
50年のあゆみ
五
十
年
の
あ
ゆ
み	
千
歳
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

50th



創立5 0 周年記念新聞広告



北海道知事 祝辞
認証状・バナー・クラブ旗

第１部
千歳ロータリークラブ創立50周年
記念式典・祝賀会・ゴルフ大会  ......................................................................................................................................................................... 1
写真で見る記念式典  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
式典次第  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
写真で見る祝賀会 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 24
祝賀会次第  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29
50周年記念事業  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 43
記念ゴルフ大会  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 48

第２部
千歳ロータリークラブ誕生の記録
特別代表指名からチャーターナイトまで  ........................................................................................................................ 55
チャーターナイトまでの小史  ......................................................................................................................................................................................................... 57
千歳ロータリークラブ誕生の記録  .................................................................................................................................................................................... 60

第３部
10年間の記録  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 71
歴代役員名簿  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72
歴代会長・幹事  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 74
クラブ運営方針  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 75
例会の記録  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 84
歴代会長の思い出と主な行事  ......................................................................................................................................................................................................... 104
分収造林・80年後の夢に向かって  .................................................................................................................................................................................... 122
神戸南ＲＣと友好クラブ締結  ......................................................................................................................................................................................................... 126
千歳プロバスクラブ設立  ............................................................................................................................................................................................................................... 133
優良従業員・永年勤続従業員ロータリー会長表彰  ........................................................................................................ 137
職場訪問  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 139
会員職場例会会場 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 140
ロータリー財団  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 141
米山記念奨学会  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 142
写真で見る10年  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 143

目　　　次



第４部
千歳ローターアクトクラブの誕生と30年  .................................................................................................................... 153
式典次第  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 154
千歳ＲＡＣ創立30周年記念式典・祝賀会  ................................................................................................................................................... 158
千歳ＲＡＣ誕生までの軌跡  .................................................................................................................................................................................................................... 166
千歳ＲＡＣ10年の動き  .......................................................................................................................................................................................................................................... 168
千歳ＲＡＣ小史  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 170
千歳ＲＡＣ周年記念事業  ............................................................................................................................................................................................................................... 177
千歳ＲＡＣ歴代三役・会員数  ......................................................................................................................................................................................................... 178

第５部
千歳ロータリークラブ 50年間の記録  ................................................................................................................................................ 179
これまでの周年記念事業  ............................................................................................................................................................................................................................... 180
50年間の緑化活動 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 187
50年間の社会奉仕・国際奉仕・社会貢献運動  .............................................................................................................................. 192
地区大会等でのクラブ表彰受賞一覧  ......................................................................................................................................................................... 198
50周年記念会長座談会  .......................................................................................................................................................................................................................................... 199
交換留学生等交流状況  .......................................................................................................................................................................................................................................... 206
名誉会員  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 209
会員数の推移  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 210
地区・分区の分割や呼称の変遷  ............................................................................................................................................................................................... 211
千歳ロータリークラブ系統図  ......................................................................................................................................................................................................... 212
会員の年別入退会（名簿） ............................................................................................................................................................................................................................... 213
事務局職員  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 231
会員名簿  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 232
編集後記  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 241



　祝　　辞

　国際ロータリー第2510地区千歳ロータリークラブが、創立50
周年を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。
　貴クラブは、1968年に結成されて以来、半世紀にわたり、森
林づくり事業や桜プロジェクトといった環境保全活動をはじめ、

国際貢献活動、青少年の健全育成など、幅広い奉仕活動に献身的に取り組まれ、地域の発
展に多大な貢献を果たしてこられました。
　瀧澤会長をはじめ歴代の会長、役員並びに会員の皆様のこれまでのたゆまぬ努力と熱意
に、深く敬意を表します。
　現在、人口減少の進行をはじめ、私たちを取り巻く環境が大きく変化する中、道民の皆
様が、将来にわたって心豊かに暮らせる、活力ある地域社会づくりが求められています。
　こうした中、貴クラブの皆様が長年にわたり取り組まれている思いやりの心に満ちた奉
仕活動は、地域の活性化や地域住民一人ひとりの暮らしを支える力として、ますます大き
な役割を果たしていくものと思います。
　今年は、北海道命名150年という大きな節目の年です。道といたしましては、先人から
受け継いだふるさと北海道を、次の世代にしっかり引き継いでいけるよう、未来を担う人
づくりや市民活動の促進、安全・安心な暮らしの確保に全力を尽くしてまいります。
　千歳ロータリークラブの皆様におかれましてもご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げますとともに、創立50周年を契機に、会員の皆様の絆をさらに深められ、これまで
受け継いでこられた尊い奉仕の精神を大切にしながら、一層ご活躍されることをご期待申
し上げます。
　結びに、貴クラブの更なる発展と会員の皆様のますますのご健勝を心から祈念し、お祝
いのことばといたします。

北海道知事　高　橋　はるみ　様

北海道知事 祝辞



認　証　状　　1968年（昭和43年）６月20日承認
　　国際ロータリー	 ルーサー・Ｈ・ホッジス
　　国際ロータリー事務総長	 ジョージ・Ｒ・ミーンズ
　　国際ロータリー第350地区ガバナー		 小　畑　信　愛

千歳ロータリークラブ・バナー 千歳ロータリークラブ旗

認証状・バナー・クラブ旗
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千歳ロータリークラブ創立50周年記念式典
2018年４月21日　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

第 １ 部

千歳ロータリークラブ創立50周年	

記念式典・祝賀会
50周年記念事業・ゴルフ大会
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創立50周年記念式典・祝賀会・50周年記念事業・ゴルフ大会第1部

写真で見る
記念式典

司会・進行：親睦活動委員会 佐藤 晴一 委員長、長尾 睦美 様

国歌斉唱

会長式辞 瀧澤 順久 会長

開会の辞 末廣  孝 実行委員長

ロータリーソング斉唱：ソングリーダー 村田 研一 パスト会長

来賓ならびに参加クラブ紹介 大澤 雅松 副会長 物故会員追悼
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写真で見る記念式典

友好クラブ　神戸南ロータリークラブ会長
吉田 福司 様

スポンサークラブ　札幌ロータリークラブ会長
相茶 俊介 様

国際ロータリー第2510地区ガバナー
國立 金助 様

千歳市より感謝状授与
瀧澤 順久 会長

来賓祝辞 千歳市長
山口 幸太郎 様

50周年記念事業披露
五十嵐 桂一 記念事業委員長
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創立50周年記念式典・祝賀会・50周年記念事業・ゴルフ大会第1部

特別表彰
丹治 秀一 千歳分収造林組合長

歴代会長紹介及び表彰 歴代会長紹介及び表彰
福田 武男 パスト会長

写真で見る記念式典

閉会の言葉
今村 靜男 式典委員長

感謝状贈呈　スポンサークラブ
相茶 俊介 札幌ロータリークラブ会長

アリス認定こども園からの手作り感謝状授与
末廣  孝 実行委員長
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式　典　次　第

2018年（平成30年）４月21日（土）　登録受付 14：00　式典 15：00
場所：ANAクラウンプラザホテル千歳　　総合司会　佐藤　晴一　長尾　睦美

（敬称略）

〇開 会 の 辞  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  実行委員長　末　廣　　　孝
〇開 会 点 鐘　通算 第2499回例会   ...............................................................................................................................................................  クラブ会長　瀧　澤　順　久
〇国 歌 斉 唱

〇ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱   ........................................................................................................   ソングリーダー　村　田　研　一
〇会 長 式 辞  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  クラブ会長　瀧　澤　順　久
〇来賓ならびに参加クラブ紹介   .....................................................................................................................................................................  クラブ副会長　大　澤　雅　松
〇物故会員追悼（黙祷）

〇来 賓 祝 辞  .............................................................................................................................................................................................................................................................................   千歳市長　山　口　幸太郎
  国際ロータリー第2510地区ガバナー　國　立　金　助
  スポンサークラブ　札幌ロータリークラブ会長　相　茶　俊　介
  友好クラブ　神戸南ロータリークラブ会長　吉　田　福　司
〇祝 電 披 露

〇50周年記念事業披露   ......................................................................................................................................................................................................   記念事業委員長　五十嵐　桂　一
◯千歳市より感謝状授与   .......................................................................................................................................................................................................................   千歳市長　山　口　幸太郎
〇感謝状贈呈（スポンサークラブ 札幌RC）   ...................................................................................................................  クラブ会長　瀧　澤　順　久
〇歴代会長紹介及び表彰（第40～49代会長）

〇環境保全活動「ロータリーの森林（もり）」の紹介

〇特別表彰（千歳分収造林組合長　丹治　秀一）

〇閉会の言葉   ....................................................................................................................................................................................................................................................................  式典委員長　今　村　靜　男
〇閉 会 点 鐘   ....................................................................................................................................................................................................................................................................  クラブ会長　瀧　澤　順　久
　　諸事のお知らせ   ...............................................................................................................................................................................................................................  SAA委員長　大　西　信　也
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創立50周年記念式典・祝賀会・50周年記念事業・ゴルフ大会第1部

記念式典
　千歳ロータリークラブは、1968年（昭和43年）４月26日、札幌ロータリークラブをスポンサー
クラブとして北海道70番目のロータリークラブとして誕生しました。
　以来、ロータリー精神を育み、地域に根差した活動を実践してきました。延べ523名の会員が
愚直なまでにロータリーを愛し、歴史を伝承して、ここに50年という長い時間（とき）を刻んで
きました。
　今日、多くのご来賓、ロータリアン及びローターアクター、志半ばでご逝去された会員のご家
族、そして会員諸兄の家族が一堂に会して、千歳ロータリークラブ創立50周年記念式典を迎える
事が出来ました。

◇式典は、2018年（平成30年）４月21日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳において、ご来賓、
遠くは兵庫県・神戸南ロータリークラブをはじめ、第2510地区ロータリークラブ及びローターア
クトクラブ会員ら277名のご出席を賜り、盛大に行われました。

◆11時から各委員会メンバーが集まり、事前準備や来訪者、配付資料等の最終チェックを行いま
した。
○13時には当日出席のメンバーが集合し、ネームプレートを着用。
○14時には登録と受付を開始。担当者は緊張した面持ちで、来訪者へは「おもてなしの心・感謝
の心・笑顔」をモットーに対応し、14時50分から会場へのご案内をしました。

　総合司会は、佐藤晴一会員と長尾睦美さんが担当し、オープニング映像から始まり、併せて、
末廣孝実行委員長が開会の辞を述べ、力強く開会宣言をしました。
　その後、村田研一ソングリーダーのもとで国歌とロータリーソング「奉仕の理想」を斉唱しま
した。
　瀧澤順久会長の式辞では「半世紀の活動は、千歳市各所の緑の木々、青少年育成、市立図書館
のステンドグラスなどさまざまな形で地域に生きています。こうした成果を上げてくることがで
きましたのも、札幌ロータリークラブ様はじめ千歳市内外のロータリー諸先輩、関係の皆様、活
動にご理解ご協力くださった地域の皆様から頂いたご恩の賜物」と感謝の言葉が述べられ、「地
域と地球への愛に基づく私たちの奉仕は、次の大きな節目となる100年へ向け、続いていきます。」
との決意表明がありました。そして今年度の奉仕活動として「あなたの愛を　地域へ　世界へ　
そして未来へ」の会長方針の下、開設された千歳市休日夜間急病センター、市立千歳市民病院や
小中学校など市の施設に車椅子を100台寄贈し、更新で不要になった車椅子を補修してタイなど
海外に寄付、2017年の暮れには市内３カ所の子育て支援センターに大型遊具を寄贈した事等を報
告しました。

○引き続き、大澤雅松副会長がご来賓ならびに参加クラブを紹介しました。
○物故会員11名の追悼の後、 山口幸太郎千歳市長、 國立金助国際ロータリー第2510地区ガバ
ナー、スポンサークラブの相茶俊介札幌ロータリークラブ会長、友好クラブの吉田福司神戸南ロー
タリークラブ会長らの来賓から、今回、千歳ロータリークラブが創立50周年という大きな節目を
迎えたことへの祝辞が述べられました。また、道内外から数多くの祝電が寄せられた祝電の披露
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も行われました。

○次に、五十嵐桂一記念事業委員長から瀧澤会長年度のクラブ方針「あなたの愛を　地域へ　世
界へ　そして未来へ」を具体化した下記の千歳ロータリークラブ創立50周年記念事業と橋下徹氏
記念講演会開催の報告がありました。

　・千歳市の公共施設に車椅子100台寄贈（地域へ）
　・タイへ修理した車椅子を９台寄贈（世界へ）
　・千歳市子育て支援センター３カ所に大型遊具を寄贈（そして未来へ）

　各事業の様子は映像でも紹介されました。各記念事業の功績を称え、山口幸太郎千歳市長より
瀧澤順久会長、末廣孝実行委員長の２名へ感謝状が授与されました。

○続いて、当クラブからスポンサークラブの札幌ロータリークラブ相茶俊介会長に感謝状を贈呈
しました。さらに、第40代会長から第49代までの10名の歴代会長を紹介した後、その功績に対
して、瀧澤順久会長から表彰状が贈られ、福田武男第40代会長が代表して表彰状を受理されまし
た。

○当クラブでは、環境保全の一環として1992年（平成４年）５月17日から千歳市蘭越の国有林2.83
ヘクタールに約7,300本の赤エゾ松を植栽しましたが、その千歳分収造林「ロータリーの森林（も
り）」についての活動について映像で紹介しました。この事業は、2070年を最終目標とした息の
長い事業であり、地球環境保全と子孫への贈り物として高く評価されており、出席者から盛大な
拍手を受けました。特別表彰として、千歳分収造林組合長で95歳の現在もなお現役ロータリアン
の丹治秀一パスト会長に瀧澤会長から感謝状が手渡されました。

○最後に今村靜男式典委員長から閉会の言葉があり式典を無事終了しました。

◇

　諸事のお知らせは大西信也ＳＡＡ委員長が行いました。
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創立50周年記念式典・祝賀会・50周年記念事業・ゴルフ大会第1部

　本日は千歳ロータリークラブの創立50周年記念式典にご来賓の皆
さま、各地ロータリークラブの皆さま、ようこそお出でいただきま
した。 ご出席、 ありがとうございます。 また、 友好クラブであり
ます、神戸南ロータリークラブの皆さま、遠い所をお出でいただき、
ありがとうございます。
　千歳ロータリークラブは1968（昭和43）年４月26日、22名のメン
バーで、札幌ロータリークラブのスポンサーの下で創立されました。
その後、22回の例会を重ね、９月22日にはＲＩ本部より国際ロータ
リー加盟認証式を行っており、北海道70番目のロータリークラブと

して誕生いたしました。
　今月４月12日、2498回の例会を重ね、千歳ロータリークラブは50周年を迎え、色々な事業を
展開して参っております。中でも1992年、国際緑化年「みどりの日」が制定されました時に、こ
れを記念して「ロータリーの森林（もり）」を造成、恵庭営林署所管の千歳市蘭越2.83haの土地に
アカエゾマツを7,820本、メンバーと家族で30cm程の苗木を植えました。現在では12m程に成長
しております。この事業を手掛けたのは千歳ロータリークラブ分収造林組合、組合長の丹治秀一
パスト会長であります。丹治さんは、大正12年のお生まれで、本年95歳になった現在も、ロー
タリアンとして活躍しております。
　1988年千歳ロータリークラブ20周年記念の年には千歳ローターアクトクラブを設立いたしま
した。ローターアクトクラブの提唱の目的は、ロータリークラブの目的であります、「奉仕の理想」
を地域の若い世代に広め、ロータリークラブとの接触を通じて、若い人たちにロータリーの運動
を理解していただく事です。これは、地域社会のリーダーとなろうとする青少年を育成するもの
であります。当時のローターアクトクラブ入会の中で、現在６名の方が当クラブに入会し、活躍
しております。
　2008年には40周年記念として千歳プロバスクラブを設立しました。創立メンバーは27名で北
海道では３番目のクラブであります。本年は10周年となります。現在31名のメンバーで親睦活
動を重ねております。
　本年50周年記念事業では千歳市に車椅子100台を贈呈させていただきました。それに伴い、古
くなった車椅子を修理し、タイ国とその周辺各国に贈りました。
　今後も千歳ロータリークラブは職業を通じて社会奉仕、国際奉仕を続けて参ります。今後とも
よろしくお願い致します。本日は誠にありがとうございました。

創立50周年実行委員長　末　廣　　　孝　

開会の辞
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式　辞
千歳ロータリークラブ
創立50周年記念式典・式辞

　北国の長い冬が明け、千歳川のせせらぎも、雪解け水が加わって
勢いを感じさせる季節となりました。川岸にはまもなく、先輩達が
植えた桜や、私共も参加した桜プロジェクトで植樹した桜が開花す
ることでしょう。

　この素晴らしき日に、千歳ロータリークラブ創立50周年の記念式典を挙行できますことに、大
きな喜びを感じる次第です。また、山口幸太郎千歳市長、梅尾要一、太田憲之両道議会議員はじ
め地域の皆様、国際ロータリー第2510地区ガバナー　國立金助様、スポンサークラブ札幌ロータ
リークラブ会長　相茶俊介様、全員登録をいただいた近隣の第７グループ各クラブの皆様、友好
クラブである神戸南ロータリークラブはじめ各地からお集まりのロータリアンの皆様、市内のラ
イオンズクラブ、青年会議所、ソロプチミスト、ローターアクトクラブ、プロバスクラブの皆様、
大勢お集まりいただき、感謝にたえません。本当にありがとうございます。
　さて、千歳ロータリークラブは、スポンサークラブであります札幌ロータリークラブ様のご尽
力により準備活動を重ね、1968年４月26日、22名の会員により創立総会を開催いたしました。同
年６月20日をもって国際ロータリーから認証をいただき、道内で70番目のロータリークラブと
して誕生いたしました。
　千歳ロータリークラブが誕生した1968年は、千歳のまちにとって、市制施行10年、自衛隊基
地内にあった民間航空機能が民間専用ターミナルビルに移って５年という、まさに発展へスター
トし、加速を始めているまっただ中という時代でありました。また、1968年は明治百年という大
きな節目でもあり、蝦夷地と呼ばれていたこの北の大地が、北海道と命名されて百年を経た年で
もありました。
　以来、半世紀を歩む中で千歳ロータリークラブの会員は1986年に100人を超え、120人に達し
た1990年には当クラブがスポンサーとなって千歳セントラルロータリークラブが誕生しておりま
す。千歳ロータリークラブにとって、会員数の面ではまさに絶頂期でありましたが、この後は景
気の低迷などもあって会員数は減少傾向に転じ、2012年には現役会員が相次いで亡くなったこと
もあり、50名を割り込む事態となりました。
　しかし、ここから世代交代が進みました。クラブ創立20周年を記念して提唱クラブとなって設
立した千歳ローターアクトクラブのＯＢがロータリーに入会するようになってきたのが、世代交
代の象徴でございます。アクトＯＢをはじめ近年は若い会員、女性会員が増える傾向が見られ、
特に昨年７月から始まった今年度は７名が新たに入会し、女性会員も２名増えて全会員の１割を
占める７名にまでなり、本日の50周年記念式典を総勢70名の会員で迎えることができました。
　50年にわたり、千歳でロータリー活動を続けてこられたのは、地域のご理解とご協力があれば
こそですし、ロータリーに送り出してくれる家族や事業所従業員の理解にも支えられています。
私たちロータリアンが自ら研鑽を積み、さまざまな奉仕活動をしている根底にあるのは、郷土・

会　長　瀧　澤　順　久　
千歳ロータリークラブ
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千歳への愛、家族や従業員、顧客への愛なのだと、確信しております。
　そこで、千歳ロータリークラブは50周年を迎える今年度の方針を「あなたの愛を　地域へ　世
界へ　そして未来へ」としております。奉仕の根源にある「愛」の力を会員の仲間たち、協力し
てくださる市民の皆様と合わせ、より強く地域に広げ、さらに内外各地と空路でつながる空港都
市らしく世界にも広げ、この恵まれた大地から未来にもつないでいこうと考えました。これは、
ロータリーが掲げるクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の５大奉仕にも合
致しているものと自負しております。
　50周年の記念事業といたしました車椅子寄贈も、千歳市内の医療施設や小中学校などに合わせ
て100台、それにより不要になった車椅子を修復してタイなど海外へ私共会員が自ら現地に運ん
で寄贈いたしました。未来に向けては昨年12月に千歳市内の３カ所の子育て支援センターに大型
遊具を寄贈し、これは来年度以降も継続していく予定です。
　この式典の前の週４月13日には北ガス文化ホールに前大阪府知事の橋下徹弁護士を講師にお招
きして記念講演会を開かせていただきました。講演の副題は「未来へ向けての針路」であり、文
字通り未来につながる内容になったものと思っております。
　未来へつながる事業としてもう一つ、千歳ロータリークラブが2070年を完成年度として手掛け
ている80年計画の分収造林「ロータリーの森林（もり）」についても、ご紹介しなければなりま
せん。1992年の国際緑化年に2.83ヘクタールの国有林地に高さ30センチのアカエゾマツの苗木
7,820本を植え、それが現在では15メートルの高さにまで成長しています。52年後の完成年度を
見守る可能性がある、若い会員も入会しております。
　千歳ロータリークラブは創立50周年を機に、会員一同さらに研鑽し、より良い仕事を通じた地
域社会、国際社会に貢献する奉仕活動の輪を広げてまいります。そして、次代を担う人材の育成、
奉仕と交流の流れを明るい未来につなげていく努力を重ねていくことを、ここにお誓いいたしま
す。
　本日、ご多忙の中をご臨席くださいました皆様方に、心からのご歓迎を申し上げますと共に、
今後一層のご指導、ご鞭撻、ご協力をお願いする次第でございます。改めまして、本日のご参会
に感謝申し上げ、式辞とさせていただきます。
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ロータリークラブ関係出席者名簿

