました。後ほど、よろし

くお願いします。 

 第7グループ ガバナー補佐の高木 繁

秀 様、長沼ＲＣ会長の天野 敦子 様、長

沼ＲＣ25周年実行委員長の清水 彰 様、ようこそいらっしゃいま

した。歓迎申し上げます。 

 10月14日の「千歳川桜プロジェクト」の６団体合同懇親会の

時、皆さん、お気付きでしたでしょうか。千歳市 山口幸太郎 市長

はじめ市の幹部の皆様、六つの奉仕団体が集まった125名の懇親

会でしたので、私が主催者挨拶をしている時、あがっているつもり

は無かったのですが、足が震えて止まりませんでした。やっと立っ

ている状態で、ガタガタ震え、声が震えないようにするのが大変で

した。日頃、小中高校の入学式、卒業式の祝辞を、苦手ではありま

すがやっておりますが、足が震えたことは一度もありませんでし

た。つくづく挨拶は苦手だなぁと思ってしまいました。 

 さて、これから例会が祭日にぶつかることはありませんので、月

3回の例会はしっかりあります。 

 例会が月3回で物足りないと感じる会員の皆様もいらっしゃると

は思います。私としては、挨拶が苦手なので挨拶の回数が尐ないの

は助かります。月3回というのは、これから会長になる方も、挨拶

が得意な方ばかりではありません。会長の選出にしても、入会の勧

誘にしても、月3回というのはハードルが尐し低くなるのではない

かと私は思っています。 

 次々年度の会長を選出する時期が来ました。自分のため、クラブ

のため、指名されたら快くお引き受けいただければうれしい限りで

す。 

 1月になれば、次年度、瀧澤年度の準備が始まると思います。当 

会長挨拶（大西 信也 会長） 
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    ～１1月はロータリー財団月間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事） 

