
1 

 

 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 （12月8日 第17回）昼移動例会                     担当：職業奉仕委員会 

第16回（通算2449回）通常例会報告 

日時：2016年11月24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：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

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：出席・資料管理委員会 塩澤 寛子 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。小樽南RC  国際奉仕委員会

副委員長（米山奨学担当）、RI第2510地区ポリオプラス委員会委

員 松浦 光紀 様でございます。 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

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12月8日 

第15号 （通算2313号） 

    ～12月は疾病予防と治療月間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事） 

  

 １．11月17日（木）に開催されまし

た、千歳セントラルRCとの合同例会へ

のご参加ありがとうございました。「千

歳RCの歩み」では当クラブの歴史を上

手に取り纏めていただき、非常に分かり

やすくて勉強になりました。素晴らしい

スライドを作成していただいた親睦活動

委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。感謝申し上げます。 

 

 ２．本日、理事の方は例会後、この場所で理事会を開催いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員会報告 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

親睦活動委員会 小畑 彰 委員長  

 

 12月15日(木)に夜間例会クリスマス家

族会が開催されます。毎年、会員の皆さま

からたくさんの協賛品をいただいておりま

すので、今年もご協力をお願いいたしま

す。   

  

 

職業奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長  

 

 １．11月22日(火)に千歳商工会議所主

催の永年勤続・優良従業員表彰の千歳RC

会長賞の授与のため、大西会長とともに表

彰式に出席してまいりました。  

 ２．12月8日(木)の移動例会はキリン

ビール（株）北海道千歳工場での開催で

す。12時30分までにレストラン「ハウベ」に集合し、順次、「千

歳バーガー」を食べていただいた後、13時10分より工場見学を開

始します。工場見学後はキリン製品の試飲も用意しております。    

 

指名委員会 喜多 康裕 副幹事  

 

 本日例会後、第1回指名委員会を行いま

すので委員の方のご参加をお願いいたしま

す。  

 

 

 

 

国際奉仕委員会 村上 倫行 委員長  

 

 11月10日(木)の例会にて、「子供就学

支援基金」に募金いただきまして誠にあり

がとうございます。募金額：1万6千円と

なりました。  

 

 皆さん、こんにちは。ゲスト卓話の

小樽南RC 松浦光紀様、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。 

 

 さて、事前に資料をお渡ししていま

す、「地区グループの再編」についてお話しいたします。まずは、

本日配布した「出席率・会員数」資料をご覧ください。配布資料の

左側に記載されている地区グループでは大きな再編はありません。

配布資料の右側記載の地区グループ全てが再編対象となっていま

す。地区グループ再編が記載されたこの配布資料は、本年7月28

日のガバナー公式訪問時にガバナーからいただいた資料です。その

後、第2510地区第7グループの高木ガバナー補佐からは、地区グ

ループ再編の報告は千歳RCには入っておりません。 

 

 地区グループ再編の話が進む場合は、地区グループ内のクラブ数

を各地区で均等にするのではなく、地域の繋がりとクラブ数のバラ

ンスを良く考えていただくよう、第7グループの高木ガバナー補佐

から第2510地区に進言していただこうと思っております。 

 

 では、本件につきまして、本クラブ会員の皆様よりご意見がござ

いましたらお願いしたします。 

 

 今後は理事会にて更に議論を深めた後、第7グループの高木ガバ

ナー補佐へ当クラブのスタンスを伝え、第2510地区との対応を進

めてまいります。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

会長挨拶（大西 信也 会長） 
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出席率 

今回：69.8％（11月24日＝44／63 実数） 

確定：77.8％（11月10日＝49／63､うちMu4名） 

◇講師紹介：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

福田 武男 委員長   

 

 本日は、ポリオの大変感動的な話と最新情報を

を、RI第2510地区ポリオプラス委員の松浦光紀様

（小樽南RC）に卓話していただきます。  

 

 

◇部外講師卓話： 講師 小樽南RC  国際奉仕委員会副委員長（米山奨学担

当）、RI第2510地区ポリオプラス委員会委員 松浦 光紀 様 

◇講演テーマ：「ポリオの現状と日本のポリオ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ポリオ撲滅の最新情報 

 国際ロータリーは、ポリオ撲滅活動GPEI（世界ポリオ撲滅推進計画）の

民間パートナーです。主要パートナーはWHO、ユニセフ、アメリカ予防疾

病対策センター、国際ロータリーです。国際ロータリーは、資金や政府機関

への資金支援の働き掛け、撲滅活動への社会動員、２５億人以上の子供たち

に予防接種を行い大きな貢献をしてきました。２０１４年度は、４億３千万

人以上にポリオ予防接種を行いました。 

 

◇ポリオの現状について 

 野生ポリオによる麻痺の発症は、11月2日

現在、常在国のアフガニスタンは９症例、パ

キスタンは１５症例、アウトブレークとし

て、ナイジェリア４症例の合計２８症例で

す。前年同期間は５１症例でしたので、約４

５％改善されたことになります。 

 

 紛争や複雑な緊急事態によって予防接種体制の弱体化や崩壊が生じた国が

増えることで、国際的な感染が拡大する深刻なリスクが発生します。防止す

るためには、エボラを含め、環境の不安定な状態やその他の緊急事態によっ

て感染が発生する地域で、定期予防接種を向上させる取り組みを継続させる

ことが重要です。 

 因みに、日本のポリオワクチン接種率は平成２４年春シーズンで67.2％

です。 

 