（敬称略）

千歳市長 山　口　幸太郎
北海道議会 議　　員　梅　尾　要　一
北海道議会 議　　員　太　田　憲　之
千歳市議会 議　　長　古　川　昌　俊
千歳商工会議所 副 会 頭　入　口　博　美
 副 会 頭　橋　爪　 　征
 課　　長　立　田　京　平
一般社団法人千歳観光連盟 副 会 長　橋　爪　 　征
千歳市教育委員会 教 育 長　宮　崎　　　肇
社会福祉法人  千歳市社会福祉協議会 会　　長　力　示　武　文
千歳市町内会連合会 事務局長　白　戸　昇　一
千歳ライオンズクラブ 会　　長　伊　藤　直　人
 幹　　事　杉　林　裕　市
 会　　計　石　川　雅　人
千歳中央ライオンズクラブ 会　　長　岡　本　眞一郎
　　　 幹　　事　高　倉　博　人
国際ソロプチミスト千歳 副 会 長　羽　生　伴　子
一般社団法人千歳青年会議所 理 事 長　渡　部　順　大
　　　 専務理事　富　樫　昭　大
千歳プロバスクラブ 会　　長　佐々木　徳　昭
　　　 幹 事 長　山　口　郁　夫
陸上自衛隊第 7 師団 副師団長兼  東駐屯地司令　斎　藤　兼　一
陸上自衛隊北千歳駐屯地 第１特科団長　片　岡　義　博
航空自衛隊千歳基地  第２航空団 司令兼  千歳基地司令　寺　㟢　隆　行
千歳市商店街振興組合連合会 専務理事　齊　藤　元　彦
苫小牧民報社 代表取締役社長　横　田　泰　正
NPO 法人 ｢飛んでけ ! 車いす｣ の会 理　　事　吉　田　三千代

ご　来　賓

ロータリークラブご来賓
国際ロータリー第2510地区 ガバナー　國　立　金　助
   直前ガバナー　武　部　　　實
   ガバナーエレクト　小　山　　　司
   第７グループ  ガバナー補佐　福　田　武　男
   札幌ロータリークラブ  会長　相　茶　俊　介
  第2680地区 神戸南ロータリークラブ  会長　吉　田　福　司
  第2510地区 パストガバナー　佐　藤　秀　雄
   パストガバナー　安孫子　建　雄
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千歳ロータリークラブ 第15代会長　村　上　正　治
千歳ロータリークラブ 第21代会長　田　中　達　昭
千歳ロータリークラブ 第34代会長　横　田　義　弘
千歳ロータリークラブ 第37代会長　服　部　隆　志

参加ロータリークラブ

歴 代 会 長

■神戸南ロータリークラブ（10名）
吉田　福司 飯田　健一 井上　淳也 井上　　優 須浪　道広 団　　秀和 
中右　靖雄 中谷　紀之 原口　秀信 福田　義信
■留萌ロータリークラブ（１名）	 福士　幸子
■江別ロータリークラブ（２名）	 安孫子建雄 平賀　俊尚
■江別西ロータリークラブ（１名）	 大森　和子
■岩見沢ロータリークラブ（２名）	 中路　幹雄 小川　有積
■栗山ロータリークラブ（２名）	 松下　早苗 上坂　永子
■札幌ロータリークラブ（２名） 相茶　俊介 大原　　雅
■札幌モーニングロータリークラブ（１名） 宮部　光幸
■札幌東ロータリークラブ（１名） 八木　　徹
■蘭越ロータリークラブ（２名） 志比川　武 佐藤　義久　
■余市ロータリークラブ（６名）

藤田　　功 杉本　　彰 高橋　哲雄 谷川　淑郎 北條　　篤 本多　宏行
■千歳セントラルロータリークラブ（42名）

四方　信次 石川貴美子 井上　英幸 今井　章夫 入口　博美 岩下　　誠 
岩室　秀典 臼田　　暢 大久保　尚 大下　和志 尾本　眞二 黒坂　幸子 
小松　義徳 齊藤　妙子 坂井　　治 櫻井　靖浩 佐々木俊英 笹谷　俊尚 
佐藤　　敬 島村　健一 白木　松敏 菅原百合子 関根　　悟 髙木　昌人
高塚　信和 田口　　廣 武田　伸也 月俣　美子 手島　和枝 土居　栄治 
内藤　芳雄 南雲　勇次 野口三恵子 羽芝　涼一 羽生　有三 彦坂　忠人 
福島　　力 伏木　千幸 古木　克紀 松坂　敏之 望月　秀則 山口　康弘
■恵庭ロータリークラブ（49名）

横手　義信 秋山　有洋 姉崎　敏一 石川　俊則 伊藤　光司 岩下　則雄 
大川　健一 大川　武志 大場　優光 尾谷　敏利 小野田正和 掃部　　晃 
川口　了久 川原　光男 菊池　勝利 日下　健三 工藤　拓己 久野　　等 
齋藤　茂生 作田　貴幸 櫻田　弦樹 白鳥　洋子 鈴木伊佐男 鈴木　　毅 
鈴木　忠治 高田　英季 竹田　一則 舘内　正子 堤　　由延 敦澤　君治 
中川　富雄 中里　邦治 西村　英晃 野口　宗英 野呂　雅樹 濱田　　誠 
早瀬　源一 弘中司嘉子 弘中　正利 福田　　悟 前田　利和 三浦　孝治 
水野　　凡 宮内　光則 村上　利雄 村本　満男 山澤　興治 山口幸一郎 
鷲田　政昭 ファム・テュ・フォン（米山奨学生／ベトナム）
■北広島ロータリークラブ（７名）

馬場　信吾 大谷　惠一 加藤　寛治 小森　宏明 斎藤　　洌 櫻井　　遊 
橘　　功記
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■長沼ロータリークラブ（９名）
髙木　繁秀 天野　敦子 池内　昌之 佐々木信雄 清水　　彰 清水　慧子 
田嶋　俊美 辻野つね子 古川　大之
■由仁ロータリークラブ（２名） 後藤　篤人 大坂　直人
■様似ロータリークラブ（１名） 髙村　洋子
■函館亀田ロータリークラブ（１名） 玉井　清治 
■白老ロータリークラブ（１名） 鈴木　孝義
■苫小牧ロータリークラブ（２名） 渡辺　健治 佐々木隆治
■苫小牧東ロータリークラブ（２名） 奥野　義雄 青山　晴美
■苫小牧北ロータリークラブ（２名） 豊田　健一 赤川　　勉
■千歳ロータリークラブ（70名）

瀧澤　順久 曙　　嘉輝 浅利美恵子 安達　正子 阿部　正信 荒　　洋一 
五十嵐桂一 五十嵐　宏 伊藤　一三 稲川　和伸 今村　靜男 内川　重之 
遠藤　晴美 大澤　雅松 大西　信也 岡崎　　進 小笠原　良 岡田　信行 
落合　和昭 小畑　　彰 甲斐くり子 加藤　輝明 川端　　清 菊地　　稔 
喜多　康裕 木村　榮治 木村　聡史 今野　良紀 斉藤えみこ 齊藤　博徳 
榊原　　潤 櫻井　　隆 佐々木義朗 佐藤　晴一 佐藤　秀雄 塩澤　寛子 
末廣　　孝 菅原　正行 高橋　憲司 武石　考司 武石　忠俊 玉山　敬吏 
丹治　秀一 長澤　邦雄 中山　和朗 南雲　州治 沼田　常好 根橋　聖治 
野寄　豊文 馬場　伸裕 馬場　正憲 羽生　伴子 林　　　貴 林　　俊樹 
羽山　昇蔵 平間　和弘 福田　武男 藤川　俊一 藤本　敏廣 前田　浩志 
三上　　洋 宮川　浩一 牟田　裕一 村上　倫行 村田　研一 村松　繁克 
村松　英明 山中　正一 吉岡　　毅 吉本　　修
■千歳ローターアクトクラブ（２名） 青野　弘稔 佐々木文也

会員令夫人
曙　奈緒美 荒　　曜子 五十嵐志貴 伊藤　栄子 今村　恵子 岡田　美香 
落合　志麻 加藤　好江 喜多美樹子 木村　幸恵 今野　美里 佐藤　宏子 
瀧澤　由美 武石　悦子 玉山ひろみ 南雲　直子 沼田　道子 馬場恵美子 
林　　聡弥 福田　裕子 三上　　桂 宮川奈穂子 村田　典子 村松さゆり 
吉岡奈津子
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千歳ロータリークラブ
創立50周年実行委員会組織図

※　◎委員長　○副委員長
会　　　　　長 　瀧澤　順久　　
副　　会　　長 　大澤　雅松　　
幹　　　　　事 　喜多　康裕　　
会 長 エ レ ク ト 　今野　良紀　　
パストガバナー 　佐藤　秀雄　　
ガバナーノミニー 　福田　武男　　
会　　　　　計 ◎川端　　清　○稲川　和伸　　
Ｓ　　Ａ　　Ａ ◎大西　信也　○伊藤　一三　　落合　和昭　　宮川　浩一
実 行 委 員 会 ◎末廣　　孝　○五十嵐　宏　　小笠原　良　　
総務統括委員会 ◎丹治　秀一　○平間　和弘　○五十嵐桂一　　中山　和朗
表 彰 委 員 会 ◎藤本　敏廣　○村上　倫行　　榊原　　潤　　
登 録 委 員 会 ◎沼田　常好　○荒　　洋一　　

　林　　俊樹　　塩澤　寛子　　野寄　豊文　　内川　重之
　馬場　正憲　　羽生　伴子　　遠藤　晴美　　安達　正子

　　（来客者接待） ○齊藤　博徳　　岡崎　　進　　木村　榮治　　菊地　　稔
　　（物故家族接待） ○浅利美恵子　　木村　聡史　　
式 典 委 員 会 ◎今村　靜男　○阿部　正信　　

　玉山　敬吏　　佐藤　晴一　　菅原　正行　　吉本　　修
　佐々木義朗　　林　　　貴　　

祝 賀 委 員 会 ◎藤川　俊一　○牟田　裕一　　
　佐藤　晴一　　斉藤えみこ　　小畑　　彰　　櫻井　　隆
　馬場　伸裕　　

記念事業委員会 ◎五十嵐桂一　○根橋　聖治　　村松　英明　　
記念誌編纂委員会 ◎前田　浩志　○山中　正一　　

　高橋　憲司　　村松　繁克　　吉岡　　毅　　岡田　信行
記念ゴルフ委員会 ◎武石　忠俊　○武石　考司　　

　羽山　昇蔵　　加藤　輝明　　南雲　州冶　　甲斐くり子
　曙　　嘉輝　　

救 護 委 員 会 ◎長澤　邦雄　○三上　　洋　　
ソングリーダー ◎村田　研一　　
総 合 司 会 ◎佐藤　晴一　　長尾　睦美　　

ＰＣ（就任年度順）14名
丹治秀一（1984～1985）　武石忠俊（1987～1988）　佐藤秀雄（1990～1991）　長澤邦雄（1994～1995）
中山和朗（2005～2006）　五十嵐宏（2006～2007）　福田武男（2007～2008）　末廣　孝（2008～2009）
今村靜男（2011～2012）　村田研一（2012～2013）　川端　清（2013～2014）　藤本敏廣（2014～2015）
沼田常好（2015～2016）　大西信也（2016～2017）
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千歳ロータリークラブ 物故会員（過去10年間）
生前のご活躍を偲び、ご功績に感謝し、謹んでご冥福をお祈りします。

氏　名

命　日
2009.11. 2

菅　原　文　雄

氏　名

命　日
2008. 5.13

喜　多　清　皓

氏　名

命　日
2012. 6.16

木　村　照　男

氏　名

命　日
2011.10.15

曙　　　恒　平

氏　名

命　日
2011.11.27

佐　藤　彰　二

氏　名

命　日
2012. 5. 1

村　松　克　重

氏　名

命　日
2014. 1. 6

村　上　光　輝

氏　名

命　日
2014.12. 8

佐々木　　　昭

氏　名

命　日
2015. 5.10

日　向　祥　一

氏　名

命　日
2015. 6. 4

佐々木　金治郎

氏　名

命　日
2015. 8.29

上　井　昭　一
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　祝　　辞

千歳市長　山　口　幸太郎　様

祝　辞

　この度、千歳ロータリークラブが創立50周年という大きな節目を
迎えられ、そのお祝いの会がこのように盛大に開催されております
事を心からお祝い申し上げたいと思います。 また、 先ほどご紹介が
ありました通り、このお祝いの席に、多くの皆さま方がわざわざご
参加・ご出席をいただいております。特に神戸南ロータリークラブ

の皆さまには遠路からお越しいただきありがとうございます。日頃から皆さまと千歳ロータリー
クラブの交流のあらましはよく伺っておりまして、大変ご厚誼いただいているとの事で、これか
らもよろしくお願いします。近隣のロータリークラブの皆さま方とも日頃から連携・交流を深め
られているとの事で地元市長といたしましても大変嬉しく思っております。
　本日は2510地区の役員の皆さま方にもご出席いただきました。國立金助ガバナーは35年も前
になりますが、ＪＣ時代の共に活動した仲間でありまして、当時國立さんは北海道のトップとし
て活躍されておりました。今回はロータリークラブのトップとしてご活躍いただいているという
事でありまして、大変地域活動や社会活動にご熱心な様子を拝見し、感激しているところであり
ます。どうぞこれからも千歳ロータリークラブ、ひいては近隣のロータリークラブの皆さま共々
によろしくお願いします。
　先ほどご紹介がありました通り、千歳ロータリークラブは創立以来50年、様々な変遷を経なが
らクラブ発展の一途を辿ってまいりました。ロータリークラブの綱領に謳う精神に基づいて色々
な活動を展開していただいております。その一つひとつをご紹介する時間はありませんが、末廣
実行委員長や瀧澤会長からお示しがありました通り、「ロータリーの森林（もり）」において森づ
くり事業を手掛けられておりました。丁度その時、私も会員として森づくりに勤しんだ記憶があ
ります。それから、現在桜並木を造ろうという事で千歳川沿いに桜並木を造成しておりますが、
その事業にも会員の皆さまの総意で多額のご寄附をいただいており、成木をご寄附いただいた所
でございます。それから、昨年につきましては車椅子を100台、市内の公共施設でもれなく使用
させていただけるという事で寄贈いただいた所でございます。加えて、子育て支援センターにも
遊具等のご寄附をいただき、千歳のまちの介護・医療・子育て等に幅広くご尽力をいただいた所
でございます。それらの活動に対しまして心から敬意を表しながら感謝申し上げます。今後も千
歳ロータリークラブの皆さまにおかれましては地域の発展の為にお力添えをいただく事を心から
願っております。
　千歳市は人口10万足らずの小都市ではございますが、お陰様で発展しているまちの一つであり
ます。特に平成23年から平成32年までの10年間の総合計画の中で９万３千人であった人口を、
９万７千人に増やそうという事で「９万７千プロジェクト」の下、市民の皆さんと共に歩んでき
た所でありますが、残り２年を残しまして、つい先日、18日の日に達成する事ができました。こ
れもひとえに新千歳空港の活況や支笏湖を中心とした観光、あるいはロータリークラブの会員の
皆さんに多く在籍をしておられますが、皆さまの事業の発展、その事が大きな推進力になってい
ると感じています。大変感謝いたしております。お陰様で子供もまだ沢山生まれるという事から、
今後も子育てに注力していく所でございます。これからもロータリークラブの皆さまのお力添え
をいただきながら、また連携をしながら元気なまちづくりを進めていきたいと思っておりますの
で、今後ともどうぞよろしくお願いします。
　最後になりますが、千歳ロータリークラブのご発展、本日お越しの各クラブの皆さまのご健勝
とご発展を心から申し上げまして一言お祝いの言葉とさせていただきます。本日はおめでとうご
ざいました。
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　本日は千歳ロータリークラブ創立50周年記念式典がこのように素
晴らしく盛会裏に開催されました事、誠におめでとうございます。
心からお祝い申し上げます。
　本年度の千歳ロータリークラブ、瀧澤会長のテーマは「あなたの

愛を地域へ　世界へ　そして未来へ」という事で、大変素晴らしいテーマだと感心しておりまし
た。今年度の国際ロータリーのイアン・ライズリー会長のテーマは「変化をもたらす」でありま
す。「ロータリーは何ですか？」と聞かれた際には、我々は行動をもってそれを示すという事で
あります。奉仕の精神で行動を起こすと、必ず変化が起こるという事を信じて奉仕を続けなさい
という事であり、会長は全世界120万人のロータリアンに対して、一人１本ずつ、120万本の植樹
を４月22日までに行っていただきたいとおっしゃっております。私共2510地区は2600名の会員
がおりますので、2600本の植樹をする事になっています。この事業について地区内69クラブへア
ンケートを取りまして、達成の為の３つの方法を考えました。一つは現在千歳ロータリークラブ
の皆さんもされている通り、各クラブで独自で植樹したいというクラブが30クラブ、もう一つは
地区の共同事業として行いたいというクラブが39クラブありました。昨年の５月９日に当別の道
民の森を使用し、行いました。３つ目と致しましては、先ほど50周年でタイ国に車椅子の寄贈の
お話が出ていましたが、私も１月に行って参りました。恵まれない子供に対して20数年間地区が
行っている事業を検証しつつ、現地の小学校25校に協力をいただき、600本の植樹を無事終了さ
せていただき、2600本の植樹事業が滞りなく終了しました。
　千歳ロータリークラブは25年前に既に「ロータリーの森林（もり）」という、大変素晴らしい
植樹事業をされている事を知りました。25周年の記念事業で北海道森林管理局から80年契約でア
カエゾマツを7820本植樹されたという事です。分収造林という事で、その中から収益を上げ、52
年後にはその中から社会奉仕等にその財源を使いたいと考えておられ、本当に素晴らしい事業だ
と感心しております。これから我々ロータリーが向かうべき方向性に既に25年前に達していると
いう事に敬意を表したいと思います。
　その他にも20周年時には千歳ローターアクトクラブを設立し、40周年時には千歳プロバスクラ
ブを設立され、50周年には先ほどもご紹介がありましたが、４つの素晴らしい記念事業をされ、
地域の為に最大限の活動をされました。合わせて2510地区には2003-04年度のガバナーでありま
す、佐藤秀雄パストガバナーを輩出されております。また、再来年度の2019-20年度には福田武
男さんがガバナーとして輩出される予定です。地区に対しましても多大なるご貢献をいただいて
おりますことに感謝申し上げます。
　瀧澤会長の会長方針であります、「あなたの愛を地域へ　世界へ　そして未来へ」というこの
素晴らしいテーマの下で地域、世界、次世代の為にこれからもますますご活躍されます事をご祈
念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございました。

　祝　　辞

ガバナー　國　立　金　助　様
国際ロータリー第2510地区
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熱意溢れる奉仕の心の伝承に
敬意と感謝を！

　只今ご紹介を賜りました、札幌ロータリークラブ会長の相茶と申
します。本日はかくも盛大なるご式典へのお招きをいただき、誠に
有り難うございます。札幌ロータリークラブを代表して、一言ご祝
辞を申し上げます。

　千歳ロータリークラブの皆様、創立50周年、誠におめでとうございます。歴史を振り返ります
と、1968年に貴クラブが創立された際、私ども札幌ロータリークラブがスポンサークラブとして
お手伝いをさせていただきました。今日、貴クラブがこの50年間に数々の地域に根差した、時代
の先端を行く奉仕活動を実践され、輝かしい成果を上げられましたことに敬意を表しますととも
に、スポンサークラブの私どもにとりましても大きな喜びでございます。特に、1988年の千歳ロー
ターアクトクラブの設立、1992年の分収造林「ロータリーの森林（もり）」事業、2008年の千歳
プロバスクラブの設立など、傑出した奉仕活動に果敢に取り組まれ、立派な事業に育て上げられ
ました。貴クラブの皆様のご尽力に心より敬意を表しますとともに、今後益々のご発展を心より
お祈り申し上げます。
　さて、本日の記念式典のご案内をいただいた際、貴クラブのことを学びたくホームページを開
きました。その時、ホームページの誠に充実した内容と適時な更新、そして貴クラブが「歴史の
伝承」を記録と言う形で後世に詳細かつ正確に伝えていることに感銘を受けました。
　特に、「クラブのあゆみ」と「過去記事アーカイブ」には貴クラブの活動実績が豊富な写真と
詳細な記事で見事に記録されており、「歴史の伝承」に対する並々ならぬ熱意を感じ取ることが
できました。
　また、貴クラブの充実したホームページを広く社会に発信することは、千歳ロータリークラブ
の広報活動に資することは勿論、ロータリークラブの課題である世間一般の関心と理解の醸成に
大いに貢献されるものと期待をいたしております。
　貴クラブが大きな節目の年を迎えた今日、50年の長きにわたる貴重な活動を史実として立派に
記録され、先人の皆様の奉仕にかける心を活動の礎にして、次の半世紀に向かい新たな歴史と伝
統を築かれますことを祈念いたしております。
　結びとなりますが、千歳ロータリークラブ創立50周年に重ねてお祝いを申し上げますとともに、
ご参会の皆様の今後益々のご健勝とご活躍を心からご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていた
だきます。