(1)神戸单ＲＣ訪問について、ANA新千歳空港㈱社長の伊藤 正樹 

会員のはからいで、出発時にプレミアムカウンターが利用できるこ

ととなりました。ラウンジも利用できます。伊藤社長に感謝申し上

げます。神戸单ＲＣへのお土産ですが、今回はキリンビール「北海

道づくり」を、名川 誠 会員、瀧澤 順久 会長エレクトのはからい

で、予算内で一人５本をお持ちすることができます。「北海道づく

り」はプレミアムが付いているようですので、神戸单ＲＣの皆さん

に喜んでもらえるのではないかと思っています。 

 (2)本日、卓話をしていただく米山奨学生のレイさんですが、彼女

の学業支援をお願いできる方は、後ほどロータリー財団・米山記念

奨学委員会の福田 武男 委員長が皆さんの席を回りますので、支援

金をよろしくお願いします。 

 (3)本例会終了後、理事会を開催しますのでよろしくお願いしま

す。 

 本日のお客様をご紹介します。 

 本日卓話をしていただきます、米山奨学生 

レイ インシ 様、地区米山記念奨学･学友委員

会 委員 三浦 信一 様、恵庭ロータリークラブ 

幹事 石川 俊則 様です。 

 続きまして、長沼ロータリークラブから、

第七グループガバナー補佐 高木 繁秀 様、会

長 天野 敦子 様、25周年記念例会実行委員長 

清水 彰 様です。 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

クラブの細則で月３回の例会へと変更しておりますので、これをま

た変更する場合は、会員の皆さんにアンケートをとるなど、早めに

準備をしていただきたいと、次年度三役にはお願いしております。 

 最後になりますが、10月20日の丸駒温泉夜間移動例会について

ですが、親睦活動委員会の小畑委員長をはじめ、親睦活動委員会の

皆さんのおかげで、楽しい一時を過ごさせていただきました。あり

がとうございます。宿泊組は、二次会のカラオケで大いに盛り上が

りました。次は、11月17日の千歳セントラルロータリークラブと

の合同夜間例会です。親睦活動委員会の皆さん、よろしくお願いし

ます。 

長沼ＲＣ創立２５周年記念行事のご紹介 

○第7グループ ガバナー補佐（長沼ＲＣ） 高木 繁秀 様 

 皆さん、こんにちは。ここにお邪魔するの

も今年3回目になりますが、第7グループの

公式訪問は、10月4日の北広島ＲＣを最後

に、すべて完了いたしました。そして、すべ

てのガバナー公式訪問も、10月24日の札幌

单ＲＣをもちまして完了しております。 

 地区大会で提案のありました、第7グルー

プと第8グループの合併ですが、これらの協

議も各クラブにお願いし、12月までに意見

をまとめてガバナー事務所の方に報告しなければなりませんので、

皆様のご協力をよろしくお願います。 

 今日は長沼ＲＣの25周年記念ということで皆さんにお願いして

おりますので、これもよろしくお願いしたいと思います。 

 タイの「アカ族支援プロジェクト」について、どのように進めた

らよいか、次回の会長幹事会で検討させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。 

 

○長沼ロータリークラブ 会長 天野 敦子 様 

 皆さん、こんにちは。本日は、11月27日に行

われます我がクラブの創立25周年記念例会につ

いてのご案内におじゃまさせていただきました。 

 こちらのクラブからみましたら、まだまだひ

よっこでございますが、いろいろとご指導を賜り

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 
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出席率 

今回：68.3％（10月27日＝43／63 実数） 

確定：68.3％（10月20日＝43／63､うち､Mu 4名） 

 10月25日（火）19時00分より、ANAクラウンプラザホテル

千歳にて、千歳RAC第12回定例会が開催されました。今回は専門

知識開発委員会の担当で、この10月から市内で導入されていま

す、バスロケーションシステム「ちーなび」に関しての卓話を実施

しました。 

 本日の出席者ですが、千歳ＲＡＣからはメンバー6名、共同提唱

三クラブの千歳ＲＣより10名、千歳セントラルＲＣ4名、恵庭Ｒ

Ｃ10名（うち米山奨学生レイ氏を含む）、本日の卓話講師を務め

ていただく、千歳科学技術大学助教の山川広人様、同じく非常勤講

師木滑英司様、ゲストとして、千歳市企画部主管（交通政策担当）

中出英利様、株式会社もりもと総務人事部マネージャーの脇坂健司

様をはじめ、「ちーなび」の開発に関わった千歳科学技術大学生5

名と㈱ツヨシオカより1名のゲストを迎え、計40名での開催とな

りました。 

 

 ※会長挨拶をする 吉岡 毅 会長

（左）、本日の進行役であり、報告

事項の中で次年度会長を発表し、自

らが次年度会長に就任する 鳥越 翼

会長エレクト（右）です。 

 

◇講師卓話 バスロケーションシステム「ちーなび」について 
 

※本日卓話をしていただきました、写

真右から千歳科学技術大学助教山川広

人様と同大学で非常勤講師を務めら

れ、㈱ツヨシオカの社員でもありま

す、木滑英司様です。 

 

 本日の卓話は、まず講師の自己紹介から始まり、本日の題目であ

ります、バスロケーションシステム「ちーなび」に関して、１．ど

んなものなのか、２．デジタルサイネージについて、３．研究開発

に関して、４．これからの活用に関してとまとめ、の順にお話して

下さいました。 

 卓話の結びに、「ちーなび」のこれからの課題として、新しい利

用者の獲得やバス情報だけではな

い地域情報、口コミなども一緒に

検索出来、様々な情報を利用者が

得られるような形を目指していき

たい旨、お話されていました。 

※千歳科学技術大学の皆様 

◇講 評 

※本日の講評は、千歳市企画

部主管（交通政策担当）中出

英利様、デジタルサイネージ

を店舗に導入予定の株式会社

もりもと脇坂健司様よりいた

だきました。 

 

