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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 （1月19日 第21回）通常例会                     担当：職業奉仕委員会 

第20回（通算2454回）夜間移動例会報告(新年交礼会) 

日時：2017年1月12日（木）18：3０～20：30 

場所：ザ・ベルクラシックLien  

プログラム：夜間移動例会（新年交礼会:千歳RAC合同） 

担当：親睦活動委員会、SAA・プログラム委員会、ロー

ターアクト委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 菅原 正行 委員長 

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

 新年あけましておめでとうござ

います。皆様におかれましては、

輝かしい新年を迎えられましたこ

ととお慶び申し上げます。本日は

平成２９年となり最初の例会で

す。千歳RACクラブとの合同例会

となっております。どうぞよろし

くお願い致します。 

 また、本日は、大変お忙しい中、日頃より地域奉仕活動に御尽

力されている各奉仕団体の皆様の御出席をいただきました。誠に

ありがとうございます。大西年度の前半の活動としては色々あり

ました。その中で「千歳川桜プロジェクト」の６団体合同の支援

や合同懇親会、また千歳セントラルＲＣとの合同のポリオ撲滅の

街頭募金等がありました。このように、他のクラブさんと協力し

ての奉仕活動が多かったと思います。 

 今年は酉年です。酉年の中でも今年は「丁酉（ひのととり）」

と言うそうです。丁酉（ひのととり）は「火の鳥」を表していて

理想の旗を掲げ風当たりがたとえ強かろうとも決して負けること

なく理想に燃え続け共感するもの同士が集い、強みを生かし合う

ことが大事だということを意味しているそうです。まるで我々に

言っているようです。私たちも「超我の奉仕」に立ち返り会員同

士が仲良くクラブを盛り立てていきたいと思います。 

 最後になりますが本日ご出席の皆様にとりまして２０１７年が

素晴らしい実り多き一年となりますよう、そしてご健勝でご活躍

されますことを心よりご祈念申し上げまして年頭のご挨拶とさせ

て頂きます。本年もよろしくお願い致します。 

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 

２０１7年1月19日 

第19号 （通算2317号） 

      ～1月は職業奉仕月間～  

 皆様、今年もどうぞよろしくお願

い致します。２点ほど報告致しま

す。 

1.先ず、昨日ＦＡＸにてお知らせし

ましたが１９日の例会時に臨時総会

を開催しますので沢山の会員皆様の

ご出席をお願い致します。 

2.千歳RCOBの集まりの「札幌千歳

会」が、１月２６日木曜日午後７時から「札幌ＡＮＡホリデーイン

札幌すすきの」にて新年会を会費５千円で開催することになってお

ります。参加される方はどうぞ私の方までご連絡の程をお願い申し

上げます。 

幹事報告（今野 良紀 幹事 ） 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

 千歳ライオンズクラブ幹事 山口

良介様 、千歳ライオンズクラブ会

計 加藤和則様、千歳ライオンズク

ラブＰＲ委員長 石川雅人様、千歳

中央ライオンズクラブ幹事 橋本潔

様、千歳中央ライオンズクラブ会計 

常川聖夫様、国際ソロプチミスト千

歳会長 小川敬子様、千歳青年会議

所理事長 三澤計史様、千歳青年会

議所専務理事 渡部順大様、 千歳セントラルロータリークラブ会

長 関根悟様、千歳セントラルロータリークラブ幹事 菅原百合子

様、千歳セントラルロータリークラブ直前ガバナー補佐 坂井治

様、 恵庭ロータリークラブ会長 川原光男様、恵庭ロータリーク

ラブ幹事 石川俊則様、千歳プロバスクラブ会長 服部隆志様、千

歳プロバスクラブ幹事長 山口郁夫様、以上でございます。 

 皆様新年おめでとうございます。

私は千歳RCの新入会員でもありま

すので、先輩諸氏の皆様の前でご挨

拶をするのはとても緊張していま

す。恐縮ではありますが千歳RAC

の会長として新年の挨拶をさせてい

ただきたいと思います。 

 私は、ニューズピクスという経済

専門サイトを見るのが日課となっておりまして「ＡＩの時代にＢＩ

が必要」という興味深い記事がありましたのでその話をさせていた

だきたいと思います。ＡＩというのはご存じの通り人工知能のこと

でございまして、昨年から自動化ロボットを含めてかなり盛り上が

りをあげています。近い将来、我々の働いていることがロボットに

置き換えられて私たちが働く必要がなくなるのではないかそういう

ことも言われています。その様な時代に必要なのが「ＢＩ」、いわ

ゆるベーシックインカムと言われるものでして無条件で一定額を全

国民に配るというそういった社会保障制度となっております。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