会　長　相　茶　俊　介　様
札幌ロータリークラブ
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　第2680地区から参りました。神戸南ロータリークラブの吉田でご
ざいます。神戸南ロータリークラブがあります神戸には、13のロー
タリークラブがあります。どうして当クラブが友好クラブの締結先
だったかと言いますと、たまたま11年前にここにおられます瀧澤会

長が商工会議所として来られ、どこか無いでしょうかと探しておられたのがきっかけでして、神
戸南ロータリークラブが空港に一番近いという事で、友好クラブの締結となりました。後にお聞
きしますと40周年の記念事業という事で、友好クラブを作りたいとの事でした。
　ただ、本日も来ておりますけど、当時の中谷紀之会長の下、私はたまたま社会奉仕委員長をし
ておりましたので、例会の２次会の席でどうしようかと悩んでいた事も覚えております。後に瀧
澤会長にお聞きしますと、雰囲気もあまり良くなく、断られたらマズイという話も出ていたよう
です（笑）。結局、2007年６月11日に締結式が行われ、互いのクラブへ行き来が始まった訳ですが、
その際関わった４人のメンバーは皆勤賞で参加させていただいております。当時は確かに悩みま
したが、今はベストな結果をもたらしたと思っています。本年で11年間続いている事が何よりの
証であり、神戸南ロータリークラブメンバー全員がそう思っています。千歳ロータリークラブさ
んの50周年から見れば11年という僅かな歳月の中かもしれませんが、一緒に記念植樹事業もさ
せていただきましたし、神戸空港には記念の時計を寄贈させていただきました。そんな中身の濃
いお付き合いをさせていただいておりますので、今後も長くこの友好関係が続いていくのではな
いかと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。本日は50周年誠におめでとうご
ざいました。

　祝　　辞

会　長　吉　田　福　司　様
友好クラブ　神戸南ロータリークラブ
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祝　電
心 を 込 め て

（以下ご芳名 敬称略・順不同）

衆議院議員 　和　田　義　明
北海道知事 　高　橋　はるみ
株式会社北洋銀行 取締役頭取　安　田　光　春
北海道信用金庫 会　　長　吉　本　淳　一
 理 事 長　前　田　繁　利
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 総支配人　落　合　和　昭
 元総支配人　野　津　省　吾
元千歳ロータリークラブメンバー 　森　本　裕　紀
小樽銭函ロータリークラブ 会　　長　上　村　百合子
倶知安ロータリークラブ 会　　長　九津見　真由美
札幌北ロータリークラブ 会　　長　佐々木　　　仕
札幌はまなすロータリークラブ 会　　長　野　村　勝　隆

会員一同

函館ロータリークラブ 会　　長　原　　　一　彰
函館亀田ロータリークラブ 会　　長　川　北　正　樹

2017−18 年度国際ロータリー会長
イアン H.S. ライズリー

　50周年を迎えられた千歳ロータリークラブの皆さまに、心よりお祝い申し上げます。
　長年にわたり地域社会に尽くしてこられた貴クラブに、心からの賛辞を贈ります。

　世界35,000クラブ120万人以上の会員が、ロータリーファミリーを成しています。地理的な距
離または文化や言語の違いこそあれ、私たちは奉仕への献身という共通の絆で結びついています。
　私たちロータリアンを突き動かしているのは、地元や海外の町をより良くし、超我の奉仕を実
践することへの熱意です。貴クラブのように活発なクラブのおかげで、ロータリーは多くの変化
を世界にもたらすことができます。
　ロータリーファミリーを代表し、50年間の親睦と奉仕、そして素晴らしい功績に心から敬意を
表します。
　今後も「ロータリー：変化をもたらす」、この精神で貴クラブがますます発展し、活躍してい
かれることを祈っております。
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感謝状

札幌ロータリークラブ  相茶　俊介 会長 殿

千歳ロータリークラブ 様

千歳市より感謝状授与

貴クラブは1968年千歳ロータリーク
ラブ設立にあたりスポンサークラブ
として多大なるご尽力をして下さい
ました
お陰様をもちまして当クラブも無事
50周年の節目を迎えることができま
した 
ここに称えるとともに深く感謝の意
を表します
　平成30年４月21日

会　長　瀧　澤　順　久　
千歳ロータリークラブ

貴団体はかねてから保健福祉の充実に
深い関心をもたれこのたび創立50周
年を記念して100台の車いすを寄附さ
れましたことは千歳市休日夜間急病セ
ンター「ささえーる」や市立千歳市民
病院をはじめ小中学校　文化・体育・
コミュニティ施設など市内全域の公共
施設に配置することにより多くの市民
の利便性に寄与するところ誠に大きな
ものがあります
よってここに深く感謝の意を表します
　平成29年９月15日

千歳市長　山　口　幸太郎　

貴団体はかねてから子育て支援に深い
関心をもたれこのたび子育て総合支援
センター及び北新子育て支援センター
に遊具を寄付されましたことは子育て
世帯が安心して生み育てることができ
る環境づくりをすすめ未来を担う子ど
もたちの健全な育成に寄与するところ
誠に大きなものがあります
よってここに深く感謝の意を表します
　平成29年12月21日

千歳市長　山　口　幸太郎　

スポンサークラブ

瀧澤　順久　会長

末廣　孝　実行委員長
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第40代会長  福田　武男 パスト会長 殿

会　長　瀧　澤　順　久　
千歳ロータリークラブ

あなたは千歳ロータリークラブ会長
として高い奉仕の理想を胸に卓越し
たリーダーシップを発揮されクラブ
の発展と地域に多大な貢献をされま
した
よって創立50周年を迎えるにあたり
その功績を称え感謝の意を表します 
　平成30年４月21日

歴代会長紹介及び表彰

千歳分収造林組合長  丹治　秀一 パスト会長 殿

会　長　瀧　澤　順　久　
千歳ロータリークラブ

あなたは千歳ロータリークラブの80
年にわたる継続事業である分収造林

「千歳ロータリーの森林（もり）」の
組合長として多大なるご尽力をされ
てきました
よって創立50周年を迎えるにあたり
その功績を称え感謝の意を表します 
　平成30年４月21日

特　別　表　彰

末廣　　孝
第41代会長

岩崎　暉久
第42代会長

佐々木 金治郎
第43代会長

福田　武男
第40代会長

今村　靜男
第44代会長

大西　信也
第49代会長

沼田　常好
第48代会長

村田　研一 川端　　清 藤本　敏廣
第46代会長第45代会長 第47代会長
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　本日はお忙しい中、千歳ロータリークラブ創立50周年記念式典へ
ご臨席賜り、誠にありがとうございました。大きな節目を迎えた当
クラブですが、多数のお祝いのお言葉をいただき、身の引き締まる
思いでございます。今後60年、70年、そして100年に向けて、更な
るロータリー活動を進めてまいる所存でございますので、今後とも
よろしくお願い申し上げます。
　先ほど、國立ガバナーの方からご紹介がありました通り、２年後
には当クラブからガバナーを輩出する運びとなっております。その
折にはまた皆さまとお会い出来るのを楽しみにしております。
　それでは、以上を持ちまして記念式典を閉会させていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

式典委員長　今　村　靜　男　

閉会の言葉
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写真で見る
祝賀会
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写真で見る祝賀会
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写真で見る祝賀会
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写真で見る祝賀会
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写真で見る祝賀会
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祝　賀　会　次　第

2018年（平成30年）４月21日（土）　祝賀会 16：30
場所：ANAクラウンプラザホテル千歳

（敬称略）

○開会の言葉   ...........................................................................................................................................................................................................................................................  副実行委員長　五十嵐　　　宏
○開会の挨拶   ...............................................................................................................................................................................................................................  クラブ会長エレクト　今　野　良　紀
○来 賓 挨 拶   .................................................................................................................................................................................................................................................   北海道議会議員　梅　尾　要　一

北海道議会議員　太　田　憲　之
千歳商工会議所副会頭　入　口　博　美

○アトラクション  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ギタリスト　竹　形　貴　之
○祝　　　杯   ...................................................................................................................................................................................................  第2510地区パストガバナー　佐　藤　秀　雄

（祝　　宴）

○記念ゴルフ大会成績発表   .....................................................................................................................................................  記念ゴルフ大会委員長　武　石　忠　俊
○謝　　　辞   ....................................................................................................................................................................................................................................................................  クラブ会長　瀧　澤　順　久
○手　締　め   .....................................................................................................................................................  第2510地区第７グループガバナー補佐　福　田　武　男
○ロータリーソング「手に手つないで」斉唱

○閉会の言葉   ....................................................................................................................................................................................................................................................................  祝賀委員長　藤　川　俊　一
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祝賀会

盛大に創立50周年記念祝賀会開く
和やかな雰囲気の中、親睦と友情を深める

（祝賀会要約）
　2018年（平成30年）４月21日（土）、千歳ロータリークラブ創立50周年記念式典に引き続き、
祝賀会がＡＮＡクラウンプラザホテル千歳で盛大に行われました。

◇式典終了後、休憩をはさみ16時30分に祝賀会が開始され、五十嵐宏副実行委員長より「本日
はお忙しい中、このように多数のご参加をいただき、本当にありがとうございます。無事に式典
も終了しました。ただいまより千歳ロータリークラブ50周年記念祝賀会を開催いたします。」と
開会の言葉があり、続いて、今野良紀会長エレクトより「國立金助ガバナーをはじめといたしま
す、地区の役員の皆さま方、そして地域のロータリアンの皆さま方、そしてご来賓各位の皆さま
方、先ほどの式典より沢山のご出席をいただきました事を感謝申し上げます。また、友好クラブ
でもございます、神戸南ロータリークラブ吉田福司会長をはじめとする10名の皆さま方、この友
情の出席に厚く感謝申し上げます。本日これからのお時間は、ロータリーの根源であります親睦、
そして友情の輪を広げ、絆を深めていただけたら幸いでございます。これからのお時間、どうか
楽しんでください。」と開会の挨拶がありました。

◇続いて、来賓の梅尾要一北海道議会議員から、「千歳ロータリークラブの功績は、現在の千歳市
の発展の歴史と軌を一にしており、ロータリアンの緑の森、市立図書館のステンドグラス、100
台を寄贈された50周年事業の車椅子の贈呈事業、真新しい遊具を児童館に贈呈された事業、こう
した様々な功績により輝いており、これからも皆さんと共にロータリアンの皆さまの奉仕の輪が
更に輝きますように心から祈念しております。」と挨拶がありました。

◇さらに、来賓の太田憲之北海道議会議員から、「人口減少・少子高齢化の中で、現在はどのク
ラブも会員数が減少しております。それに対して千歳ロータリークラブは凄い勢いでメンバーを
増している状況です。これは千歳市の人口９万７千人を突破した、このまちに住ます皆さまの勢
いをあらわしている。」とお褒めの言葉をいただき、「これからも60周年、70周年と末永く皆さま
の活動が継続します事を心からご祈念いたします。50周年事業も素晴らしいものでしたから、60
周年の際にはどのような事をされるのか本当に期待しております。」と挨拶がありました。

◇そして、来賓の入口博美千歳商工会議所副会頭から「私が特に印象に残ったのが分収造林事業
でございまして、80年という壮大な期間を費やす事業を手掛けられた事の素晴らしさ、とても大
変な事だと思っております。」と千歳ロータリークラブの取り組みに対するお褒めの言葉をいた
だき、「近江商人の言葉である「三方よし」をロータリーにあてはめると『会員メンバーがよし、
クラブがよし、そしてまちがよし』と繋がる「三方よし」となり、その精神でまちの為に社会貢
献や奉仕事業を行っていただきたい。」と挨拶がありました。
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◇ご来場の方々への歓迎の想いをこめて、千歳市ご出身でドイツのケルン国立音楽大学をご卒業
され、数々のご成績を収められているギタリストの竹形貴之さんより、スペインの作曲家・ギタ
リストのフランシスコ・タレガ作曲「アルハンブラの思い出」の演奏がありました。

◇演奏が終わり、盛大な拍手の中、佐藤秀雄ＲＩ第2510地区パストガバナーから「当クラブは創
立より50年経過しました。100年、１世紀に向かって、１段１段階段を昇って参ります。どうか
皆さんご支援の程、よろしくお願いします。それでは、乾杯したいと思います。」と祝杯の音頭
をとり、祝宴に入りました。引き続き竹形貴之さんの演奏をＢＧＭとしながら和やかに祝宴が始
まりました。

◇盛り上がる会場の中、高橋憲司会員が即日作成した記念ゴルフ大会の模様をまとめた映像がス
クリーンで放映された後、佐藤晴一会員より記念ゴルフ大会の成績発表の個人成績が発表されま
した。初めにブービーメーカー、ブービー、ベストグロスの方々の紹介があり、第10位の恵庭ロー
タリークラブの鷲田政昭会員より順次登壇しての表彰となりました。成績が発表されるごとに会
場のテンションが上がる中、優勝した千歳ロータリークラブの曙嘉輝（あけぼのよしき）会員か
ら 「千歳ロータリークラブの歴史に名を刻むことができるような、創立50周年の記念すべき大会
にて優勝できて光栄です。これから、60周年、70周年、80周年と千歳ロータリークラブ、千歳市、
北海道に尽くしていきたいと考えています。」と優勝の弁があり、会場は歓声と拍手の渦となり
ました。

◇続いて、瀧澤順久千歳ロータリークラブ会長から謝辞があり、福田武男第2510地区第７グルー
プガバナー補佐の一本締めで祝宴を終了しました。

◇この後、出席者全員が手をつないで出席者の大きな輪をつくり、恒例のロータリーソング「手
に手つないで」を斉唱し、さらに参加の方々の仲間意識を高めました。
◇最後に、藤川俊一祝賀委員長が「本日は長時間にわたりまして、千歳ロータリークラブ創立50
周年記念式典、記念祝賀会にご参加いただきありがとうございました。千歳ロータリークラブは、
今後も、60年、70年、100年と発展してまいります。何卒よろしくお願いいたします。本日は誠
にありがとうございました。」と閉会の言葉を述べ、閉会しました。
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　本日はお忙しい中、このように多数のご参加をいただき、本
当にありがとうございます。無事に式典も終了しました。ただ
いまより千歳ロータリークラブ50周年記念祝賀会を開催いたし
ます。

　本日は第2510地区、國立金助ガバナーをはじめといたします、
地区の役員の皆さま方、そして地域のロータリアンの皆さま方、
そしてご来賓各位の皆さま方、先ほどの式典より沢山のご出席
をいただきました事を感謝申し上げます。また、友好クラブで
もございます、神戸南ロータリークラブ吉田会長をはじめとす
る10名の皆さま方、この友情の出席に厚く感謝申し上げます。
　皆さま方もご存知かと思いますが、ロータリーの生みの親、
ポール・ハリスと奉仕の理念を繰り入れました、アーサー・シェ

ルドン、そして日本のロータリーの親と言われております、米山梅吉氏、この３人が1868年に生
を受けました。それから100年が経ちまして、1968年４月26日に我が千歳ロータリークラブは札
幌ロータリークラブのスポンサーの下、北海道で70番目のクラブとして誕生いたしました。
　それから50年が経ち、本日の盛大なる式典と祝賀会を迎える事が出来ました。これもひとえに、
大先輩の皆さま方のご功績と、本日ご出席いただいております、皆さま方のお蔭だと思っており
ます。改めまして感謝申し上げます。
　瀧澤年度の会長方針にもあります「愛」、私もこの「愛」をこの千歳ロータリークラブに非常
に感じておりました。その要因の一つは、私がこの千歳ロータリークラブと同級生だという事で
す。私もまだ50歳であります。このクラブと共に、年齢を重ねていくという事でございます。本
日も見えていらっしゃいますが、丹治パスト会長は御年95歳という事で、先ほどお話しましたら、
自分で車を運転してきました。とおっしゃっていました。私もそんなパスト会長を非常にリスペ
クトしております。経済的・健康的、そして奥さんにも許されるのであれば、一生このロータリー
を貫いていきたい。改めてそう思いました。
　本日これからのお時間は、ロータリーの根源であります親睦、そして友情の輪を広げ、絆を深
めていただけたら幸いでございます。これからのお時間、どうか楽しんでください。本日はあり
がとうございました。

創立 50 周年副実行委員長　五十嵐　　　宏　

会長エレクト　今　野　良　紀　

開会の言葉

開会の挨拶



33

　本日は千歳ロータリークラブ創立50周年がこのように市内外
から多くのご来賓のご出席の中、盛会に開催されました事を心
からお喜び申し上げます。
　「人は歴史を創り、歴史は人を創る。」という言葉があります。
まさしく、奉仕の50年の歴史、手と手を繋ぎ合って作ってきた
友の輪の歴史、このロータリアンの多くの諸先輩である、歴代

会長はじめ役員の皆さん、そしてロータリアンの皆さんが作ってきたこの50年を本日お祝い出来
ることを本当に私も嬉しく思っている所であります。
　その功績の輝きというのは、現在の千歳市の発展の歴史と軌を一にするものでありまして、沢
山の光が散りばめられているまちとなりました。先ほど紹介がありました、ロータリアンの緑の
森、市立図書館のステンドグラス、100台を寄贈された50周年事業の車椅子の贈呈事業、真新し
い遊具を児童館に贈呈された事業、こうした様々な功績の光でありまして、これからも皆さんと
共にロータリアンの皆さまの奉仕の輪が更に輝きますように心から祈念しております。加えて、
この50周年は人を作ってきた歴史でもあろうかと思います。多くの奉仕の理想に燃える人々を作
り、市民にもその心を植え付け、千歳市が大きく心豊かな文化の香るまちへと発展されました。
心から感謝申し上げます。
　これからも世界へ、そして未来へ、その光が永遠と光り輝く千歳市でありますように、心から
祈念し、ご参会の皆さま方のご健勝と各クラブのご発展をお祈りして記念に当たってのご挨拶と
させていただきます。

北海道議会議員　梅　尾　要　一　様

来賓挨拶
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　本日は千歳ロータリークラブの50周年記念式典、そして祝賀
会がこのように近郊のロータリアン、そして遠くは道外からも
お集まりいただき開催されます事を心よりお喜び申し上げる次
第でございます。
　先ほど、今野次年度会長が言われた50年のお話なのですが、

（一部削除）歴史を拝見するにつれ、その50年という時の長さ
を感じる次第でございます。それぞれのロータリークラブがやってこられた様々な諸行事、千歳
市でも様々な川清掃や盆踊り、そういった活動を支援されているのも、市内の学校や少年・女学
院等への植樹、それもロータリークラブさんが担ってこられた事も、タイに車椅子を持っていっ
たり、南アフリカに消防車を寄贈したり、スリランカに医療用ベッドや自転車を持っていかれた
事業があった事を聞いております。
　瀧澤会長も言われましたが、一時期より会員が減った時期もありましたが、現在はまた盛り上
がっているという話がございました。人口減少・少子高齢化の中で、現在はどのクラブも会員数
が減少しております。それに対して千歳ロータリークラブは凄い勢いでメンバーを増している状
況です。これは千歳市の人口９万７千人を突破した、このまちに暮らす皆さまの勢いをあらわし
ている。そういう事も言えるのではないかと感じています。
　これからも皆さまがやってきた背中を見せる事によって、次の世代の青年たちの育成に寄与さ
れているものだと思っており、私と近い年代の方もクラブに加入して活動されて活躍されていま
す。
　本日、50周年を迎えられ、これからも60周年、70周年と末永く皆さまの活動が継続します事
を心からご祈念致します。50周年事業も素晴らしいものでしたから、60周年の際にはどのような
事をされるのか本当に期待しております。皆さまのご隆盛と本日ご参加の皆さまのますますのご
健勝とご多幸を祈念致しましてご挨拶とさせていただきます。本日はご盛会、誠におめでとうご
ざいます。

北海道議会議員　太　田　憲　之　様
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　千歳ロータリークラブの50周年、おめでとうございます。50
周年という事は50年前となる訳ですが、その時々の会長様が
色々な事業を組み立て、その中で社会貢献もされる訳です。先
ほどから色々な事業の紹介がありましたが、私が特に印象に残っ
たのが分収造林事業でございまして、80年という壮大な期間を

費やす事業を手掛けられた事の素晴らしさ、とても大変な事だと思っております。組合長の丹治
さんは大正12年生まれだという事ですけれども、私の父親が大正13年生まれでございまして、
既に空の上に行ってしまいましたが、素晴らしいエネルギーをお持ちの方だと改めて感じました。
これからもますます頑張って下さい。80年、これからまだまだ先がありますけれども、皆さんお
元気でこの事業の達成を見届けていただきたいと願うばかりであります。
　本年は北海道命名150年、千歳市市制施行60周年という大きな節目の年であります。そういっ
た年にロータリー 50周年という節目を迎えられました。メンバーの皆さんも心に残る本年となる
のではないかと思います。
　終わりになりますが、滋賀県の近江地方に近江商人という商売の神様とでも言いますか、そう
いった方がおられますが、そちらの地方では「三方よし」という言葉がございまして、それは「買
い手よし、売り手よし、世間によし」という三方です。これをロータリーにあてはめますと、「会
員メンバーがよし、クラブがよし、そしてまちがよし」と繋がる三方よしとなります。こういっ
た事を念頭においていただいて、まちの為に社会貢献や奉仕事業を行っていただきたいと思いま
す。
　私も千歳セントラルロータリークラブの会員でございまして、２年後には30周年を迎えます。
ロータリー事業の展開の仕方など、大変参考になりました。今日からホップ・ステップ・ジャン
プという形の中でますますご発展される事を祈念致しましてご挨拶とさせていただきます。

