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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 （5月11日 第32回）早朝例会（桜の歴史探訪）               担当：環境保全委員会 

第31回（通算2464回）通常例会報告 

日時：2017年4月27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（千歳市長卓話）  

担当：三役 

進行：SAA・プログラム委員会 菅原 正行 委員長   

四つのテスト：親睦活動委員会 小畑 彰 委員長  

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

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5月11日 

第30号 （通算2328号） 

         ～5月は青少年奉仕月間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事） 

１．第７グループ合同事業として、アカ族の小

学・中学生用の古着を募集しています。必ず洗濯

済みの品を５月17日までに事務局にお願い致し

ます。 

  

２．今年度の各委員会活動報告書の提出は６月１

日木曜日までとなっています。 

  

３．4月28日、18時30分よりベルクラシック リアンにてロータリー情

報・定款細則委員会主催の「第2回炉辺談話」を開催致します。 

  

４．千歳セントラルRCとの合同例会の際に行いましたポリオ募金の合計金

額は93,610円となりました。両クラブで折半し、46,805円を当クラブか

らポリオ基金に寄付致しました。 

  

５．5月1日にシャムロックCCにて千歳セントラルRCとの懇親ゴルフコン

ペを開催します。11時30分の集合です。 

  
６．本例会終了後 大西年度理事会を開催します。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 皆さん、こんにちは。今日は、ＡＮＡク

ラウンプラザホテル千歳の新館グランド

オープンのレセプションパーティーでの昼

食となりました。素晴らしいおもてなしに

感謝いたします。 

  

 そして、当クラブの会員である落合 和昭 総支配人より落成式の

招待状をいただいておりましたので、レセプションパーティー開始

前の午前10時より当ホテル11階スカイバンケットにおいて、千歳

RC会長として落成式に出席し、来賓挨拶をして参りました。 

  

 さて今日は、千歳市長 山口幸太郎様の卓話をいただきます。ご

清聴をお願いいたします。 

  

 話しは変わりますが、3月26日（日）、長沼町で開催されまし

たIM（インターシティミーティング）に参加して参りました。参

加していただいた会員の皆さま、ありがとうございました。今野幹

事のご好意でバスを出していただきました。ありがとうございま

す。IMのテーマは「若者の育成とロータリー」でした。講演は元

米山奨学生で今は札幌幌南ライラックロータリー衛星クラブの李英

愛(イ・ヨンエ)さんと第2510地区パストガバナーの羽部 大仁（札

幌幌南ＲＣ）さんのお話しでした。 

  

 李英愛(イ・ヨンエ)さんは韓国の方で、「米山奨学生からロータ

リアンへ」というテーマで、RI第3700地区(大韓民国)の地区大会

においてロータリアンの通訳をしたことや、RI第3700地区との再

姉妹締結交渉の通訳をしていましたが未締結になったことなど、約

15分程度お話しされました。 

  

 羽部 大仁 パストガバナーは「奉仕の一世紀」というテーマで講

演されました。いつもユーモアたっぷりに講演をするのですが、今

回は格調高く講演されました。ポール・ハリスのことや「四つのテ

スト」の成り立ちなどを年号を踏まえながら、わかりやすく講演し

ていただきました。多くの新入会員の皆さまに聞いていただきたい

お二人の講演内容でした。また、武部 實 ガバナーが千歳RCの

会長挨拶（大西 信也 会長） 

新入会員入会式  
 

櫻井  隆（さくらい  たかし）会員  

 

紹介者：大西 信也 会長 

職業分類：ビール製造 

   （キリンビール（株）北海道千歳工場長） 

所属委員会：職業奉仕委員会 

 

 

 

岡田 信行（おかだ のぶゆき）会員  

 

紹介者：大西 信也 会長 

職業分類：電力事業 

    （北海道電力（株）千歳支社長） 

所属委員会：クラブ会報・公共イメージ・雑誌・

IC委員会 

 

 

新川 新一（しんかわ しんいち）会員  

 

紹介者：大西 信也 会長 

職業分類：ハンドリング・旅客サービス 

    （全日本空輸（株）千歳空港支店長） 

所属委員会：出席・資料管理委員会 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 本日のお客様は、当クラブ名誉会員でも

あります千歳市長の山口 幸太郎 様です。  

 

 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

テーブルに来られ、色々と貴重なお話を聞くこともできました。 

  

 次回のIM（インターシティミーティング）は由仁RC主催で来年

の5月中旬の予定です。親睦、懇親をメインに開催すると伺ってお

ります。 
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出席率 

今回：69.8％（4月27日＝44／63 実数） 

確定：71.7％（4月13日＝43／60､うちMu:2名） 

2017ー18年度「第1回委員長会議」報告 

 平成29年4月21日(金)18時30分より、ベルクラッシック リアンにて、

2017～18年度の「第1回委員長会議」が、次年度三役をはじめ、各委員長

など15名の出席のもと、開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

瀧澤会長エレクトより、次年度の方針、決意が述べられ、委員長への労いの

言葉の後、次年度の事業説明及び組織図と所属委員会の発表と年間プログラ

ムの概略説明が行われました。千歳RC創立50周年記念事業については、懇

親をしながらの活発な意見交換と各委員長の決意表明がありました。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