来賓ご挨拶 

千歳RAC会長挨拶（吉岡 毅 会長） 

千歳RAC幹事報告(土門 哲也 社会奉仕委員長 ) 

 新年おめでとうございます。鳥越

幹事が所要のため代わりに幹事報告

をさせていただきます。今回報告す

る事はございません。以上とさせて

いただきます。 

千歳セントラルRC会長 関根 悟 様 

 新年あけましておめでとうござい

ます。 千歳セントラルロータリー

クラブの会長を務めさせていただい

ております関根悟です。 

～詳しくはホームページをご覧下さ

い～ 
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出席率 

今回：82.5％（  1月12日＝52／63 実数） 

確定：85.7％（12月15日＝54／63､うちMu0名） 

親睦活動委員会 小畑 彰 委員長 

 これからは、親睦活動委員会の

方で進行をさせていただきます。 

 

※乾杯の前にザ・ベルクラシック

Lienの福島総料理長より本日の料

理の説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会の様子 

◇乾杯のご発声 佐藤 秀雄 パスト

ガバナー 

 ボランティアのリーダーの皆様、

そして当クラブの会員の皆様あけま

しておめでとうございます。 

◇「千歳市奨学基金」への寄付 

社会奉仕委員会の牟田委員長よりお

みくじの由来の話しと千歳神社の

「おみくじ」を配布し、応分の寄付をしていただくようにアナウン

スがありました。  ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇本年（申年）年男年女のご紹介 ※左より 玉山敬吏会員、腰越

くり子会員、阿部正信会員です。 ◇恒例のジャンケン大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇締めのご発声 瀧澤 順久 会長エレクト 

 

 それでは皆さん締めの音頭をとら

せて頂きますので、ご起立のほどよ

ろしくお願い致します。 改めまし

て、新年あけましておめでとうござ

います。 

～詳しくはホームページをご覧下さ

い～ 

◇「手に手つないで」合唱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇記念撮影     ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

恵庭RC会長  川原 光男 様 

 あけましておめでとうございま

す。恵庭RCの会長の川原光男と申

します。千歳RCの皆様には、恵庭

のRCに対して大変ご支援を賜って

おりますことを心より御礼を申し上

げたいと思います。何卒よろしくお

願い致します。 

千歳LC幹事 山口 良介 様 

 新年あけましておめでとうござい

ます。本日、本クラブ会長（村田昭

夫様）が江別ライオンズクラブの例

会に出席しなければいけない為、欠

席をさせていただいております。代

わりに私がご挨拶をさせていただき

ます。 

千歳中央LC幹事  橋本 潔 様 

 あけましておめでとうございま

す。千歳中央 LCの幹事を仰せつ

かっております橋本と申します。本

来であれば当クラブの山本会長がこ

ちらの席でお話をすれば良かったの

ですが、昨日から岡山県の西大寺と

いう所に行っております。 

 

国際ソロプチミスト千歳会長 小川

敬子 様   皆様あけましておめでと

うございます。今年３回目のスピー

チになりますので今日は何を話そう

かと考えてきたのですけれども、私

の生い立ちをしゃべってもつまらな

いでしょうし、やっぱりソロプチミ

ストの事かなと思っています。 

 

千歳青年会議所理事長 三澤計史 様 

新年おめでとうございます。私は本

年度一般社団法人千歳青年会議所理

事長を務め させていただきます三

澤と申します。どうぞよろしくお願

い致します。 

 
 

千歳プロバスクラブ会長 服部 隆

志 様  皆様、あけましておめで

とうございます。千歳ロータリーク

ラブさんにご招待をいただきまし

て、千歳プロバスクラブの会長服部

と山口幹事長が出席をさせていただ

きました。 

～詳しくはホームページをご覧下さ

い～ 
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