副会頭　入　口　博　美　様
千歳商工会議所
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　千歳市ご出身で、４歳からギターを始める。札幌日本大学高等学校卒業、日本大学芸術学部音
楽学科中退後、ドイツのケルン国立音楽大学をご卒業され、数々のご成績を収められています。
　受賞履歴は以下の通りです。

・全国学生ギターコンクール高校生の部　優勝、全部門を通じ最優秀賞となる G・L・C 賞
・名古屋ギターコンクール　優勝
・スペインギター音楽コンクール　第２位
・ポーランドのロッズ国際ギターコンクール　第３位
・ベルリン国際ギターコンクール　ファイナリスト
・千歳市民文化奨励賞
・日本大学総長賞

　学生の時から「千歳市社会福祉協議会“ボランティアセンター”」に登録し、お年寄りなど在
宅療養中の方、障がいを持っている方、音楽を聴く機会の少ない児童の前や盲導犬協会でコンサー
トをするなど、ボランティアに積極的に参加されています。

　演奏曲
・フランシスコ・タレガ作曲「アルハンブラの思い出」
・谷村新司作曲「いい日旅立ち」
・アントニオ・ルビーラ（諸説あり）「危険な遊び（愛のロマンス）」

ギタリスト　竹　形　貴　之　　

アトラクション
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　厳粛な式典も終わりまして、いよいよ楽しい祝賀会でござい
ます。本日は千歳地方19℃という事でゴルフに行きたい方が沢
山いらっしゃったのではないかと思います。私もその一人であ
りましたが、残念ながら50周年という事でこの場に集まりまし
た（笑）。明日は少し肌寒い15℃という予想となっておりますが、
本日行けなかった訳ですから、明日は是非プレイを楽しんで貰
えたらと思います。

　当クラブは50周年という事で50年経過しました。100年、１世紀に向かって、１段１段階段を
昇って参ります。どうか皆さんご支援の程、よろしくお願いします。
　それでは、乾杯したいと思います。　「乾杯 !!!」

パストガバナー　佐　藤　秀　雄　
ＲＩ第 2510 地区

祝　杯
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記念ゴルフ大会成績発表
（詳細は「ゴルフ大会結果」に掲載）

　高橋憲司会員が即日作成した記念ゴルフ大会の模様をまとめたスライドが放映された後、佐藤
晴一会員より記念ゴルフ大会の成績発表の個人成績が発表されました。
　初めにブービーメーカー、ブービー、ベストグロスの方々の紹介があり、第10位の恵庭ロータ
リークラブの鷲田政昭会員より順次登壇しての表彰となりました。成績が発表されるごとに会場
のテンションが上がりました。
　優勝した千歳ロータリークラブの曙嘉輝（あけぼのよしき）会員から「千歳ロータリークラブ
の歴史に名を刻むことができるような、創立50周年の記念すべき大会にて優勝できて光栄です。
これから、60周年、70周年、80周年と千歳ロータリークラブ、千歳市、北海道に尽くして行きた
いと考えています。」と優勝の弁があり、会場は歓声と拍手の渦となりました。
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　皆さま、長時間に亘りご臨席いただき、誠にありがとうござい
ました。実行委員会で熟慮を重ねたつもりでしたが、式典の挨拶
から乾杯まで、２時間の時間を有してしまいました。どうかロー
タリーの寛容の精神でご勘弁いただけましたら幸いです。
　式典そして祝賀会と私たちの活動を垣間見ていただいたと思い
ます。そして、竹形氏のギター演奏、これは世界的にも素晴らし
い評価をされております。今まで、これまで、そしてこれからの

千歳ロータリークラブの行く末をこのギターで語っていただいた。そんな感じが致しております。
　私たちの千歳のまち、国際空港を有し、支笏湖という大自然を有するまちであります。このまち
千歳はこれから素晴らしく発展するまちになると感じております。そんな国際都市に相応しい、ハワ
イとのクラブ同士の関係構築を次年度は目指しております。また、次々年度には2510地区のガバナー
を輩出し、千歳で地区大会を開催させていただく準備を整えている所であります。どうか今後とも
皆さまのご支援ご協力を節にお願い申し上げる所であります。結びになりますが、皆さまのご多幸、
ご健勝を祈念申し上げ、私のご挨拶に代えさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

　ご参会の皆さま、本日は千歳ロータリークラブの50周年にご出
席いただきまして誠にありがとうございます。千歳ロータリーク
ラブ、一時は会員減少でどうなるかと思いましたが、今年度で大
幅に会員が増え、元気になり、これからが楽しみになりました。
　先ほど祝辞の中で梅尾道議が歴史は人を作り、人が歴史を作
るという話をされていました。ロータリーのご挨拶の中でそうい
う話をお聞きしたのは初めてでした。ロータリーは何をしている

所でしょうかと聞かれる事があります。その際は、
ロータリーは人を作るとお答えください。そういっ
たお話が出ましたので、國立ガバナーもさぞかし
お喜びかと思います。
　それでは楽しい時間、あっという間に終わって
しまいましたが、締めさせていただきます。それ
ではご参会の皆さまのご健勝と、全てのロータリー
の発展、ご隆盛を祈念致しまして一本で締めたい
と思います。

会　長　瀧　澤　順　久　

ガバナー補佐　福　田　武　男　

千歳ロータリークラブ

第 2510 地区第７グループ

謝　辞

手締め
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ロータリーソング「手に手つないで」斉唱
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　本日は長時間にわたりまして、千歳ロータリークラブ創立50
周年記念式典、記念祝賀会にご参加いただきありがとうござい
ました。千歳ロータリークラブは、今後も、60年、70年、100
年と発展してまいります。何卒よろしくお願いいたします。本
日は誠にありがとうございました。

祝賀委員長　藤　川　俊　一　

閉会の言葉
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お見送り
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50代会長　瀧澤　順久

　千歳市内公共施設への『車椅子100台寄贈プラス修復車椅
子の海外寄贈』は、50周年記念事業の中でも最もシンボル的
な事業である。車椅子は、まず地域の公共施設へ、さらに海
外へ。そしてこれらを使う人やその周囲の人たちの未来を開
く一助になり、瀧澤会長方針「あなたの愛を　地域へ　世界
へ　そして未来へ」をストレートに具体化した。

▲山口市長に車椅子100台の目録を手渡す
　瀧澤会長（2017/9/15）

▲感謝状を受領する瀧澤会長（2017/9/15）

◆千歳市に車椅子100台寄贈
　2017年（平成29年）９月15日、千歳市に車椅子100台を寄贈。車椅子は千歳市休日夜間急病
センター 「ささえーる」 のほか、市役所本庁舎、市民病院、各小中学校やコミュニティセン
ター、福祉センターなどさまざまな公共施設で使用される。

50周年
記念事業の
ご紹介

車椅子に貼付された　
千歳RC寄贈の証となるプレート

▲
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▲目録を手にする末廣実行委員長
（2017/9/5） ▲寄贈した車椅子２台（2017/9/5）

◆千歳市休日夜間急病センター「ささえーる」に車椅子２台寄贈
　2017年（平成29年）９月５日に開所した『千歳市休日夜間急病センター「ささえーる」』に
対し、千歳ＲＣ創立50周年記念事業である「市内公共施設へ車椅子100台寄贈」の皮切りと
して、２台の車椅子を寄贈。

▲感謝の記念品を受け取る瀧澤会長（2017/11/7）

◆タイのバンコクにて修復車椅子９台寄贈
　2017年（平成29年）11月７日、タイのバンコクで千歳
から持ち込んだ修理車椅子９台を寄贈。千歳市内の公共
施設に100台の新品車椅子を寄贈した際に、不要となっ
た既存の車椅子を NPO 法人「飛んでけ！車いす」の会
とタイアップして修理し、車椅子を必要とするバンコク
の人たちに直接手渡した。
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▲タイのバンコクでの寄贈式（2017/11/7）　

◆千歳市内子育て支援センター３カ所に大型遊具寄贈
　2017年（平成29年）12月21日、千歳市内の子育て支援センター３カ所に大型遊具を寄贈。ア
リス子育て支援センターで行った寄贈式では、園児からお礼として動物の塗り絵がプレゼント
された。
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◆千歳・支笏湖氷濤まつりの氷像スポンサーとして看板設置
　当クラブ会員のひとり一人の自発的な募金により、2018年（平成30年）１月26日に開幕し
た「第40回千歳支笏湖氷濤まつり」の氷像のひとつである「天空回廊」に対し、当クラブの
スポンサーが実現した。氷像の前には「創立50周年　千歳ロータリークラブ」と記した看板
が設置され、まつり来場者に当クラブを広くＰＲ。

▲贈呈式終了後、園児・保護者・関係者の皆さんと
　集合写真を撮影（2017/12/21）

▲千歳市より感謝状を受領する末廣 実行委員長
（2017/12/21）

▲「創立50周年 千歳ロータリークラブ」の看板と瀧澤会長
　【千歳民報社提供】（2018/1/26）

▲天空回廊の回廊部にも看板を設置
（2018/1/26）
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▲講演会終了後、「橋下徹」氏を囲んでの集合写真（2018/4/13）　

◆橋下徹氏を招いて記念講演会開催
　2018年（平成30年）４月13日、北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）にて、千歳市民を
無料招待とする、元大阪市長「橋下徹」氏の『実行と決断～未来に向けての進路～』と題した
記念講演会を開催。当日は大勢の千歳市民が、橋下徹氏の軽快なトークを堪能。

▲講演会の会場である北ガス文化ホールには
　大勢の千歳市民が集った（2018/4/13）

▲「橋下徹」氏講演会開催の
　  告知ポスター
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プレー前、参加者全員による集合写真

　千歳ロータリークラブ創立50周年記念ゴルフ大会（武石　忠俊　記念ゴルフ大会委員長）は、
2018年４月20日、近隣クラブから総勢58名が参加して、シャムロックカントリー倶楽部で盛大
に開催されました。
　この日は晴天微風の絶好のゴルフ日和となり、参加者は元気一杯に、日頃の腕を競い合い、大
いに友情と親睦を深めました。
　また、本記念ゴルフ大会では、近隣クラブの心からの歓迎をとの趣旨で多くの会員から景品等
の提供や支援があり、表彰式では豪華な景品の授与に参加者から大きな拍手が沸きました。

▪日　時 2018年（平成30年）４月20日
　　　　 集　　合　8：30
　　　　 スタート　9：00

▪場　所 シャムロックカントリー倶楽部　新千歳空港コース
　　　　 千歳市柏台1390 - 3

▪表　彰 表彰式はクラブハウスで開催

爽やかな初春の大地で
ゴルフ大会を盛大に開催

記念ゴルフ大会
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千歳ロータリークラブ創立50周年
記念ゴルフ大会参加者

加　藤　輝　明（千歳）
根　橋　聖　治（千歳）
内　川　重　之（千歳）
曙　　　嘉　輝（千歳）

伊　藤　直　人（千歳LC）
加　藤　和　則（千歳LC）
杉　林　裕　市（千歳LC）
一　戸　裕　之（千歳LC）

佐々木　俊　英（千歳セ）
臼　田　　　暢（千歳セ）
井　上　秀　幸（千歳セ）

木　村　聡　史（千歳）
武　石　考　司（千歳）
岡　崎　　　進（千歳）

馬　場　正　憲（千歳）
今　野　良　紀（千歳）
前　田　浩　志（千歳）
喜　多　康　裕（千歳）

齊　藤　元　彦（千歳LC）
能　澤　正　彦（千歳LC）
石　川　雅　人（千歳LC）

四　方　信　次（千歳セ）
羽　生　有　三（千歳セ）
関　根　　　悟（千歳セ）
菅　原　百合子（千歳セ）

五十嵐　桂　一（千歳）
八　木　　　徹（札幌東）
馬　場　信　吾（北広島）
福　田　武　男（千歳）

敬称略：（千歳セ）は、千歳セントラルの略
OUT スタート
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中　川　富　雄（恵庭）
掃　部　　　晃（恵庭）
敦　澤　君　治（恵庭）

山　本　歳　勝（千歳中LC）
橋　本　　　潔（千歳中LC）
常　川　聖　夫（千歳中LC）
高　倉　博　人（千歳中LC）

鷲　田　政　昭（恵庭）
弘　中　司嘉子（恵庭）
中　里　邦　治（恵庭）
三　浦　孝　治（恵庭）

荒　　　洋　一（千歳）
五十嵐　　　宏（千歳）
高　橋　憲　司（千歳）

南　雲　州　治（千歳）
甲　斐　くり子（千歳）
藤　本　敏　廣（千歳）

大　山　益　巳（千歳中LC）
服　部　賢　二（千歳中LC）
大　井　潤　慈（千歳中LC）
中　山　千太朗（千歳中LC）

吉　本　　　修（千歳）
斉　藤　えみこ（千歳）
村　田　研　一（千歳）
末　廣　　　孝（千歳）

佐　藤　秀　雄（千歳）
武　石　忠　俊（千歳）
平　間　和　弘（千歳）
長　澤　邦　雄（千歳）

IN スタート
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　本日は、千歳ロータリークラブ創立50周年記念ゴルフ大会にご参
加いただき誠にありがとうございました。好天に恵まれ本当に良かっ
たと思っております。お蔭様をもちまして当ゴルフ大会を無事に終
了することができました。
　本日ご参加の皆様にはお疲れと存じますが、明日の記念式典への
ご出席をよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございま
した。

記念ゴルフ大会委員長　武　石　忠　俊　
表彰式挨拶

　本日はたいへんお疲れ様でした。58名の皆さんにご参加していた
だき、好天の中、思い通りのプレーができた方、まだまだ練習が足
りなかったという方など、さまざまな思いが交錯していることと思
いますが、皆さんが怪我なく無事にプレーを終えられ、ほっとして
おります。本日、優勝された方は祝賀会でのスピーチをお願いいた
します。

司　会　武　石　考　司　
各 賞 表 彰

　本日の千歳ロータリークラブ創立50周年記念ゴルフ大会は最高の
天気に恵まれました。ご多忙の中、当ゴルフ大会にご参加していた
だいた皆様には厚く御礼申し上げます。
　さて、私ども千歳ロータリークラブは、これからも頑張って様々
な事業に邁進して参りますが、親睦も非常に大事にしているクラブ
でございます。本日は、このゴルフ大会を通じ、参加者同士で親睦
を深め、楽しくプレーをしていただきたいと思います。では、怪我
の無きよう、日頃の練習の成果を思う存分発揮してください。あり
がとうございました。

50周年実行委員会　委員長　末　廣　　　孝　
千歳ロータリークラブ

主催者挨拶
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順　位 氏　　　名 Total Hdcap Net

優　勝 曙　　　嘉　輝（千歳） 81 12.0 69.0

準優勝 井　上　秀　幸（千歳セ） 99 27.6 71.4

3 八　木　　　徹（札幌東） 98 26.4 71.6

4 佐々木　俊　英（千歳セ） 83 10.8 72.2

5 齊　藤　元　彦（千歳 LC） 106 33.6 72.4

6 常　川　聖　夫（千歳中 LC） 99 26.4 72.6

7 福　田　武　男（千歳） 85 12.0 73.0

8 杉　林　裕　市（千歳 LC） 84 10.8 73.2

9 大　井　潤　慈（千歳中 LC） 90 16.8 73.2

10 鷲　田　政　昭（恵庭） 83 9.6 73.4

11 喜　多　康　裕（千歳） 101 27.6 73.4

12 甲　斐　くり子（千歳） 100 26.4 73.6

13 武　石　忠　俊（千歳） 80 6.0 74.0

14 弘　中　司嘉子（恵庭） 109 34.8 74.2

15 加　藤　和　則（千歳 LC） 84 9.6 74.4

16 石　川　雅　人（千歳 LC） 96 21.6 74.4

17 吉　本　　　修（千歳） 83 8.4 74.6

18 村　田　研　一（千歳） 83 8.4 74.6

19 馬　場　信　吾（北広島） 100 25.2 74.8

20 五十嵐　桂　一（千歳） 87 12.0 75.0

21 中　川　富　雄（恵庭） 92 16.8 75.2

22 山　本　歳　勝（千歳中 LC） 92 16.8 75.2

23 今　野　良　紀（千歳） 116 40.8 75.2

24 加　藤　輝　明（千歳） 78 2.4 75.6

25 平　間　和　弘（千歳） 96 20.4 75.6

26 長　澤　邦　雄（千歳） 96 20.4 75.6

27 大　山　益　巳（千歳中 LC） 83 7.2 75.8

28 根　橋　聖　治（千歳） 83 7.2 75.8

29 服　部　賢　二（千歳中 LC） 95 19.2 75.8

千歳ロータリークラブ創立50周年
記念ゴルフ大会個人成績表
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順　位 氏　　　名 Total Hdcap Net

30 一　戸　裕　之（千歳 LC） 95 19.2 75.8

31 馬　場　正　憲（千歳） 88 12.0 76.0

32 掃　部　　　晃（恵庭） 94 18.0 76.0

33 能　澤　正　彦（千歳 LC） 99 22.8 76.2

34 斉　藤　えみこ（千歳） 98 21.6 76.4

35 橋　本　　　潔（千歳中 LC） 98 21.6 76.4

36 佐　藤　秀　雄（千歳） 84 7.2 76.8

37 中　山　千太朗（千歳中 LC） 90 13.2 76.8

38 内　川　重　之（千歳） 101 24.0 77.0

39 中　里　邦　治（恵庭） 88 10.8 77.2

40 四　方　信　次（千歳セ） 94 16.8 77.2

41 武　石　考　司（千歳） 93 15.6 77.4

42 岡　崎　　　進（千歳） 105 27.6 77.4

43 三　浦　孝　治（恵庭） 105 27.6 77.4

44 敦　澤　君　治（恵庭） 107 28.8 78.2

45 臼　田　　　暢（千歳セ） 100 21.6 78.4

46 荒　　　洋　一（千歳） 100 21.6 78.4

47 五十嵐　　　宏（千歳） 92 13.2 78.8

48 羽　生　有　三（千歳セ） 98 19.2 78.8

49 南　雲　州　治（千歳） 96 16.8 79.2

50 木　村　聡　史（千歳） 131 51.6 79.4

51 菅　原　百合子（千歳セ） 121 40.8 80.2

52 伊　藤　直　人（千歳 LC） 108 27.6 80.4

53 末　廣　　　孝（千歳） 106 25.2 80.8

54 藤　本　敏　廣（千歳） 116 34.8 81.2

55 高　倉　博　人（千歳中 LC） 119 37.2 81.8

56 前　田　浩　志（千歳） 142 60.0 82.0

57 関　根　　　悟（千歳セ） 117 28.8 88.2

58 高　橋　憲　司（千歳） 123 32.4 90.6
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創立50周年記念式典・祝賀会・50周年記念事業・ゴルフ大会第1部

優勝した曙嘉輝氏（千歳）に
景品を贈る武石忠俊大会委員長

プレーの様子
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国際ロータリー認証状伝達式　1968年４月26日
チャーターメンバーと会員夫人が一堂に会して

第 ２ 部

千歳ロータリークラブ誕生の記録
特別代表指名からチャーターナイトまで
〜千歳ロータリークラブ・北海道70番目として誕生〜
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ポール・ハリス

吉　田　信　一

米　山　梅　吉 秋　山　康之進

千歳ロータリークラブ加盟認証状伝達式

千歳ＲＣ初代会長
（1898〜1981）

4人の創始者　左からガーターバス・ローア、シルベスター・シール
ハイラム・ショーレー、ポール・ハリス

（1868〜1947） 東京ＲＣ初代会長
（1868〜1946）

特別代表・札幌ＲＣ
（1908〜1983）
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1957年（昭和32年）千歳市へのロータリークラブ設置が話題となる
　ＲＩ第350地区（当時、東北・北海道地区）佐藤幸三ガバナーが札幌ＲＣ公式
訪問時に小熊倉次郎氏、佐藤貢氏（ともに札幌）、柳沢氏（札幌東）らが「千歳
クラブ設立」について提案・協議

1966年（昭和41年）
　 3月 29日 札幌ＲＣ・秋山康之進氏　恵庭町（現恵庭市）・牛田勝之氏（日本金網㈱北海道

工場長）と面談。牛田勝之氏、富士ＲＣ会員経験
　 4月 5日 秋山康之進氏、千歳市において実態調査
　 7月 26日 秋山康之進氏、第４分区５クラブ会長・幹事に協力要請
　 9月 　　 第４分区６クラブから準備委員１名の推薦を受ける
　 10月 18日 秋山康之進氏が牛田勝之氏と会い、森松定男氏（札幌南）と共に考えを聞く
　 10月 21日 秋山康之進氏が牛田勝之氏と再び会い、情報交換
　 11月 2日 牛田勝之氏、札幌ＲＣ例会にゲストで出席
1967年（昭和42年）
　 7月 1日 秋山康之進氏、第350地区パストガバナー・岡田正雄氏（旭川ＲＣ）より「千歳

クラブ設立特別代表」の指名を受ける
　 7月 7日 第350地区ガバナー　小畑信愛氏（函館ＲＣ）が「ロータリー拡大のために新ク

ラブ結成を提言、秋山康之進氏を千歳クラブ結成特別代表に正式指名
   ホストクラブ：札幌ロータリークラブ
   準備委員　折内義道氏（江別）、勝木郁郎氏（札幌）、多田久志氏（札幌南）､

白井秀雄氏（札幌東）、山下　博氏（札幌西）、椿原春雄氏（札幌幌南）６氏
　 12月 15日 千歳・恵庭地区ロータリークラブ設立第１回懇談会開催。真崎健夫（札幌）地区