2016ー17年度第2回炉辺談話開催報告 

 平成29年4月28日（金）18時30分より、ロータリー情報・定款細則委

員会主催の「第2回炉辺談話」がベルクラッシック リアンにてベテラン会

員・新入会員（入会3年未満）合わせて26名の参加で開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

末廣 孝PC、五十嵐 宏 PC、平間 和弘 環境保全委員長より千歳RC活動と現

状について、基本的なお話しをしていただいた後、参加会員から自由な意見

と質問があり、ベテラン会員が丁寧な回答と指導をされ、理解を深めており

ました。  

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

委員会報告 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

環境保全委員会 平間 和弘 委員長  

 

 5月11日（木）の早朝例会は、「桜の歴史探訪」と

題し、千歳市泉沢向陽台の「市民の森(100年記念の

森)」で開催します。「市民の森(100年記念の森)」は

千歳RCチャーターメンバーの方々が記念植樹をした

場所です。7時集合です。 

 

 
青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長  

 

 千歳RAC定例会は5月20日（土）移動例会（花

見）会場でフリーマーケットを開催します。花見会場

で飲食・懇親をしながら、アクトメンバーにお声がけ

をいただければと思います。 

 

 

 

RG会 沼田 常好 会長  

 

5月6日（土）第5回RG会は、アイランドゴルフリ

ゾート御前水に12時集合です。今後の予定は、5月

18日（木）ちとせインターゴルフクラブ、6月22日

（木）シャムロックカントリークラブを予定していま

す。  

ゲスト卓話：テーマ「みんなで夢、実現～千歳市のまちづくり」 

ゲスト講師：千歳市長 山口 幸太郎 様（千歳RC名誉会員） 

 

 皆さん、こんにちは。例会にお呼びいただきありが

とうございます。1年に1度このような機会をいただ

いております。去年は、皆さま方のお気持ちで千歳川

沿いに桜を植えていただきました。いよいよ来月には

桜も咲き始めると思います。立派な花を咲かせてもら

いたいと祈る気持ちでございます。これからもご支援

のほどよろしくお願いいたします。千歳RCは、ここ1年で会員がたくさん増

えていると伺いました。たいへん喜ばしく思います。千歳の様々な分野で活

躍されている方々が入会されていることは素晴らしいことだと思います。 

  

 千歳市の新年度予算が4月から施行されまして、そのことについて市民の

皆さまにお知らせしなければならないことが沢山ありますが、今日は「空港

運営の民間委託に関する動向」、「千歳市イクボス宣言」についてお話した

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

◇「空港運営の民間委託に関する動向」 

  

 2020年まで新千歳空港を含めまして北海道の7つの空港を民間委託しよ

うというのが、現在の空港民営化です。民営化と民間委託化という言葉を使

い分けしておりますが、民営化というのは国が持っている滑走路などを民間

に売却することで、今回の民間委託化と言うのは国が持っている滑走路など

の使用権だけを民間に委託するという形式です。今回の新千歳空港の民営化

は、民間委託という形式の民営化です。国の管理空港、地方都市が管理して

いる空港など北海道の7つの空港を同時に民間委託しようということであり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇「千歳市イクボス宣言」 

  

 「イクボス」とは、部下、組織、社会を育てる「ボス」つまり働き方改革

で、若い方々が時代にあった様々な働き方をしようとしていることを応援で

きる上司のことです。時間外労働と職場改革（不効率、不経済をなくすこ

と）を実行することです。  

 

※最後に山口市長は、引き続きロータリークラブの皆さまには活動を通じて

町づくりに貢献していただきますようにお願いすると共に、行政へのご支援

もお願いします、と結ばれました。  

  

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～  

卓話 

ANAクラウンプラザホテル千歳  

新館グランドオープン・レセプションパーティー参加報告 

 平成29年4月27日（木）、通常例会前に開催されたANAクラウンプラザ

ホテル千歳 新館グランドオープン・レセプションパーティーに千歳RCメン

バーが招待され、総勢44名が参加しました。  

 

 

 

 

 

 

 

豪華絢爛なレセプションパーティーでの見事な演出に圧倒されながらも、素

晴らしい料理を満喫しました！  

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

第18回理事会開催報告 

 平成29年4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18回理事会が開催され理事8名が

出席しました。審議事項は以下の通りです。 

 

① 平成２９年度千歳姉妹都市交流協会役員改選に伴う理事職の派

遣について→大西 信也 会長を派遣する。（任期２年） 

②6/17(土)「さよなら理事会」 18時30分より開催 

③創立50周年実行委員の承認について 

④ 5月・6月プログラムについて 

・5/11 早朝例会（桜の歴史探訪） 担当：環境保全 

・5/20 移動例会 花見（グリーンベルト春まつり） 

    【18日振替】 担当：親睦活動 

・5/25 通常例会「次年度活動方針」担当：次年度三役<理事会> 

・6/8 早朝例会（分収造林） 担当：環境保全 

・6/15 通常例会「年次報告」 担当：三役 

・6/22 さよなら例会（ANA）（RAC合同） 

            担当：親睦/SAA/出席 

本日のニコニコＢＯＸ  15名 87,000円 