 次回の定例会は11月22日（火）、「ゆきあかり」にて毎年恒例

となったワイン定例会を予定しています。RI第2510地区ローター

アクトクラブ地区代表の三浦幸恵様も来られる予定となっています

ので沢山のメンバーのご出席をよろしくお願いします。 

～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

千歳ＲＡＣ第12回定例会参加報告 

○長沼ロータリークラブ 25周年記念例会

実行委員長 清水 彰 様 

 天野会長から申したとおり、11月27日、

皆さんの尐しでも多くのご参加をいただきた

いということでご挨拶にあがりました。 

 寒い時期にはなりますが、長沼町の「りふ

れ」で、式典・祝賀会を15時半から開催し

ます。また、記念事業の一つとして、パスト

ガバナーの丸山淳士先生に講演を依頼し、

「健康長寿のための３つの心得とカキクケコ」ということでお話を

してもらいます。軽快かつユーモアに富んだトーク、それとユニー

クなアイデアをお持ちで、楽しい講演になると思います。式典の前

の13時半（開場13時）から講演となっております。 

 式典に続きまして祝賀会となりますが、千歳ＲＣの佐藤秀雄パス

トガバナーにご発声をお願いして進めさせていただきます。余興

は、長沼ＲＣらしい、皆さんに楽しんでいただけるような企画を準

備しておりますので、楽しみにしていただき、ぜひ参加していただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

○お礼のことば：大西 信也 会長 

 

 レイさん、ありがとうございまし

た。 

 言葉を通じて、日本と中国の架け

橋になりたいということは、すばら

しいことだと思います。これからも

学業に励んでいただきたいと思いま

す。 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話 

○地区米山記念奨学・学友委員会  委員  三浦 

信一 様 

 日頃、米山記念奨学金の提供にご協力いただきあ

りがとうございます。本日は、そのお礼を申し上げ

るためにまいりました。 

 今後とも引き続きご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。 

○恵庭ロータリークラブ 幹事 石川 俊則 様 

 恵庭ＲＣの事業の一環として、米山奨学生支援

をずっと続けております。東日本大震災以降途切

れておりましたが、縁がありまして本日卓話の 

レイ インシ さんが恵庭ＲＣの奨学生となり、北海

道文教大学で頑張っています。本日の卓話、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

◇卓話 「中国と私の故郷」 レイ インシ 様 
 

 皆さん、こんにちは。私は、中国の広東省

の広州市からまいりました  レイ  インシ 

と申します。今日は、皆様の貴重な時間をい

ただいて卓話させていただきます、心より感

謝しております。 

 私は恵庭市にある北海道文教大学に通い、

専攻は日本語教育です。将来は、言語教師に

なることを夢見ています。言語と、その裏の

文化を通じて、日本と中国の架け橋になりたいと思っています。 

 中国の面積は世界第三位です。人口は13億7千万人、民族は、

漢族が92%を占めています。 

 中国は、面積も広く、人口も多いので、私が日本に来てよく聞か

れるのは、「中国では○○をしますか。」という質問です。この質

問に、私はなかなか答えることができません。何故なら、中国は広

く、沢山の人がいるので、一概に「こうですよ」とは言えないで

す。 

 日本の「県」は中国の「省」になります。広東省は单にあります

ので雪は降りません。広州市の概要ですが、人口は1,300万人、

平均気温が21.7度ととても暑いんです。ですので、私は北海道に

来るまで雪を見たことがありませんでした。言語は「広東語」にな

ります。広東語の「おいしい」は「ホウメイアー」といいます。一

緒に食事をした時、「ホウメイアー」と言っていただくと、とって

もうれしく思います。 

 私は高校を卒業して就職しました。就職先は、ラジオのパーソナ

リティをしていました。その後に、テレビの声優の仕事を２年間し

ていました。そして、2013年4月に日本に来ました。北海道文教

大学に入学、2016年4月から米山奨学生になり、恵庭ロータリー

クラブの皆様にお世話になり、いろいろな活動に参加させていただ

きました。いろんな方と出会って、お話しして、大変勉強になりま

した。 

 ロータリーの趣旨の「奉仕の思い」をよく理解しており、将来は

社会貢献できるように頑張っていきたいと思っています。皆さん、

どうぞご指導ください。よろしくお願いします。 

 本日は、卓話をさせていただき、本当にありがとうございまし

た。 

～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

本日のニコニコＢＯＸ  23名 66,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  