ガバナー、秋山康之進特別代表及び多田久志氏、白井秀雄氏、山下　博氏、椿原
春雄氏らの各準備委員出席　（札幌グランドホテル）

1968年（昭和43年）
　 1月 17日 準備委員　山下　博氏（札幌西）、小池氏の指導を受け千歳市で実態調査
　 1月 22日 第２回懇談会開催（札幌グランドホテル）協議、理事会報告　牛田勝之氏出席
　 2月 7日 準備委員・折内義道氏（江別）、千歳医師グループと会い実態調査
　 2月 12日 特別代表・秋山康之進氏、準備委員・折内義道氏、山下　博氏ら千歳市、千歳商

工会議所、千歳ライオンズクラブ、千歳青年会議所を訪問し協力要請
　 2月 19日 第３回懇談会開き情報交換　秋山特別代表報告、準備委員決議報告があり､ 千歳

仮クラブ発起人として吉田信一、山崎　満、牛田勝之、右近久雄、内藤詩郎、服
部康次６氏が内定（札幌グランドホテル）

　 2月 21日 秋山特別代表が千歳市にロータリークラブ設立準備大綱をまとめる
　 3月 2日 秋山特別代表と折内準備委員が千歳市において調査
　 3月 9日 秋山特別代表と折内準備委員が千歳市で調査。秋山特別代表が地元発起人６名を

指名
　 3月 24日 秋山特別代表が千歳クラブ設置調査結果を国際ロータリーへ提出のため「拡大調

チャーターナイトまでの小史
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査報告書」として作成
　 4月 5日 秋山特別代表と山下準備委員が千歳で入会予定者を訪問・面談
　 4月 15日 秋山特別代表と折内準備委員が千歳で入会予定者17名を訪問・面談
　 4月 18日 秋山特別代表が千歳で入会予定者と面談
　 4月 19日 第４回懇談会開き、経過報告と今後の方針について協議（札幌グランドホテル）
　 4月 26日 千歳ロータリー仮クラブ創立総会・懇親会をマナベレストランで開く
   チャーターメンバー　22名

国際ロータリー加盟認証へ～北海道70番目のクラブ
創立総会で決定事項及び仮クラブ定款・細則原案の一部変更し、可決
秋山特別代表から千歳ロータリー仮クラブ役員指名、決定
　会　長：吉田信一、副会長：山崎　満・右近久雄、幹　事：内藤詩郎
　副幹事：牛田勝之、会　計：川原田省三　

　 4月 　　 千歳ロータリークラブ設立案内　スポンサークラブ　山藤国八の会長名で第350
地区クラブに発送・周知

　 5月 2日 第１回例会　例会場　西洋軒
   会報第１号発行　秋山特別代表が手書きの会報作成
　 5月 4日 秋山特別代表が「千歳ロータリークラブ今後の進め方」について準備委員と協議、

役割分担を指導　ＲＩ加盟正式申請手続きを行う
　 5月 9日 第２回例会
　 5月 16日 第３回例会　役員・理事決定
　 5月 23日 第４回例会
　 5月 24日 千歳ロータリークラブ設立に伴い記念品贈呈。準備委員会で経過報告
　 5月 30日 第５回例会
　 6月 6日 第６回例会　秋山特別代表から「例会スケジュール」指導
　 6月 13日 第７回例会
　 6月 20日 第８回例会　国際ロータリー加盟承認日
　 6月 27日 第９回例会
　 7月 1日 1968 ～ 1969年度　初代会長：吉田信一、副会長：右近久雄・山崎　満、幹事：

内藤詩郎　会員数　24名（チャーターメンバー 22名）
   会長テーマ「参加し敢行しよう！」“Participate”
　 7月 4日 第10回例会　公式会報第１号発行　苫小牧ＲＣ ビジター４名
   《卓話》千葉　正会員「民芸木工」ビジター　小野　貢氏（苫小牧）｢パリの思い出」
　 7月 11日 第11回例会　秋山特別代表から国際ロータリー加盟認証（６月20日付）について発

表。吉田会長が例会内容を記録し、会報は時折作成と発言
　 7月 18日 第12回例会《卓話》新入会員 羽馬聞正会員「自由と平等」
　 7月 25日 第13回例会　秋山特別代表からＲＩ手続き要覧と認証状が伝達　チャーターナイ

ト計画（案）が示される。《卓話》浅利作造会員「タイガーバーム・ガーデン」
　 8月 1日 第14回例会　《卓話》服部康次会員「診療雑感」
　 8月 8日 第15回例会　《卓話》川原田省三会員「浜中チャーターナイトの感想」
　 8月 15日 第16回例会　《卓話》ゲスト　佐佐木貴士児第４分区代理（札幌南）｢ロータリー

について」
 8月 22日 第17回例会　《卓話》秋山康之進ガバナーノミニー（札幌）｢リーダーシップ・
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フォーラム・連合年次大会・国際大会」
　 8月 29日 第18回例会　《リーダーシップ・フォーラム》｢ロータリーをよりよく向上させる

ために」
　 9月 5日 第19回例会　チャーターナイト準備会議
　 9月 12日 第20回例会　チャーターナイト準備会議　千歳市に記念品贈呈の件
　 9月 19日 第21回例会　チャーターナイト準備説明
　 9月 22日 第22回例会　国際ロータリー加盟認証状伝達式  千歳市民会館と祝賀会を千歳小

学校体育館において開催
   　来賓25名、来訪クラブ：17クラブ124名、チャーターナイト：33名
   　秋山康之進特別代表（地区ガバナーノミニー）より国際ロータリー加盟認証状

が千歳ロータリークラブ初代会長・吉田信一に伝達され、千歳ロータリークラブ
が正式に誕生した

   　記念事業　千歳市に「青少年健全育成宣言都市記念塔」を千歳市上長都・国道
36号線脇に建立～ 1969年（昭和44年）12月18日夜間例会に千歳市長（代理　東
峰助役）を招き、千歳市に贈呈した）
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　千歳ＲＣは、1968年（昭和43年）４月26日、札幌ＲＣをスポンサークラブとして千歳市・千歳
郡恵庭町（現恵庭市）を単位区域として創立され、ＲＩ本部から加盟認証状を受けた。北海道で
は70番目のロータリークラブである。
　1960年代の日本は経済高度成長期に入り、千歳ＲＣが設立された1968年頃は国民総生産が米国
に次いで第２位という時であった。日本が経済的に成長する中で、千歳市内には、既にライオン
ズクラブが設立されて活動していた。そのため、ロータリークラブの新規組織結成による新会員
勧誘は困難を極めた。しかし、第350地区の命題である「ロータリー拡大のために新クラブ結成
を」ということで、1966年（昭和41年）からスポンサークラブの札幌ＲＣの秋山康之進氏を中心
に第４分区６クラブから選出された準備委員らが２年の長きにわたって地道な調査を行い、1968
年４月の設立にこぎ着けた。
　千歳ＲＣの誕生を語る上で、当時、札幌ＲＣパスト会長だった秋山康之進氏の３年間にわたる
千歳クラブ設立に掛ける情熱と奔走した足跡を記した「秋山記録」の存在が大きいものがある。
ここではその「秋山記録」を基に、これまでほとんど知られていなかった千歳ＲＣの誕生前史を
紹介する。
○　1950年代、千歳市に「ロータリークラブ設置」の機運
　秋山特別代表は、1968年（昭和43年）４月26日、千歳ロータリー仮クラブ創立総会の席上で、
「千歳にロータリークラブを設立しようという話が出たのは、十数年前のことであり、本日、こ
こに希望が叶えられて仮クラブの設立総会を開催する運びとなったことは、感激の極み」とあい
さつをしている。５年後の1973年（昭和48年）４月26日、クラブ創立５周年の記念式典において
秋山特別代表・地区パストガバナーは、｢1957年（昭和32年）、佐藤幸三ガバナーが札幌ＲＣ公式
訪問の時、小熊倉次郎氏（札幌ＲＣ）・柳沢氏（札幌東ＲＣ）・佐藤貢氏（札幌ＲＣ）らが千歳ク
ラブ設立について真剣に話し合ったことを記憶している」とあいさつをしている（｢千歳ＲＣ創
立5周年記念式典しおり」から抜粋）。
　1950年代の千歳は、米軍の基地がまだ残存しており、自衛隊の移駐問題や千歳空港の本格的拡
張といったこともあって、人口の流入･増加期にあった。ＲＩ第350地区においても、北海道全域
で地方都市におけるロータリークラブ設立の動きが活発となり、350地区においては、「千歳」
にロータリークラブ設立の機運が高まって来たという。
○　恵庭在住のロータリアン牛田勝之氏と札幌ＲＣの秋山康之進氏との出会い
　しかし、その後、千歳におけるロータリークラブ設立の話はすでにライオンズクラブの設立や
新たに会員勧誘の問題などで、一旦は薄らいでいたが、1966年（昭和41年）３月29日、静岡県富
士市の富士ＲＣに入会経験のあった恵庭市（当時、千歳郡恵庭町）の日本金網株式会社北海道工
場長の牛田勝之氏（千歳ＲＣチャーターメンバーの一人）が秋山康之進氏と面談する機会があ
り、｢千歳市・千歳郡恵庭町」地区へのロータリークラブ設立の機運が再燃した。
　当時の秋山康之進氏は札幌ＲＣ会長を終えて、第350地区第４分区代理の任にあったため、千
歳クラブ設立のための行動は早かった。牛田勝之氏と面談後の４月５日には自ら千歳市に赴き、
実態調査を始めた。その後、数回にわたり牛田勝之氏と面談し、７月には第４分区内５クラブ会

【千歳ロータリークラブ誕生の記録】

千歳の地に北海道70番目のロータリークラブ誕生
〜秋山康之進特別代表記録から見る〜
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長・幹事に協力を要請するとともに、９月には千歳の経済人・有識者と会うなど活動に没頭し
た。さらに、再び、第４分区内会長に協力を要請し、同分区のクラブから下記の準備委員の推薦
を受けた。折内義道氏（江別）・勝木郁郎氏（札幌）・多田久志氏（札幌南）・山下　博氏（札幌
西）・白井秀雄氏（札幌東）・椿原春雄氏（札幌幌南）の６名である。
○　秋山康之進氏、千歳ＲＣ設立特別代表に正式指名される
　1966～1967年度ＲＩ第350地区ガバナー 岡田正雄氏（旭川ＲＣ）は、札幌ＲＣの秋山康之進氏
を千歳クラブ設立の特別代表に指名し、次年度地区ガバナーの小畑信愛氏（函館ＲＣ）が1967年
（昭和42年）７月４日に「ロータリー拡大のために新クラブ結成」を提言し、 秋山康之進氏を特
別代表として正式に指名した。
　秋山康之進特別代表が所属する札幌ＲＣは、1932年12月に北海道初のロータリークラブとして
創立され、最も伝統あるクラブの一つである。ちなみに札幌ＲＣのスポンサークラブは、日本初
のロータリークラブとして設立された東京クラブであり、千歳クラブは、「東京ＲＣから札幌Ｒ
Ｃの流れ」を直接受けているとも言えよう。
　その年の12月、千歳・恵庭地区にロータリークラブ設立第１回懇談会をスポンサークラブの例
会場である札幌グランドホテルで開催された。真崎健夫（札幌）パストガバナー、秋山康之進特
別代表、多田久志（札幌南）、白井秀雄（札幌東）、山下 博（札幌西）、椿原春雄（札幌幌南）各
準備委員が出席し、今後の取り組みが初めて話し合われた。　
○　千歳市はじめ関係機関の支援の波が…
　1968年（昭和43年）、松が取れた１月に準備委員の一人である山下　博氏が行動を開始、山下
委員と同業である小池文夫氏の指導を受けて千歳市内において実態調査を行った。スポンサーク
ラブである札幌ＲＣ理事会に牛田勝之氏を招き、秋山特別代表及び真崎パストガバナー・準備委
員らが出席して第２回懇談会を開いた。これまでの千歳市内における実態調査を踏まえ､『①新
たに「千歳クラブ」の結成を成功に導く計画を立てる。②初期のプログラムを計画する。③ロー
タリー運動のできるよう具体的にクラブが発展する方針について理事会に報告して決議し、新ク
ラブ結成のための具体的活動を協議、理事の理解を得た』と秋山記録には記されている。（秋山
資料№１）
　２月に入り、準備委員の一人である折内義道氏（江別）は北海道千歳保健所長に在任中であ
り、氏と昵懇であった千歳市内の医師グループと会い、また、秋山特別代表らは千歳市・千歳商
工会議所・千歳ライオンズクラブ会長・千歳青年会議所を訪問して協力を要請した。千歳市をは
じめ関係機関の新クラブ結成に惜しみない支援を受ける確約を得た秋山特別代表は、早速、第３
回懇談会を開き、準備委員６名と情報交換を行った。秋山特別代表は､『①新クラブ結成につい
て　②地域予定ロータリアン　③仮クラブ発足・予定場所等』について報告し、準備委員から
『①仮クラブ定款　②地元千歳の発起人推薦　③最小限度40の職業分類　④仮クラブ発足場所　
⑤発起人内定案』を作成した。発起人として、吉田信一氏・山崎 満氏・牛田勝之氏・右近久雄
氏・内藤詩郎氏・服部康次氏の６氏が提案され、決議事項が示された。（秋山資料№２）
○　秋山特別代表が千歳クラブ設立の準備大綱を提言
　秋山特別代表はじめ各準備委員は、千歳市に新クラブ設立のためにロータリー精神に則り、情
熱を持って昼夜を問わず奔走していた。
　1966年４月からはじめて約２年間で得た調査結果を基に、1968年２月21日に秋山特別代表は
「千歳ロータリークラブ設立準備大綱」をまとめた。その大綱には､「1950年代に千歳市にロー
タリークラブ設立の機運があったが、既にライオンズクラブが発足しており、有力メンバーがラ
イオンズクラブに入会していたため、設立を断念せざるを得なかった」とその理由が記されてい
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た。そしてさらに、十数年を過ぎた今、千歳の実態をつぶさに調査した結果､『国内外のロータ
リアンの観光や商用による来道が多く、1972年には札幌市を中心にして冬季オリンピックが開催
され、千歳空港も国際空港になることが予想されていることから、今や千歳市に早めにロータ
リークラブを設置する必要性に迫られている』と早期設立と必要性を力説している。（秋山特別
代表設置答申案から）
【スポンサークラブ及び準備委員の指定】
　スポンサークラブ：札幌ロータリークラブ
　特別代表：秋山康之進（札幌）
　準備委員：折内義道（江別）･ 勝木郁郎（札幌）・白井秀雄（札幌東）・椿原春雄（札幌幌南）・

多田久志（札幌南）・山下　博（札幌西）の６名
　秋山特別代表は、札幌ＲＣ理事会において､「只今、キーマンを獲得中である。各準備委員が
千歳に赴き、有力者３～４名と個々に面接をして設立の趣旨を伝え、協力を依頼する。近く、有
力者数名が一堂に会し、話し合う計画を進めている。今後のスケジュールとしては、４月中に
創立総会を挙行し、年度内に認証を得たい｡」と新クラブ発足への自信と力強い意志表明がなさ
れ、参会者から大きな拍手を得たという。
　また、その都度、真崎健夫（札幌）、瀧本庄蔵（札幌西）両パストガバナーの指導を受けて、
準備委員による意見交換を毎月開催し、情報を持ち寄って推進方法を協議したという。（秋山資
料№３）
○　｢拡大調査報告書」に千歳クラブ設置の必要性を強調
　1968年（昭和43年）３月に入り、秋山代表及び各準備委員は、年度末の忙しい中、札幌から
40kmの道のりを往復することが一苦労であったことは容易に予想され、数次にわたる千歳にお
いての調査行動はまさにクラブ拡大の一念のためであった。秋山特別代表から千歳クラブ設立の
必要性について既に提言されており、1966年（昭和41年）４月５日に千歳市にロータリークラブ
設立を目的に初めて千歳市に入って調査を開始してから２年にわたる調査結果を調査人の見解
（Surveyer`s Viewpoint）として「拡大調査報告」に記載した。
◇拡大調査報告書（秋山特別代表調査結果から）
　「千歳市は、戦後、急激に拡大した都市の一つであり、アメリカ軍の駐留と空港の所在地とし
て重要性に立脚して発展したものであります。したがって、現時点での経済基盤は必ずしも深い
とは言えませんが、最近に至って道央新産業都市の中央部に位置し、札幌・苫小牧の他７町村に
隣接し、交通の要をなすとともに、工場誘致条例を施行して、産業の誘致･開発を促進しつつあ
るので、その将来はまことに期待すべきものがあります。一方、自衛隊の駐屯による空の防衛基
地でもあり、付近は風光明媚な自然の環境にも恵まれ、観光地としてもまだまだ開発の余地があ
ります。札幌冬季オリンピックを目前に控え、国際空港への昇格も間近でありますので、空港都
市として空の玄関口の役割はますます重要度を加え、それに伴う地域社会の発展の可能性は期し
て待つべきものがあると思います」（秋山資料№４）
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○　チャーターメンバーの確保に奔走
　1968年（昭和43年）４月26日を千歳クラブの設立総会の日と位置づけ、入会候補者の意思確認
のために秋山特別代表と山下準備委員が千歳に入り、訪問・面談を行い、22名の入会確約を得
た。４月19日、第４回懇談会を札幌グランドホテルにおいて、６名の準備委員の出席の下に開い
た。秋山特別代表から、1967年（昭和42年）７月１日～1968年（昭和43年）４月19日までの間の
活動経過と今後の取り組みについて報告があり、遅くまで議論が重ねられたという。その結果、
秋山特別代表及び６名の準備委員から「統一千歳ロータリークラブ設立総会・その後の進め方」
として千歳クラブ設立までのシナリオが示され、千歳ＲＣの創立が現実味を帯びてきた。
　１　（設立総会は）創立会員は20名以上35名以下の同意が得られ。入会金が支払われた時に開

催する。
　２　結成準備の完了をＲＩに報告し、加盟手続きを取るため、定款・細則をつくる。
　　・クラブ名称・区域の限界・役員・理事の選挙・毎週の例会の開催場所と時間・定例理事会

の開催日
　　・入会金及び年会費の額を決める（20ドルの入会金、25ドルの会費以上の規定）
　３　役員の選挙では「有能な人」を選ぶ。
　４　加盟申込書の記入の際には詳細に書くこと。加盟金100ドルを添えて地区ガバナーに提出

する。ガバナーは、推薦書を加えてＲＩ中央事務局に提出する。
　５　加盟申込書がＲＩに受理され、審議され、加盟を許されるまでは、｢仮ロータリークラブ」

である。仮クラブ期間中は新会員を選んではいけない。
　６　クラブ創立の時から毎週定期的に例会を開くべきである。
　　　スポンサークラブはもとより、近隣クラブの応援を求めて、仮クラブへ出席し、指導に当

たるよう心掛けること。仮クラブの出席はmake upとなる。
　７　加盟が承認されると､「会長必携」が送られる。加盟承認はガバナーより通知がある。承

認されると幹事にクラブ運営に必要な資料が送られてくる。認証状には、ＲＩ会長・事務総
長の署名と公認章の押印があり、ガバナーに送付される。

　８　加盟認証状の伝達式は、ロータリークラブの歴史上、最も記念すべきでき事の一つであ
る。しかし、新クラブが十分に運営されるようになるまで行う必要はない。

　　（秋山資料№６・７）

秋山特別代表による拡大調査報告書
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　　○創立総会案内文（秋山資料№８）
　　○千歳ロータリークラブ創立総会次第（秋山資料№９）
○　千歳クラブの幕開け　創立総会は緊張の連続
　千歳仮クラブの創立総会及び懇親会を４月26日と決め、秋山特別代表をはじめ各準備委員は息
の抜けない毎日であった。会員候補者の入会の意思確認に奔走したが、地区クラブをはじめ千歳
市及び恵庭市（当時、恵庭町）内を中心に関係機関団体への開催の案内・会場の設営・創立総会
及び懇親会次第などやるべきことは山積しており、千歳クラブチャーターメンバーもともに汗を
流した。
　1968年（昭和43年）４月26日（金曜日）、18時から千歳市「マナベレストラン」において
チャーターメンバー22名のうち吉田信一氏を筆頭に13名が出席（９名欠席）して、設立総会が開
催され、緊張の雰囲気の中で千歳ＲＣがスタートした。
　　○国際ロータリー・チャーターメンバー

浅利　作造　　千葉　　正　　服部　康冶　　岩崎　豊次　　川原田省三
毛内　利夫　　中澤　啓次　　宮崎登志夫　　森本　吉雄　　内藤　詩郎　　
新沼　武雄　　小原　正男　　大橋　良夫　　押見　哲脩　　髙慶繁次郎　　
谷本　和夫　　辻本　昭三　　右近　久雄　　牛田　勝之　　山口　正路
山崎　　満　　吉田　信一　　　　　　　　　　　　　　　　以上22名

　設立総会は、特別代表の秋山康之進氏が司会・進行役を務め、準備委員の６氏がそれぞれの役
割を分担した。開会式はスポンサークラブの札幌ＲＣをはじめ先輩クラブのロータリアンと来賓
をお迎えして国歌「君が代」に始まり、次いで不慣れではあるが、ロータリーソングを元気よく
斉唱した。その姿は千歳クラブの幕開けにふさわしく、新クラブの意気軒昂さを示した。
　総会では、定款で「千歳ロータリークラブ」とし、区域限界を「千歳市・千歳郡恵庭町（現恵
庭市）」とした。具体的活動については、細則で例会日を毎週木曜日とし、例会場を「レストラン
西洋軒」にするなど仮クラブ定款・細則の一部を変更し、可決・決定した｡
（秋山資料№10・12）秋山特別代表から次のような役員指名があり、決定した。