 野生型ポリオウィルスに対して予防接種体制とサーベイランスを向上さ

せ、国際的な感染拡大の阻止及び新たな感染リスクを軽減させるために、国

際協調の下での対策を続けることが重要です。 

 

◇活動資金面について  

 ２０１３年から２０１８年の期間、END PO-

LIO NOWに必要とされる資金は、当初５５億ド

ルと見積もられており、各国政府及び主要パート

ナーや援助団体からの寄付見込みは５０億ドル強

にしかならず、約５億ドル不足しておりました

が、昨年、新に１５億ドルが必要であるとする試

算が出ています。 

 

◇ロータリーの寄付は次のように使われています  

 ワクチンの購入費、アドバイザーへの給与、監

視活動のサーベイランス、社会動員、全国一斉ポ

リオワクチン接種の謝礼、各家庭訪問のポリオワ

クチン内服指導者（２０ケ月で８０人死亡）への

謝礼、新商品や新たな取り組みを調査するボラン

ティアへの謝礼などです。 

 

 

 ポリオ撲滅には、ワクチン接種が欠かせません。ポリオ撲滅には、多大な

資金を必要とします。撲滅まであともう少しです。私たちロータリーは、ポ

リオ撲滅を約束しています。約束を反故にすることは、ロータリーの信用を

失うことになります。威信をかけポリオ撲滅を目指して行きたいと考えてお

ります。２０１３年度の手続き要覧第１２章、ポリオプラスには、ポリオ撲

滅は国際ロータリーの特別プログラムです。他のすべてのプログラムに対し

て優先されます。  

 

※「北海道のポリオ大流行」のスライド、

「パキスタンでのポリオ撲滅活動」のVTRも

放映していただきました。ポリオ撲滅に向け

て千歳RCの皆さん、今後とも積極的な協力を

実施してまいりましょう。 

 

 

 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

本日のニコニコＢＯＸ  11名 13,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  

 11月22日（火）19時より、ゆきあかりにて、

千歳RAC第14回定例会が開催されました。今回は

会員増強委員会の担当で、例年ボジョレ・ヌーボー

解禁に合わせて「ワイン会」を開催しました。 

 本日の定例会の出席者は、千歳ＲＡＣメンバー7

名をはじめ、共同提唱三クラブの千歳ＲＣ9名、千

歳セントラルＲＣ13名、恵庭ＲＣ5名、そしてＲＩ

第2510地区ローターアクト地区代表の三浦 幸恵 様、本日のゲスト卓話を

務めていただく、北海道中央葡萄酒㈱・千歳ワイナリー代表の三澤 計史 

様、オブザーバーとして、五十嵐 唯香 様、碇 友希 様、川口 達也 様の3名

を迎え、合計39名での開催となりました。  

 

◇新入会員認証式、バッジ授与  

※吉岡会長よりバッジを授与され、自己紹介を述べる佐々木 

文也 会員（（有）千歳スポーツ 社員）です。今後ともよろ

しくお願いします。  

 

 

◇乾杯のご発声及びワインのお話  

北海道中央葡萄酒㈱・千歳ワイナリー 代表 三澤 計史 様 

 

北海道のワイナリーについて、

生産量についてのお話や、余市

の農 園と 提携 し、誕 生 したピ

ノ・ノワールというワインのお

話など非常に興味深いお話を聞

く事が出来ました。  

 

 

◇余興「利きワイン」対決  

 

目の前に注がれた4種類のワインがどのワイ

ンかを当てるというゲームです。 オブザー

バーの五十嵐様と羽生会員が見事正解でし

た。残念ながら外れた大場会員と喜多会員は

吉岡会長の思い付きで物マネをやる羽目

に・・・。  

 

 

 

今回のワイン会も大いに盛り上がりを見せて終了しました。参加者の皆さ

ま、ありがとうございました。次回の定例会は12月27日（火）を予定して

います。  

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

千歳ＲＡＣ第14回定例会参加報告 ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話 

第12回理事会開催報告 

 平成28年11月24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12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地区による第7グループの再編について 

第7グループ（千歳RC・千歳CRC・恵庭RC）+第8グループ全て（えりも

RC・三石RC・様似RC・静内RC・浦河RC）+第12グループ4つの内の3つ

（苫小牧RC・苫小牧東RC・苫小牧北RC）＝第6グループになる。静内RC

の会員数が1番多く、千歳RCは2番目。 

地区全体では12グループから8グループになる。会員全員に賛否を問うか？ 

②12月15日クリスマス家族会について＜千歳RAC合同＞ ANAクラウン

プラザホテル千歳にて 

③1月12日新年交礼会について＜千歳RAC合同＞ リアンにて 

④12月8日昼移動例会 キリンビール北海道千歳工場への交通手段について 

⑤事務局員の賃金について 

⑥12月・1月のプログラムについて 

 ・12月8日 昼移動例会（キリンビール北海道千歳工場）担当：職業奉仕 

 ・12月15日 夜間例会（クリスマス家族会）＜千歳RAC合同＞  

   ANAクラウンプラザホテル千歳 担当：親睦/SAA/出席 

 ・12月22日 通常例会 年次総会 担当：三役≪理事会≫ 

 ・1月12日 新年交礼会 ＜千歳RAC合同＞ 

   リアン 担当：親睦/SAA/青少年奉仕・RA 

 ・1月19日 通常例会 担当：職業奉仕 