会　長：吉田信一、副会長：山崎　満・右近久雄
幹　事：内藤詩郎、副幹事：牛田勝之、会　計：川原田省三

【秋山康之進特別代表あいさつ全文】
　千歳ロータリークラブの創立総会の司会を務めさせて頂きますことは、私の終生忘れることの
できない喜びでございます。千歳にロータリークラブを設立しようと話が出ましたのは、十数年
前のことであります。本日、その希望が叶いまして設立総会を開催する運びとなりましたこと
は、感激の極みであります。これはひとえに千歳市御当局・千歳商工会議所・千歳青年会議所・
千歳ライオンズクラブ、その他関係団体の御支援によるものであり、感謝いたします。また、千
歳クラブ設立準備委員として、第350地区第４分区６クラブより、折内・勝木・白井・多田・椿
原・山下の諸氏を御指名頂き、この方々が昼夜の別なく、仕事を投げ打って千歳クラブ誕生のた
め献身的な活動を続けられたご熱意によるものでありまして深く敬意を表します。また、ロータ
リーに共鳴し、賛同して入会を決意してくださった創立会員の皆様にも厚く御礼申し上げます。
立派な方々を定数以上お迎えできた事が創立総会開催の原動力となった訳であります。
　ロータリークラブを設立するにはルールがあります。ロータリー会員は品性高潔･事業上令名
ある成年男子であること。事務所を千歳ロータリークラブの地域内に持つこと。１業種１名であ
ること。創立会員は20名以上35名以下であること。人口10万以上の都市は50名以内などの規定が
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あります。
　したがって、ロータリーに加入して頂ける方は千歳クラブ地域内にまだたくさんおられること
は承知していますので、千歳クラブが国際ロータリー（ＲＩ）に加盟承認後に入会して頂くこと
になります。
　ロータリークラブの創始者は、ポール・ハリスという方であり、ＲＣ自体は1905年シカゴで発
足しました。1968年２月現在、世界の141ケ国に13,126のＲＣがあり、627,500名の会員がおりま
す。日本には、13地区において825のＲＣがあり、会員数は39,520名。北海道350地区には65のＲ
Ｃがあり、3,193名の会員がおります。現在、加盟申請中の４つのＲＣがありますので、私たちの
千歳ロータリークラブは第70番目のクラブとなるでしょう。
　千歳市にＲＣが誕生いたしましたことは、いろいろな点で意義深いものがあります。近く、千
歳空港が国際空港となり、日本の北の玄関口となるでしょう。1972年には冬季オリンピックが札
幌市を中心に開催されます。北海道を訪れるロータリアンの数は年々増加しています。こうした
点を考えまして、千歳ＲＣが設立して国際ＲＣに加盟することは千歳市の発展にとどまらず、全
世界のロータリアンの喜びであると存じます。
　ロータリーの家ができ、有能なロータリアンが住むことはまことにおめでたいことです。会員
の皆様はロータリーを学び、ロータリーを理解し、ロータリー精神に徹して、ロータリー綱領の
具現に挺身されんことを希望いたします。私共、準備委員及び第４分区内６ＲＣは、今後、本年
もしくは1年は運営について助言するよう定めておりますので、設立後も例会に出席して協力い
たす所存であります。
　本日は、まことにおめでとうございます。千歳ＲＣの発展と会員各位の御健勝を祈って、あい
さつといたします。　以上（秋山資料№11）
○　仮クラブ第１回例会時に作成されていた秋山氏の手書きの会報
　千歳ＲＣの創立総会が開かれた後、第350地区クラブにスポンサークラブ 札幌ＲＣの山藤国八
会長名で「千歳ロータリークラブ設立案内」を発送し、新クラブ誕生の周知・徹底を行った｡
（秋山資料№13）
　５月２日、仮クラブ第１回例会がレストラン西洋軒で開かれ、
その例会内容について秋山特別代表は、手書きの「会報第１号」
を作成していた。それには入会金及び会費の支払い方法や納入
先・設立時役員の決定・来訪ロータリアン受け入れ要領・次回の
例会日について記されていた｡（秋山資料№14）
　あわせて設立時の役員として
　　　会　長：吉田　信一氏（酒類販売）　
　　　副会長：山崎　　満氏（千歳興行株式会社 専務）
　　　副会長：右近　久雄氏（千歳木工株式会社 社長）
　　　幹　事：内藤　詩郎氏（内藤医院 院長）
　　　副幹事：牛田　勝之氏（日本金網株式会社北海道工場 工場長）
　の５氏が決定したと記されていた。
　千歳ＲＣの公式会報の第１号には、1968～1969年度の第１回例会（通算第10回例会、吉田信一
初代会長）が７月４日に開催された際の例会内容が記されている。この千歳クラブ第１号会報に
ついて、1991（平成３）年２月28日の例会（通算1139回）で、長嶺　覚会員（信濃そば店主）が
チャーターメンバー・チャーターナイト及び会報第１号について会員卓話で紹介している（会報
第1121号掲載）。

秋山特別代表による手書き会報第１号
（1968/5/2）
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公式会報第１号発行
（1968/7/11）

懐かしき第１号会報

○　国際ロータリーに加盟申請の手続きを
　秋山特別代表は、千歳ＲＣの設立総会でのあいさつで「今後、１年は千歳クラブの運営につ
いて助言し補完」と明言しており、仮クラブの運営について準備委員６名と協議を重ね､「千歳
ロータリークラブの今後の進め方」と「準備委員役割分担」を指導した。　
　千歳仮クラブの運営を助完するために準備委員に具体的な役割分担をしている。内容をみる
と、白井委員は「定款・細則を作成して100部を印刷｣、山下委員は「ＲＩ加盟申請書の作成｣、
多田委員は「ロータリーソング集の作成｣、秋山特別代表と勝木・折内各委員は「例会指導・委
員会編成・登録・プログラム作成｣、椿原委員は「アテンダンスカード作成」と具体的なもので
あった。その他、千歳クラブの吉田信一会長と、内藤詩郎幹事が会の運営に当たり、岩崎豊次会
員は会場係（S・A・A）を担当することになった｡（秋山資料№15）
　秋山特別代表は白井準備委員と共に、仮クラブの標準クラブ定款の規定に従って、毎週定期的
に会合を開くように定めた。次いで、職業分類表や創立会員からなる結成集団名簿などを、国際
ロータリーの加盟員としての正式な申込書と150ドルの加盟金を添えて、国際ロータリー中央事
務局に送付し、同局で受理後に確認を受け、国際ロータリー理事会に提出した。
　1968年５月16日開催の第３回例会において、秋山特別代表及び準備委員各位の指導を受けて、
役員・理事の選任を行い、千歳クラブの役員及び委員を決定した。チャーターメンバー22名のう
ち、13名が役員・理事・委員長に指名され、新生「千歳クラブ」の舵取り役になった。
　　　　役　員　会　長・理事：吉田　信一
　　　　　　　　副会長・理事：右近　久雄、理事：山崎　　満
　　　　　　　　幹　事：内藤　詩郎　　　副幹事：牛田　勝之
　　　　　　　　会　計：川原田省三　　　S･A･A：岩崎　豊次
　　　　　（Ⅰ）クラブサービス　　監督理事：右近　久雄
　　　　　　　イ　出席委員会委員長：岩崎　豊次
　　　　　　　ロ　職業分類委員会委員長：宮崎登志夫
　　　　　　　ハ　親睦委員会委員長：辻本　昭三
　　　　　　　ニ　プログラム委員会委員長：川原田省三
　　　　　　　ホ　広報委員会委員長：吉田　信一
　　　　　　　へ　クラブ会報委員会委員長：牛田　勝之
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　　　　　　　ト　雑誌委員会委員長：内藤　詩郎
　　　　　　　チ　ロータリー情報委員会委員長：牛田　勝之
　　　　　　　リ　会員選考委員会委員長：押見　哲脩
　　　　　　　ヌ　音楽委員会委員長：岩崎　豊次　
　　　　　（Ⅱ）職業奉仕委員会　理事：浅利　作造
　　　　　（Ⅲ）社会奉仕委員会　理事：髙慶繁次郎
　　　　　（Ⅳ）国際奉仕委員会　理事：千葉　正（秋山資料№16）
○　千歳クラブは創立したが、例会出席は低調
　1968年５月23日、第４回例会に出席した秋山特別代表は、千歳クラブが設立したものの自主的
運営は難しく、早速、準備委員会を開き、千歳クラブの現状について報告している。
　例会に出席して、「本日の例会には14名が出席して、バッチやラベルボタンを襟に付け、元
気に例会を行い、千歳クラブも漸く軌道に乗ってきた」｢四大奉仕部門、各委員会の委員長が決
定」｢手続要覧・ロータリー名簿・ロータリー手帳等を渡したので、例会の様相がロータリー化
して来ている｡」と誕生間もない千歳クラブについて報告した。
　問題は会員20名の獲得が必須条件であるが、入会金を払い込んでも決心がつかない方、入ると
約束して一度も顔を出さない方等、チャーターメンバーが中々揃わない現状に苦慮した。吉田会
長と内藤幹事から今月一杯待って欲しいとの意向があり、静観していたが、漸く22～23名が確保
できたとの報告があり、６月20日までに加盟申請に必要な書類をまとめて国際ロータリー本部に
加盟申請手続きをとることにすると明言した。担当の山下準備委員に手続きについて要請がなさ
れ、千歳クラブ加盟認証に一歩進んだ｡（秋山資料№18）
　秋山特別代表や準備委員が例会に出席して指導に専念した。６月６日の第６回例会では「例会
スケジュール」について個々具体的な指導があり、役員をはじめ理事や会員に至るまで周知され
た｡（秋山資料№19）
　1968年5月24日、秋山特別代表から第４分区会長・幹事宛てに記念品贈呈に関し、千歳ＲＣ設
立に対して、創立総会の席上にて千歳クラブ代表に御祝いとして目録を頂戴した。目録には６ク
ラブの名前が連名になっていると報告し、併せて協力要請をした。贈呈品の内容は、①演台：１
台（北海木工㈱製作） ②日章旗：１枚　③ロータリー旗：１枚　④鐘：一式（生駒時計店） ⑤
時計：１個　⑥会員ボックス：１箱であった｡（秋山資料№17）
○　最初のテーマは､「参加し、率先しよう」
　千歳クラブは仮クラブではあるが、1968～1969年度の新たな年度を迎えた。吉田信一会長をは
じめ、副会長・幹事は設立時の役員全員が続投となってスタートした。
　この年度は、日本におけるロータリーとして記念すべき年であった。日本が国際ロータリーに
加盟したのは、1920年（大正９年）、同年10月20日に東京クラブが設立総会を行い、翌1921年に
国際ロータリーのチャーターで認証され、第二次世界大戦時、一時脱会したものの、東京ＲＣの
加盟から47年目を迎え、待望久しかった日本人初の国際ロータリー会長に東ケ崎 潔氏が就任した
のである。
　吉田会長は､「ＲＩ東ヶ崎会長のテーマ『参加し、率先しよう（Participate）』を、簡潔にして
含蓄がある」として島本　融地区ガバナーとともに千歳クラブのテーマにしたのである。新年度
に入って早々、前川啓一氏（㈱まえかわ社長）・加藤光三氏（ポイント店主）・上田 勇氏（米軍千
歳基地）・羽馬聞正氏（大谷派真光寺住職）・近川宗信氏（㈲近川文房具店社長）・長嶺 覚氏（㈱
長嶺商事社長）・鷲見吉正氏（石上美容室経営者）の７名の入会者があり、幸先の良いスタート
を切ることができた。
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　1968年７月４日開催の第10回例会では、例会内容を記録に残した記念すべき公式会報第１号が
発行された。吉田会長が司会を務め、苫小牧ＲＣから若林晃三・神保金治・小野　貢・清水　繁
の４氏をビジターとして迎えた。
　現在、千歳ＲＣ事務局には、設立２年後の1970～1971年度以降のすべての会報が保管されてお
り、1991年３月28日の長嶺　覚会員による「会報第１号」の紹介により、千歳ＲＣの歴史の始ま
りが見ることができる。記事内容は、吉田会長は「本日より新年度になりました。気分一新し
て、より充実したクラブになるよう努力しましょう」とあいさつされており、新年度早々、羽馬
聞正氏（大谷派真光寺住職）を新入会員として迎えている。内藤幹事からは「当クラブが国際
ロータリーに加盟申請をしていたところ、６月20日付けで正式に承認された」との朗報が伝えら
れ、国際ロータリー加盟実現に大きな拍手が起き、これまでの苦労を称えあったという。牛田勝
之会員が誕生日を祝してニコニコボックスにポケットマネーを拠出、出席率は、25名中20名出席
で80％の出席率であった。引き続き、千葉　正国際奉仕委員会理事から「民芸木工について」の
卓話があり、苫小牧ＲＣ 小野　貢会員が「パリの思い出」と題して、パリを旅行した思い出を語
り、交流を深めた。
○　国際ロータリーへの加盟、認証される
　1968年７月11日開催の第11回例会では、千歳ＲＣの生みの親でもある秋山康之進特別代表が出
席され、あいさつの冒頭で「千歳クラブが1968年（昭和43年）６月20日付けで国際ロータリー加
盟認証を受けた」と発表された。ＲＩ第350地区第４分区内に「千歳ロータリークラブ」の加盟
が認められたことに関して、秋山特別代表のこれまでの労苦に対し参加者から惜しみない拍手が
贈られた。加盟認証状には、ＲＩ会長であるルーサー･Ｈ･ホッジス、ＲＩ事務総長のジョージ･
Ｒ･ミーンズ及びＲＩ第350地区ガバナーの小畑信愛３氏の署名があり、中央事務局から千歳クラ
ブに発行された。
　吉田会長は、本年度第１回例会（通算第10回）から記録をはじめ、クラブ会報第１号を発行
し、今後、時折作成すると発表し、本格的な活動の始動を表明するとともに、秋山特別代表の下
で総会を開催して、次年度（1969～1970）の役員選出を諮り、次の通り決定した。
　会　長：右近久雄、副会長：山崎　満、幹　事：浅利作造、副幹事：牛田勝之
　S･A･A：岩崎豊次、会　計：川原田省三、　ロータリー情報委員会：吉田信一
○　チャーターナイト準備に奔走の日々
　1968年７月25日開催の第13回例会において、秋山特別代表はＲＩ代表・第350地区ガバナーノ
ミニーとして出席､「ＲＩ手続き要覧」と「ＲＩ加盟認証状」が吉田会長に伝達された。これは
千歳クラブが国際ロータリーに正式登録された証であった。続いて、秋山特別代表から「９月22
日の国際ロータリー加盟認証状伝達式」のチャーターナイトのスケジュールが示された。
　チャーターナイトは会長が主宰し、祝賀会は副会長が監督と責任をとることとし、クラブサー
ビスが内務的業務を、その他の委員は外務的な仕事を行うなどと、クラブの自主的運用によるこ
とが示唆された。初めての式典ではあり、三役・理事ともに途方に暮れることが多く､「百聞は
一見にしかず」であるとして同年７月に浜中ＲＣのチャーターナイトに吉田信一・浅利作造・千
葉　正・毛内利夫・川原田省三の各会員が札幌から夜行列車で浜中町を訪れた。千歳からの遠来
の来訪者には、チャーターナイトを迎えた浜中ＲＣの道下俊一会長をはじめとする会員の皆さん
にたいへん感謝された。しかし､「式典自体は非常に仰々しい上に見るもの聞くものが初めての
ものが多く、情報としてまとめるのに困難を極めた」と後ほど浅利作造会員は述懐していた。ま
た、それに先立つ同年５月26日に長万部ＲＣからチャーターナイトの案内があり、谷本和夫・右
近久雄・内藤詩郎の各会員が出席し、全町挙げて心温まる式典であったことを谷本パスト会長が
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創立期の思い出として語っている。

　　　　◇「チャーターナイト」計画
　　　　　　日　　　　時：1968年９月22日　日曜日
　　　　　　登　　　　録：正午より　　登録料　4,500円
　　　　　　認証状伝達式：午後１時からおおむね１時間前後に限定
　　　　　　場　　　　所：千歳市民会館　司会：秋山康之進特別代表
　　　　　　観　　　　光：支笏湖と自衛隊の２班に分け､午後２時30分～午後４時50分
　　　　　　祝 　 賀 　 会：千歳小学校体育館　午後５時00分～午後７時00分

○　ＲＩテーマ「参加し、率先しよう」を実践
　加盟認証状伝達式（チャーターナイト）は1968年９月22日に決定しているが、千歳ＲＣ会員が
一丸となって準備を進めている。しかし、はじめての経験であり、ノウハウがなく焦る日々が続
いたという。そのために1968年４月26日に開催された「千歳クラブ設立総会」では、秋山特別代
表からの「会員は、ロータリーを学び、ロータリーを理解し、ロータリー精神に徹し、ロータ
リー綱領の具現に挺身されよ」とのあいさつに立ち返り、ロータリアンとして研讃することと
なった。
　それを受けて例会内容を、秋山特別代表から「リーダーシップ・フォーラム・連合年次大会・
国際大会｣（８/22）、佐佐木貴士児第４分区代理の「ロータリーについて｣（８/15）の卓話を受
け、それを基に、千歳ＲＣ初の《リーダーシップ・フォーラム》「ロータリーをよりよく向上す
るために」を開いたが、ロータリーについての理解を深めるのが精一杯であった。また、加盟認
証状伝達式を成功に導くために会員の参加意識が必要として、浜中ＲＣのチャーターナイトを視
察した川原田省三会員が「浜中ＲＣチャーターナイトの感想」についての卓話をはじめ、３回に
わたり「チャーターナイト準備例会」を行い、ＲＩテーマ「参加し、率先しよう」を実践するこ
とを目標に、その周知徹底を図った。
○「国際ロータリー加盟認証状伝達式」が盛況のうちに行われる
　1968年９月22日（第22回例会）には千歳ＲＣの誕生の日ともいえる国際ロータリー加盟認証状
伝達式（チャーターナイト）を千歳市民会館で行い、引き続き、祝賀会を千歳小学校体育館で
行った。この日は、初秋の快晴に恵まれ、秋山特別代表をはじめ、準備委員各位・千歳ＲＣ会員
の顔も晴々しく、会員夫人の協力を得て、正午に登録開始し、13時前には来賓･参加クラブ会員
のご来駕を得た。来賓25名・来訪クラブは17クラブからの124名、チャーターナイトメンバーは
33名であったが、遠くは、根室ＲＣ・浜中ＲＣからも出席をいただき、感涙にむせぶ気持ちを味
わった。
　式典は牛田勝之副幹事の司会により定時に始まった。秋山康之進特別代表（地区ガバナーノミ
ニー）による開会点鐘が厳粛の中にも華やいだ響きで式場いっぱいに流れた。出席者一同は国歌
斉唱「君が代」に続き、少しは慣れた「ロータリーソング・奉仕の理想」を斉唱した。次いで秋
山特別代表の歓迎のあいさつがあり、さらに同氏が来賓およびロータリークラブ紹介を行い、吉
田信一千歳ＲＣ初代会長からのチャーターナイトの紹介があった。
　その後、小畑信愛パストガバナーより加盟認証状が吉田信一会長に伝達され、ここに晴れて正
式に加盟が承認され、世界のロータリーの仲間入りができた。これにより千歳ロータリアン一同
に大きな緊張と感激が瞬時に湧き起こり、大きな喜びを共有した。
　吉田信一会長から謝辞が述べられ、続いて、ＲＩ代表第350地区パストガバナーの伊藤義郎氏
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建立時の記念塔 現在の記念塔

◇日本人ロータリアン第１号
　福島喜三次氏（1881年生まれ、佐賀県有田市出身）
　福島氏は、東京高商（現在の一ッ橋大学）を卒業後、三井物産に入社して米国・
テキサス州ダラスの東洋綿花（三井物産の子会社）社長に就任し、ダラスＲＣに入
会した。これが日本人としてのロータリアン第１号の誕生である。
　1918年（大正７年）正月、後に東京ＲＣを創立した初代会長の米山梅吉氏（当
時、三井銀行の重役）が福島喜三次宅を訪れた際、「ロータリーの何たるかを聞
き、大いに心を動かされた」と述懐している。（国際ロータリー第2510地区「地区
史」21ページ）　

【こぼれ話】

（札幌）・伊部政次郎氏（函館）・ガバナーの島本　融氏・ロータリアン代表第４分区代理の佐佐
木貴士児氏（札幌南）・千歳市長の米田忠雄氏・千歳商工会議所会頭の小池金吾氏・千歳ライオ
ンズ会長の真鍋辰夫氏からご懇篤なる祝辞が述べられた。続いて、第４分区内クラブから千歳ク
ラブ創立に伴って記念品が贈られた。吉田会長からは小畑信愛パストガバナーに記念品が贈呈さ
れた。
　千歳ＲＣの創立記念事業として、千歳市に「青少年健全育成宣言都市記念塔」を寄贈する旨の
目録が内藤詩郎幹事から米田忠男千歳市長に贈呈された。
　引き続き、参加者一同でロータリーソング「我等の生業」を斉唱し、瀧本庄蔵パストガバナー
の万歳三唱の後、秋山特別代表が打つ点鐘はお祝いの鐘が奏でるように鳴り響き、加盟認証状伝
達式は滞りなく終了、一同は正式加盟の歓びと式典をつつがなく終えた満足感を分かち合った。
　記念事業：千歳市に「青少年健全育成宣言都市記念塔」を贈呈
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第 ３ 部

10 年 間 の 記 録
〔2008〜2009年度〕―〔2017〜2018年度〕

年度別シンボルマーク

2011〜2012年度 2012〜2013年度 2013〜2014年度 2014〜2015年度

2008〜2009年度 2009〜2010年度 2010〜2011年度

2015〜2016年度 2016〜2017年度 2017〜2018年度
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役名 / 年度 2008～2009 2009～2010 2010～2011 2011～2012
ガバナー 矢　橋　温　郎 渡　邉　恭　久 佐々木　正　丞 熊　澤　隆　樹
第７グループガバナー補佐 羽　芝　涼　一 加　藤　寛　治 古　川　大　之 大　坂　直　人

会長 末　廣　　　孝 岩　崎　暉　久 佐々木　金治郎 今　村　靜　男
会長エレクト 岩　崎　暉　久 佐々木　金治郎 今　村　靜　男 村　田　研　一
副会長 本　宮　輝　久 加　藤　武　仁 大　西　信　也 藤　本　敏　廣
幹事 齊　藤　博　徳 川　端　　　清 佐　藤　晴　一 酒　井　　宏　
会計（副幹事） 川　端　　　清 佐　藤　晴　一 酒　井　　　宏 沼　田　常　好

会計監査
村　田　研　一 齊　藤　博　徳 川　端　　　清 上　井　昭　一
沼　山　佐太郎 齊　藤　公　彦 齊　藤　公　彦 佐　藤　晴　一

クラブ奉仕委員会委員長 本　宮　輝　久 加　藤　武　仁 五十嵐　　　宏 福　田　武　男

職業奉仕委員会委員長 浅　利　美恵子 榊　原　　　潤 村　上　倫　行 大　澤　雅　松
社会奉仕委員会委員長 佐々木　　　昭 佐々木　　　昭 今　野　良　紀 五十嵐　桂　一
国際奉仕委員会委員長 川　端　　　清 尾　﨑　伊智朗 大　澤　雅　松 五十嵐　　　宏
ＳＡＡ委員会委員長 大　西　信　也 大　西　信　也 村　田　研　一 下　山　徹　哉
新世代委員会、青少年奉仕委員会委員長

今　野　良　紀 今　野　良　紀 小　森　俊　明 菅　原　正　行
ローターアクト委員会委員長
ロータリー財団委員会委員長 瀧　澤　順　久 中　山　和　朗

本　宮　輝　久 佐　藤　彰　二
米山記念奨学会委員長 中　山　和　朗 中　村　清太郎

親睦活動委員会委員長 酒　井　　　宏 曙　　　恒　平 下　山　徹　哉 宮　本　伸　司
プログラム委員会委員長 藤　本　敏　廣 大　沼　千枝子 村　田　研　一 下　山　徹　哉
出席・資料管理委員会委員長 下　山　徹　哉 下　山　徹　哉 沼　田　常　好 浅　利　美恵子
クラブ会報・広報・雑誌委員会委員長

大　澤　雅　松 沼　田　常　好 尾　﨑　伊智朗 佐　藤　晴　一
ＩＣ委員会委員長
会員増強委員会委員長 木　村　照　男 瀧　澤　順　久 佐々木　　　昭 佐々木　　　昭
ロータリー情報委員会委員長 五十嵐　　　宏 福　田　武　男 末　廣　　　孝 岩　崎　暉　久
環境保全委員会委員長 平　間　和　弘 平　間　和　弘 平　間　和　弘 村　上　倫　行
健康委員会委員長 長　澤　邦　雄 長　澤　邦　雄 長　澤　邦　雄 長　澤　邦　雄
定款細則委員会委員長 上　井　昭　一 木　村　照　男 末　廣　　　孝 岩　崎　暉　久
プロバスクラブ委員会委員長 山　田　睦　雄 山　田　睦　雄

会員増強委員会
ガバナー諮問委員会 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄
ガバナー指名委員会 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄
第1ゾーンロータリー財団学友コーディネーター 佐　藤　秀　雄
カウンセラー 佐　藤　秀　雄
青少年交換委員会 今　野　良　紀
ローターアクト委員会
新世代委員会

職業奉仕・基本理念委員会

RYLA 委員会
米山記念奨学・学友委員会

創立50周年実行委員会委員長

歴代役員名簿
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2012～2013 2013～2014 2014～2015 2015～2016 2016～2017 2017～2018
細　川　好　弘 安孫子　建　雄 羽　部　大　仁 嵯　峨　義　輝 武　部　　　實 國　立　金　助
佐々木　　　昭 大　川　健　一 菊　池　重　敏 坂　井　　　治 高　木　繁　秀 福　田　武　男

村　田　研　一 川　端　　　清 藤　本　敏　廣 沼　田　常　好 大　西　信　也 瀧　澤　順　久
川　端　　　清 藤　本　敏　廣 沼　田　常　好 大　西　信　也 瀧　澤　順　久 今　野　良　紀
髙　橋　　　都 齊　藤　博　徳 五十嵐　　　宏 大　西　信　也 齊　藤　博　徳 大　澤　雅　松
沼　田　常　好 大　澤　雅　松 五十嵐　桂　一 藤　川　俊　一 今　野　良　紀 喜　多　康　裕
大　澤　雅　松 五十嵐　桂　一 藤　川　俊　一 今　野　良　紀 喜　多　康　裕 前　田　浩　志
酒　井　　　宏 沼　田　常　好 大　澤　雅　松 五十嵐　桂　一 川　端　　　清 藤　本　敏　廣
村　上　光　輝 中　山　和　朗 村　田　研　一 川　端　　　清 藤　川　俊　一 今　野　良　紀

酒　井　　　宏 上　井　昭　一
（代行　中村　堅次） 藤　井　雅　一 喜　多　康　裕 五十嵐　　　宏 五十嵐　桂　一

福　田　武　男 浅　利　美恵子 浅　利　美恵子 菅　原　正　行 斉　藤　えみこ 阿　部　正　信
五十嵐　桂　一 大　西　信　也 大　西　信　也 斉　藤　えみこ 牟　田　裕　一 稲　川　和　伸
五十嵐　　　宏 南　雲　州　治 菅　原　正　行 五十嵐　桂　一 村　上　倫　行 根　橋　聖　治
大　西　信　也 藤　井　雅　一 齊　藤　博　徳 伊　藤　一　三 菅　原　正　行 伊　藤　一　三

菅　原　正　行 金　沢　明　法 喜　多　康　裕 前　田　浩　志 前　田　浩　志 山　中　正　一

榊　原　　　潤 菅　原　正　行 藤　川　俊　一 村　上　倫　行 福　田　武　男 藤　川　俊　一

佐　藤　晴　一 斉　藤　えみこ 斉　藤　えみこ 甲　斐　くり子 小　畑　　　彰 佐　藤　晴　一
大　西　信　也 藤　井　雅　一 齊　藤　博　徳 伊　藤　一　三 菅　原　正　行 伊　藤　一　三
加　藤　正　浩 日　向　祥　一 伊　藤　一　三 須　川　美　和 岡　崎　　　進 林　　　俊　樹

田　中　敬　二 秡　川　勝　文 前　田　浩　志 山　中　正　一 高　橋　憲　司 吉　岡　　　毅

村　上　倫　行 村　上　倫　行 村　上　倫　行 村　田　研　一 村　田　研　一 沼　田　常　好
佐々木　金治郎 今　村　靜　男 村　田　研　一 川　端　　　清 藤　本　敏　廣 大　西　信　也
平　間　和　弘 藤　川　俊　一 平　間　和　弘 稲　川　和　伸 平　間　和　弘 平　間　和　弘
長　澤　邦　雄 中　村　堅　次 中　山　和　朗 浅　利　美恵子 藤　川　俊　一 荒　　　洋　一
佐々木　金治郎 今　村　靜　男 村　田　研　一 川　端　　　清 藤　本　敏　廣 大　西　信　也

佐々木　　　昭
佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄
佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄 佐　藤　秀　雄
佐　藤　秀　雄

喜　多　康　裕 前　田　浩　志 前　田　浩　志 山　中　正　一
金　沢　明　法

福　田　武　男 福　田　武　男 福　田　武　男
福　田　武　男 福　田　武　男

稲　川　和　伸
稲　川　和　伸 稲　川　和　伸

吉　岡　　　毅
浅　利　美恵子

末　廣　　　孝

（2008 〜 2018年度）
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代 就  任  年  度 会　　　長 幹　　　事
認証時 1968 吉　田　信　一 内　藤　詩　郎
初　代 1968～1969 吉　田　信　一 内　藤　詩　郎
 2 　代 1969～1970 右　近　久　雄 浅　利　作　造
 3 　代 1970～1971 山　崎　　　満 谷　本　和　夫
 4 　代 1971～1972 千　葉　　　正 毛　内　利　夫
 5 　代 1972～1973 新　沼　武　雄 倉　内　　　清
 6 　代 1973～1974 北　岡　体　一 田　中　義　男
 7 　代 1974～1975 近　川　宗　信 加　藤　光　三
 8 　代 1975～1976 小　原　正　男 立　入　　　亨
 9 　代 1976～1977 内　藤　詩　郎 中　浦　忠　男
10　代 1977～1978 谷　本　和　夫 三　崎　富　重
11　代 1978～1979 浅　利　作　造 村　上　正　治
12　代 1979～1980 倉　内　　　清 遠　藤　正　一
13　代 1980～1981 藤　川　昭　三 武　石　忠　俊
14　代 1981～1982 斎　藤　　　弘 長　嶺　　　覚
15　代 1982～1983 村　上　正　治 齊　藤　公　彦
16　代 1983～1984 中　浦　忠　男 五十嵐　　　実
17　代 1984～1985 丹　治　秀　一 沼　山　佐太郎
18　代 1985～1986 髙　田　昭　治 浦　部　聖　雄
19　代 1986～1987 齊　藤　公　彦 佐　藤　秀　雄
20　代 1987～1988 武　石　忠　俊 山　田　睦　雄
21　代 1988～1989 田　中　達　昭 八　杉　一　博
22　代 1989～1990 村　上　光　輝 長　澤　邦　雄
23　代 1990～1991 佐　藤　秀　雄 髙　慶　繁　博
24　代 1991～1992 山　田　睦　雄 木　村　照　男
25　代 1992～1993 髙　慶　繁　博 上　井　昭　一
26　代 1993～1994 沼　山　佐太郎 井　上　正　雄
27　代 1994～1995 長　澤　邦　雄 伊　藤　八　郎
28　代 1995～1996 須　藤　文　夫 早　坂　義　人
29　代 1996～1997 木　村　照　男 横　田　義　弘
30　代 1997～1998 藤　谷　信　弘 金　山　　　暁
31　代 1998～1999 大　沼　三　郎 末　廣　　　孝
32　代 1999～2000 中　村　堅　次 中　山　和　朗
33　代 2000～2001 上　井　昭　一 菅　原　文　雄
34　代 2001～2002 横　田　義　弘 古　谷　眞　一
35　代 2002～2003 村　松　克　重 福　田　武　男
36　代 2003～2004 佐々木　　　昭 大　西　信　也
37　代 2004～2005 服　部　隆　志 藤　本　敏　廣
38　代 2005～2006 中　山　和　朗 本　宮　輝　久
39　代 2006～2007 五十嵐　　　宏 髙　橋　　　都
40　代 2007～2008 福　田　武　男 村　田　研　一
41　代 2008～2009 末　廣　　　孝 齊　藤　博　徳
42　代 2009～2010 岩　崎　暉　久 川　端　　　清
43　代 2010～2011 佐々木　金治郎 佐　藤　晴　一
44　代 2011～2012 今　村　靜　男 酒　井　　　宏
45　代 2012～2013 村　田　研　一 沼　田　常　好
46　代 2013～2014 川　端　　　清 大　澤　雅　松
47　代 2014～2015 藤　本　敏　廣 五十嵐　桂　一
48　代 2015～2016 沼　田　常　好 藤　川　俊　一
49　代 2016～2017 大　西　信　也 今　野　良　紀
50　代 2017～2018 瀧　澤　順　久 喜　多　康　裕

51　代 2018～2019 今　野　良　紀 前　田　浩　志エレクト

歴代会長・幹事
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2008～2009年度（平成20～21年）

和顔愛語
―友愛の輪を広げよう―

Ｒ  Ｉ  会  長　李　　東建（韓国）
地区ガバナー　矢橋　温郎（札幌西ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　羽芝　涼一
　　　　　　　（千歳セントラルＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　末廣　　孝
　　　　　　　副会長　本宮　輝久
　　　　　　　幹　事　齊藤　博徳

　千歳ロータリークラブは先輩たちの知
恵と努力のお陰で40周年の節目を終え、
次なる一歩を踏み出しました。
　本年度は次の10周年に向けて、会員の
更なる相互理解を深め、共通認識のもと
に千歳ロータリークラブの悠久なる発展
を図る礎の年にしたいと思います。
　テーマの『和顔愛語』は仏教の言葉で
すが、善意に満ちたなごやかな笑顔で、
愛情のこもったやさしい言葉で相手に接
するという意味です。
　会員相互はもとより、職場でも、地域
でも和顔愛語を実践し友愛の輪を広げて
いきましょう。
　本年は、会員卓話、職場訪問、夜間例会、
その他あらゆる例会を通して、会員が大
いに発言する機会をつくって行きたいと
思います。
　また、2008 ～ 2009年度ＲＩ会長（李東
建氏）のテーマである「夢をかたちに」
について、大いに語り合い、実践の舞台
をつくって行きたいと思いますし、矢橋
温郎ガバナーの地区目標についてもクラ
ブの重点活動方針の中に具体的に折込み、
推進して行きたいと思います。会員皆様
の一層のご支援、ご協力をお願い申し上
げます。

【本年度の重点活動方針】
１．Ｃ・Ｌ・Ｐの導入
　・クラブの永続性を目的としクラブの

活性化を図る
２．楽しい例会作り

　・会員卓話の拡大
　・家族参加例会の拡大
　・会員職場訪問の増強
３．会員増強と会員維持
　・会員純増１名の達成
４．ロータリー財団への協力
　・ポリオ ･ プラスに1,000ドルの協力
５．ローター・アクトへの支援
　・提唱クラブの強化と会員増強支援
６．プロバスクラブへの支援
　・前年度設立クラブなので活動の支援
　・会員の増強の支援

2009～2010年度（平成21～22年）

『浩然の気－ロータリアンは茄子の花－』

Ｒ  Ｉ  会  長　ジョン・ケニー
　　　　　　　（スコットランド）
地区ガバナー　渡邉　恭久（滝川ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　加藤　寛治（北広島ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　岩崎　暉久
　　　　　　　副会長　加藤　武仁
　　　　　　　幹　事　川端　　清

　今年度のＲＩ会長ジョン・ケニーは、
『ロータリーの未来はあなたの手の中に』
をテーマに掲げました。また「ロータリー
がボランティアによる団体であり、その
会員全てが指導的立場にある人々である
ことを忘れてはならない点です。そのよ
うな人々を前に話すとき、口説き伏せた
り、要求したりすべきでないと思ってい
ます。すべてのロータリークラブは自立
した存在であるべきであって、ＲＩのシ
ニアリーダーの役割は統制することでは
なく、意欲を喚起し、導くことであります」
と表明しています。
　千歳ＲＣが創立して、今年で42年目を
迎えます。この間、先輩の知恵と努力の
結集によって現在があると思います。私
も会員皆様の協力を得て微力ながら向上
に努めます。
　今年度テーマを『浩然の気』と掲げ、

クラブ運営方針
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これは、孟子の言葉で「人間の内部から
沸き起こる道徳的エネルギーであり、自
然発生してくるもので、無理に助長させ
ず、正しく育み、拡大して行けば、天地
に充満するほどの力を持つとされる」と
説いています。サブタイトルは『ロータ
リアンは茄子の花』です。これは「親の
意見と茄子の花は千に一つの無駄もない」
から引用したものですが、ロータリアン
一人ひとりが自身の想いを磨くために、
意欲をもって例会はじめ奉仕活動等に参
加する事で自分の進む道を見出し、心の
通じ合う理解者が増え、リーダーとして
地域や職域の発展に、ますます寄与する
ことが出来ると思います。

１　和（やわらぎ）と実（みのり）のあ
る例会運営に努める。

２　会員増強と退会防止に努める。
３　新世代の育成並びに関係クラブ友好

に努める。
４　地域社会との交流に努める。

2010～2011年度（平成22～23年）

『心ひとつに』

Ｒ  Ｉ  会  長　レイ・クリンギンスミス
　　　　　　　（アメリカ）
地区ガバナー　佐々木正丞（札幌ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　古川　大之（長沼ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　佐々木金治郎
　　　　　　　副会長　大西　信也
　　　　　　　幹　事　佐藤　晴一

　2010 ～ 2011年度、千歳ＲＣ会長の佐々
木金治郎です。
　まず、岩崎パスト会長はじめとして、
理事の皆様、１年間のご労苦に心から感
謝申し上げます。
　副会長に大西信也氏、幹事に佐藤晴一
氏、そして理事各位また、多くの会員の
皆様のご協力、ご指導をいただき、この
１年間、千歳ＲＣを運営いたしますので、
よろしくお願いいたします。
　今年度の私のテーマは『心ひとつに』
です。

　千歳ＲＣは、1968年４月26日、札幌Ｒ
Ｃをスポンサーとして設立され、現在に
至っており、創立43年目を迎えました。
　その中で、多くの先輩諸氏が、弛まぬ
努力と情熱をもって活動され、会員数が
121名という時もありましたが、この不透
明な経済状況の中に入り、現在は、60名
弱と大きく会員数が減少しております。
　このような現状の中、2510地区目標と
して、各クラブが率先して、ＣＬＰ活動（ク
ラブ・リーダーシップ・プラン）を導入
し、クラブの活性化と会員拡大、また社
会奉仕活動を推進することとしています。
　この中で当クラブとしても、今年より
このＣＬＰ活動を積極的に導入し、本年
度を「ＣＬＰ元年」と位置づけ、今年度
だけではなく、これから各年度にわたっ
ての方針とし、長期計画活動としてほし
いと思います。

１．会員増強及び退会防止
２．外部と開かれたロータリー
３．親睦のみならず、あらゆる情報交換

と会員相互の協力

　このような目標を中心に置きながら、
今だからこそ「心ひとつに」というテー
マを掲げましたので、千歳ＲＣ会員皆様
の力強いご支援、ご協力をよろしくお願
い申しいたします。
　いたって、非力ではございますが、全
力で頑張らせていただきますので、よろ
しくお願いいたします。

2011～2012年度（平成23～24年）

「人・地域に思いやる心」

Ｒ  Ｉ  会  長　カルヤン・バネルジー
　　　　　　　（インド）
地区ガバナー　熊澤　隆樹（小樽ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　大坂　直人（由仁ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　今村　靜男
　　　　　　　副会長　藤本　敏廣
　　　　　　　幹　事　酒井　　宏

　千歳ロータリークラブは1968年４月に
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創立され、今年で44年目に入り、その間、
469名の会員によって歴史と伝統に培われ
て今に至っている。
　その間、ロータリー綱領を愚直に守り、

「ロータリーの森林」をはじめ緑化活動を
通じて地域における環境保全と潤い場の
確保と優良及び永年従業員表彰、小学生
写生大会などの地域に密着した奉仕活動、
ローターアクトの設立と支援、海外青少
年交換事業等を展開してきた。
　経済的な問題やクラブ運営に伴う諸事
情による会員減少傾向に歯止めがかから
ない環境下にあることから喫緊の課題と
して、魅力あるクラブの実現と会員増強
に重点をおき、あわせてＲＩテーマを尊
重しつつ、佐々木年度が導入したＲＩが
推奨する「ＣＬＰ（クラブ・リーダーシッ
プ・プラン）」をより具体的に展開する。
　当クラブが多くの先輩が額に汗をして
真摯に取り組んできた人道的ボランティ
ア活動や地域に密着した活動を継続する
とともに次の１年は、ロータリーを外に
知らせ、積極的な委員会活動によるクラ
ブ活性化、ロータリー活動を通じて学び・
遊び、地域と共生する活動に取り組んで
いくこととしている。
　43年の歴史と伝統のある当クラブも時
代の流れとともに大きな渦中に引き入れ
られる感があり、今後の活動を「何をな
すべきか」という声がささやかれている。
　その理由の一つに、「人と人とのつなが
りが希薄になった」といわれ、クラブの
脆弱化につながっていると思っている。
このことからクラブの活性化と円滑な運
営を図るために会員同士はもとより、地
域社会への「思いやる」ことが必要性で
あり、大切さを感じている。
　そこで2011 ～ 2012年度の会長テーマを

『人・地域を思いやる心』とした。
　「人を思いやる」という言葉をよく聞き、
使う言葉であるが、それぞれにその表現
に違いはあるが家族はじめ、クラブ会員、
会社、社員、友人等の他、地域社会を含
めてお互いに「思いやる心」を持つなら
ば人間関係は当然ながら地域社会と関係
においての潤滑油になるものと思っている。
　近年、経済の悪化や社会環境の変化に
より、私を含めて他人を思いやる心が欠
如しているのでないかと思い、次年度は

人をはじめ地域社会に対しても「思いや
る心」を思い出させるような運営をした
いと考えている。

【クラブ運営の効率化を図るために】
１　会員主体の例会を基本とする。
　「例会は人生の道場」であり、会員同士

が切磋琢磨する場である。「会員の会員
による会員のための例会」とし、会員
による卓話を優先する例会運営を行う。

２　「動く委員会」を目指した活動
　クラブは会長の基本方針に沿って運営

されるものである。それを支えるのが
各委員会活動であるので、委員会は委
員長を中心に合議制をとり、活動方針、
内容を協議する風土を構築して、クラ
ブ活動の活性化を図る。

３　若い会員のエネルギーと経験豊富な
会員との融合

　一段と高齢化が進む中で、若い会員の
エネルギーをクラブ運営の主軸となり
得るポストに配置し、経験豊富なパス
ト会長との融合を図る。

４　委員会活動の継続性を
　委員会の特性を考慮して、委員のうち

１名以上を複数年度継続して委員会に
特に若い会員を、いわゆる「３年委員」
として配置する。

５　クラブ細則の改正を
　クラブ運営の基本である「細則」も時

流とともに改正を余儀なくされるもの
である。細則とクラブ運営の整合性を
保つために、その一部の改正を行う。

６　例会の回数の検討を
　毎週、開催される例会の姿を変えるこ

とにより、より出席し易い環境を整え
出席率を高めるための方策を検討する。

７　「長期目標」の設定と具体的活動
　前年度、ＣＬＰ導入に伴い会長、直前

会長、会長エレクトの三者による「ク
ラブ長期目標の設定」を具体的活動に
移行する。
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2012～2013年度（平成24～25年）

「向上心・相互扶助・親睦」

Ｒ  Ｉ  会  長　田中　作次（八潮ＲＣ）
地区ガバナー　細川　好弘（静内ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　佐々木　昭（千歳ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　村田　研一
　　　　　　　副会長　髙橋　　都
　　　　　　　幹　事　沼田　常好

　この度2012 ～ 2013年度の千歳ロータ
リークラブ45代目の会長に就任すること
になり、責任の重さに身の引き締まる思
いが致します。非力ではありますが、ク
ラブ発展の為、精一杯努力致しますので
よろしくお願い致します。
　先ず、2012 ～ 2013年度国際ロータリー
クラブ会長は、日本人３人目の田中作次
氏（埼玉県、八潮ＲＣ）です。

ＲＩテーマ 「奉仕を通じて平和を」
　　　　　　Peace through Service
強 調 事 項 「心・家族・地域・世界に

平和の恩恵を」
地 区 目 標 ①　ロータリーを新世代と

共に未来に繋げよう
②　地域や世界に役立つ奉

仕をしよう
③　今一度、親睦と友情を

拡大しよう

　次に2013年３月17日開催の第25回第７
グループインターシティミーティング（Ｉ
Ｍ）を我がクラブが担当することになり、

「おもてなしの心」を持って、取り組んで
いきたいと思います。ご参加を頂くロー
タリアン各位が、相互親睦と知識の習得
に満足して頂けるよう、ホストクラブと
しての使命を果たしていきたいと考えて
いますので、よろしくお願い致します。

　千歳ロータリークラブの会員は医学・
政治・経済・建築・商業など各専門分野
の知識を持った方々の集まりであり、い
わば、図書館の様な頭脳集団の集まりと
考えております。
　その方々の知識を生かしながら、共に
学び、「相互扶助の精神」で会員それぞれ

が向上していける様な千歳ロータリーク
ラブになればと考えております。
　千歳ロータリアンによる会員卓話をし
て頂くことにより、より迅速に、幅広い
知識を得ることが出来ると思います。具
体的な例としては、「がん予防の知識」、「い
かに千歳の街を発展させるか」、「動物の
飼育について」など。興味のあることの
みにとらわれず、知識を豊富に持ち、話
題性に富んだロータリアンでいたいもの
です。
　また、ロータリーは個人の活動を基に
した奉仕団体であることから、会員個人
の公平な社会観、崇高な倫理観、ユーモ
アの精神を持つこと等が求められており
ます。己を磨き博愛の精神を持つことに
より人は集まって来るものです。
　今年は会員増強にも力を入れていきた
いと考えています。多くの方にロータリー
に加入して頂き、ロータリアンの輪を広
げていきたいと思います。
　以上の事項に加え、３つの強調事項を
挙げたいと思います。

①　平和で明るい家庭を築くこと。
②　クラブで私達が一番得意とする事を

継続すること（分収造林事業など）。
③　時代の変化に適応していくこと。

　それでは、１年間頑張りますので皆様、
ご協力の程よろしくお願い致します。

2013～2014年度（平成25～26年）

「いい仕事をしよう」

Ｒ  Ｉ  会  長　ロンＤ・バートン
　　　　　　　（アメリカ）
地区ガバナー　安孫子建雄（江別ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　大川　健一（恵庭ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　川端　　清
　　　　　　　副会長　齊藤　博徳
　　　　　　　幹　事　大澤　雅松

ＲＩ会長　ロンＤ・バートン（アメリカ）
ＲＩ会長テーマ 「ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を」
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ＲＩ第2510地区ガバナー
安孫子建雄（江別ＲＣ）

◇ガバナー強調事項
・ロータリーの基本を見つめ変革する

ロータリーを実践しよう
・ＲＩ会長テーマの理解を深めクラブと

地域そして世界で活躍するロータリア
ンになろう

　1905年にシカゴでロータリークラブが
誕生した背景に商業道徳・職業論理の実
践があり、職業を通じて自分のためだけ
でなく社会に奉仕するという考え方が「超
我の奉仕」といわれております。
　会長方針に掲げさせて頂いた「いい仕
事をしよう」は、ロータリー発祥の原点
となる考え方に基づき、ロータリーの金
看板とされる「職業奉仕」を単純明快に、
自ら声の及ぶ周囲に呼び掛ける言葉であ
ります。
　また、職業奉仕にとどまらず、円滑で
会員の皆さんの活力あふれるクラブ運営
につながるクラブ奉仕活動や、対外的な
社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕といっ
た奉仕活動においても、実のある「いい
仕事」をすることを呼び掛けるものであ
ります。
　自らの職業において奉仕につながる「い
い仕事」を実践し、クラブとしての奉仕
活動においても「いい仕事」を重ねるこ
とこそが、千歳ロータリークラブ会員と
しての自覚を促し、家族や所属する事業
所を健全なものに導き、クラブの活性化
や会員相互の親睦交流促進、さらには会
員の拡大につながるものと確信しており
ます。
　これから１年間で、世間の耳目を集め
るような大それたことは考えておりませ
ん。そうしたことはしなくても、各委員
会が自主的かつ積極的にそれぞれの奉仕
活動に取り組み、笑顔で奉仕と交流の輪
を広げていければ、魅力的な団体だと評
価をいただき、入会希望者が出てくるも
のと信じております。
　ただ、この年度からロータリー財団の
補助金制度が大幅に変わります。使途に
より複雑だった様々な補助金がいくつか
に絞られます。財団から地区を通しての

補助金は、地区から財団への寄付実績に
基づいて地区に配分され、地区に各クラ
ブから申請されたものを地区が審査して
交付するかどうかを決定することになり
ます。
　45年の歴史を重ね、各種奉仕活動の実
績も上げてきている千歳ロータリークラ
ブとしても、応分の補助金を引き出せる
事業を展開していかなければならないと
考えます。

【ロータリー財団補助金プログラム（申請中）】
・プロジェクト名：「女性の幸せは人類の

幸せ『乳がん検診体験 in 千歳』」
・実施時期と場所、趣旨：2014年５月25

日（日）に移動乳がん検診車を千歳市（Ｒ
Ｃ例会場のＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）に派遣を要請し、乳がん検診
を希望する千歳市民に低料金で体験し
てもらう。受診体験の機会を設けると
共に、３カ月前の同年２月から地元紙
や地域情報紙による周知し、乳がんに
ついて地域の女性だけでなく男性や子
供たちにも理解を広げる。

・予算規模：移動乳がん検診車の費用20万
4500円、広報費（媒体広告、チラシ）
９万円、合計29万4500円

　すべて補助金で負担し、承認され次第、
社会奉仕委員会を中心に準備する。

【ＲＩ第2510地区千歳ロータリークラブ
会長方針「いい仕事をしよう」について】
・会員、委員会、クラブ（ＲＣ）のどの

単位であっても、いつでもどこでもど
んなことにも、向上心を持って意欲的
に取り組んでいく。

・ＲＣ会員として、基本である職業奉仕
を分かりやすく日常的に実践する。

・ＲＣの基本である例会を、各委員会の
創意と工夫、熱意で円滑に運営し実り
あるものにする。

・クラブ奉仕を含めた奉仕活動を笑顔で
実践し、地域でロータリーへの理解を
広げる。

【川端年度クラブ運営の効率化のために】
１、若い会員のエネルギーと経験豊富な

会員の融合
　　一段と高齢化が進む中で、若い会員
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のエネルギーをクラブ運営の主軸とな
り得るために、委員長、副委員長など
の主要ポストに配置し、経験豊富な会
員の助言や支援を得て存分に活躍でき
るよう配慮する。

２、委員会の継続性と地区補助金申請の
対応

　　委員会の特性を考慮し、委員のうち
１名以上を複数年継続するように配慮
する。また次年度の地区補助金申請が
本年度４月末という事情から、現年度
で原案を練り申請して次年度で実行で
きるようにする。

３、クラブ細則の改正
　　クラブ運営の基本である「細則」も、

クラブ運営の変化との整合性を保つた
めに理事会の合意を得て改正する。

４、長期目標の設定と地区補助金申請の
対応

　　会長、直前会長、会長エレクトの三
者による「クラブ長期目標」の設定を
具体化する。

　　地区補助金による事業も上記三者で
一定方針を打ち出し、該当委員会と協
議し理事会を経て確定する。

【三役担当の対外的行事】
○ガバナー公式訪問：７月25日（木）
　午前10時から会長・幹事・エレクト会

議で千歳ＲＣを理解頂き、クラブ協議
会では委員会の具体的活動を発表・質
疑する。例会でガバナーの所信を拝聴
し、理解を深める。

○神戸南ＲＣ歓迎：９月19日（木）
　日中に交流ゴルフコンペ、夜間例会で

歓迎し、交流を深める。
○地区大会：10月19日（土）（札幌・厚別

区シェラトンホテル札幌）、20日（日）
（本会議 江別市・江別市民会館）30人以
上の参加を目指す。

○ＩＭ（インターシティミーティング）：
2014年５月24日（土）

　ホストクラブ：恵庭ロータリークラブ
　ゴルフ交流会：シャムロックカント

リークラブ（千歳）で開催される。
　ＩＭ：夕方から恵庭市内で開催される。

2014～2015年度（平成26～27年）

『学びと実践』

Ｒ  Ｉ  会  長　ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
　　　　　　　（台湾）
地区ガバナー　羽部　大仁
　　　　　　　（札幌幌南ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　菊池　重敏（北広島ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　藤本　敏廣
　　　　　　　副会長　五十嵐　宏
　　　　　　　幹　事　五十嵐桂一

　アベノミクス２年目を迎える2014年。
たしかに景気は回復しており、株価の上
昇、円安ドル高など、多くの日本企業が
価格競争力を取り戻し、まさに日本経済
の復活のための条件が一つ一つ実現され
つつあるようです。私たちは、永きに亘
り重くのしかかっていた閉塞感からの脱
却を果たし、景気の好転と共に復活の狼
煙を上げることが出来るのでしょうか。
　しかし、その一方で、地方に目を向け
ると経済不振をはじめ、人口の減少や高
齢化に伴う人口構成の変化などによって、
地域雇用力の低下、まちなか空洞化、コ
ミュニティの希薄化など、深刻化する問
題や課題が山積しております。政府が何
かしてくれるのを待っていても道は開け
てはきません。新たな「成長」は自らの
手で、「地域」から切り開く必要があります。
　私たちロータリアンにとって、「地域」
はクラブ存在の基盤であります。ロータ
リーの精神的な礎である「親睦と奉仕」
のフィールドはまぎれもなく自らが住み
暮らす地域であります。
　今こそ、ロータリーの創始の精神をもっ
て、ロータリー会員自らが地域のオピニ
オンリーダーとして自らの職業を成長さ
せ、自らの職業を通して、真に豊かな地
域社会の安定と発展の一役を担いたいと
考えます。会員各位の一層のご支援ご協
力をお願い申し上げます。

≪～学び～組織の活性化≫
　私たちロータリーは、様々なつながり
や親睦から、自らの職業を成長させ、自
らの職業を通じて「奉仕の心」を作り出
しています。学び多き親睦の機会は、新
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たな発想や分かち合いの精神によって、
より豊かな奉仕の心を醸成します。奉仕
の理念で結ばれた強固なつながりを構築
すると共に、自己開発の機会となる学び
多きクラブ活動を目指します。

≪～実践～地域と企業の共生≫
　私たちロータリーは、学び多き親睦の
機会を通じ得た「奉仕の心」を企業人と
して、ロータリアンとして、地域社会に
還元します。地域の文化、自然、人間関係、
相互扶助を育むことで自らの事業基盤の
強化はもとより、人々の生活の質の向上
に寄与することで、地域社会全体の安定
と発展を目指します。

2015～2016年度（平成27～28年）

『利己と利他の調和のもと、
共に楽しく歩む』

Ｒ  Ｉ  会  長　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
　　　　　　　（スリランカ）
地区ガバナー　嵯峨　義輝（岩見沢ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　坂井　　治
　　　　　　　（千歳セントラルＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　沼田　常好
　　　　　　　副会長　大西　信也
　　　　　　　幹　事　藤川　俊一

　千歳ロータリークラブ48代目の舵取り
役として大任ではありますがクラブ会員
の皆さんのご協力の元、実の有る１年に
なるよう楽しいクラブ運営、活動を行っ
ていきたいと考えております。ご協力、
ご指導をよろしくお願い申し上げます。
　日本の経済は長いデフレからの脱却を
目途して安倍政権が誕生して日銀が打ち
出した量的・質的金融緩和政策によるア
ベノミクスが日本の経済に刺激を与え、
輸出産業は円安効果で為替などにより利
益をあげています。
　北海道の経済状況は輸出産業が少ない
事から円安による景気観はあまり良くな
いような気が致します。しかし、今まで
の景気の閉塞感は一新され微かな希望が
でてきたようにも感じられます。今後、

地方への景気の浮揚を願うものです。
　さて、私たちロータリアンは仕事上、
あるいは個人的関係などを構築して信頼
できる仲間としてクラブに集い様々な奉
仕を通じて友情を深めて【共に歩む】で
います。
　私たちロータリーに集う者は、それぞ
れの価値の有る事業（仕事）を行い、一
人の人間として社会人として世代を超え
て繋がっています。この繋がりを大切に
しながらこの１年を楽しく集えるクラブ
運営に心がけていきたいと考えています。

１、色々な場所（場）で多くの仲間に声
を掛けよう

２、親睦を通じて無理なく楽しく集える
クラブに

３、職業を通じて社会に奉仕の心を

　今年度は、あえて「利己と利他の調和」
と言う言葉を引用いたしました。私たち
は職業（事業）行い「利」を得ることに
より社会に貢献することができます。千
歳ロータリークラブは年齢的にも幅があ
り、また多くの先輩たちがおります。そ
して、千歳市内には多くの団体、組織が
あります。それは私たちひとり一人の大
きな財産でもあります。その財産を大切
にしてクラブ活動を運営していきます。

2016～2017年度（平成28～29年）

『相手の気持ちになろう、
ロータリーの気持ちになろう』

Ｒ  Ｉ  会  長　ジョンＦ．ジャーム
　　　　　　　（アメリカ）
地区ガバナー　武部　　實（札幌南ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　高木　繁秀（長沼ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　大西　信也
　　　　　　　副会長　齊藤　博徳
　　　　　　　幹　事　今野　良紀

　私が千歳ロータリークラブに入会した
時は、創立30周年の時でした。
　入会時、私で会員数が100名の大台とな
り、クラブ全体が大いに盛り上がりまし
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た。それから早いもので19年の月日が経
ち、ロータリー活動に時の流れを感じて
いるところです。
　この度、会員諸兄の推挙により2016 ～
2017年度の千歳ロータリークラブ49代目
の会長に就任することになり、その責任
の重さに身が引き締まる思いです。

　「ロータリーとは何か」と問われても、
一言で表現することは難しいものですが、
私は「この世の中で、正しい生き方をし
て行こうと、いつも努力して理想をもっ
た人たちの集まりだ」と考えています。
　それを実践するに当たって、その一つ
が「相手の気持ちになろう」とする気概
です。相手の気持ちになることは、相手
を思うことであり、奉仕の第一歩だと思
います。これは、人のみではなく職場や
地域に対しても言えることです。
　その二つは、「ロータリーの気持ちにな
る」ことで活動することと思います。ま
ずポール・ハリスがロータリーを創設し
たことを想い、会員一人一人が「奉仕」
を考えることです。そして、ロータリー
の心を持って毎日を過ごすことです。
　ロータリーの奉仕とは、お金や物だけ
ではありません。クラブ運営に参加する
ことも奉仕だと思います。クラブ運営に
参加するためには、例会に出席しなけれ
ば理解できません。例会出席は、奉仕活
動の始まりです。
　「出たくなる例会にしよう！魅力ある例
会にしよう！」と言われていますが、ま
ずは自分から出席しましょう。出席して
いれば会員同士の想いや、気持ちが分か
り、仲が良くなり委員会活動も充実して
きて、友情溢れたクラブになり魅力ある
クラブになるものです。
　まずはロータリアンの三大義務の一つ、
例会に出席しましょう。
　人は、「何を成したか？」よりも「どん
な生き方をしたか？」が50 ～ 60代になっ
て問われます。そして、人生の終わりに

「この生き方を楽しんできたか？」と問わ
れたら、「ロータリーのおかげで楽しめた」
と言いたいものです。

【重点目標】
１．楽しい例会を開催するために、まず

は出席しましょう。出席こそ力なり！
２．「四つのテスト」を心に「し・み・こ・

み」ましょう。
３．会員増強。これはクラブの血液とな

ります。
４．ロータリー財団、米山記念奨学会、

ポリオ・プラスに協力する。
５．千歳ローターアクトクラブへの支援。
６．地域社会との交流を深める。
７．創立50周年記念実行委員会を立ち上

げる。
　至って非力ではございますが全力で頑
張らせていただきます。会員皆様の絶大
なるご支援、ご協力を切にお願い致しま
す。

2017～2018年度（平成29～30年）

「あなたの愛を　地域へ　世界へ　
そして未来へ」

Ｒ  Ｉ  会  長　イアンＨＳ．ライズリー
　　　　　　　（オーストラリア）
地区ガバナー　國立　金助（函館ＲＣ）
第７Ｇガバナー補佐　福田　武男（千歳ＲＣ）
千 歳 ク ラ ブ　会　長　瀧澤　順久
　　　　　　　副会長　大澤　雅松
　　　　　　　幹　事　喜多　康裕

　1968年４月26日に創立総会を開いた千
歳ロータリークラブは2018年４月に創立
50周年を迎えます。会員諸兄のご推挙を
頂き第50代会長に就任し、１年間のクラ
ブ運営を進めると共に、創立から半世紀の
節目を迎える会長として50周年記念事業
を執り行うための各種特別委員会を機能さ
せていかなければなりません。さらに、ガ
バナー補佐輩出クラブとしてガバナー補佐
の支援も必要です。これらを円滑に進める
ため、千歳ロータリークラブ挙げて一丸と
なって取り組まなければなりません。
　マザー・テレサは「神は乗り越えられな
い試練は与えない」と言ったそうです。会
員一人ひとりにとっても大変な１年になろ
うかと思いますが、こうした時こそ、目の
前の課題や試練に果敢に挑み克服していく
過程で、自らも成長していくことが実感で
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きるものです。また、多くの方々とのかか
わりを広げる絶好の機会にもなります。先
輩諸氏の豊富な知識と経験を生かし、入会
間もない若い諸君の柔軟な発想と行動力に
期待しております。
　そうした年度の私の方針は、ロータリー
の友情や奉仕、平和への思いと言行を、ず
ばり「愛」の１文字にし、それを伝え、広
げてつないでまいります。
　「あなたの愛」は会員の皆様の思いと言
行であり、クラブ奉仕につながります。
　「地域へ」は職業奉仕、社会奉仕である
と共に、近隣ロータリークラブや地域の奉
仕団体、さらには私たちの活動に賛同ある
いは理解を示してくれる多くの方々への呼
び掛けでもあります。
　「世界へ」は国際奉仕であり、世界の平
和の希求であります。
　「未来へ」は、青少年奉仕であり、次世
代に愛を伝えることであります。思いと言
行を、まずは目の前にある千歳の地域に広
げ、それをさらに世界の平和へと大きく広
げ、そして次の世代にもつなげる、まさに
時空を超えていく意味ある活動だと高々と
掲げてクラブ内外に宣言するものでありま
す。
　50年の節目を、会員の皆様と共に知恵
を絞り、汗や涙を流し、最後は共に笑い合
える意義ある１年間にしていきましょう。

「腹が減っては戦もできず」といいます。
まずは例会の食事を、季節を味わい楽しん
でもらえる内容にするつもりです。おいし
い食事を楽しみに例会に出ていただき、各
委員会の活動にも積極的に取り組んで、成
果を上げていきましょう。そして１年後、
おいしいお酒を酌み交わせるよう、一緒に
歩んでまいりましょう。

【重点目標】
①　例会の食事を季節感のあるものにし

ます。楽しみに出席しましょう。
②　創立50周年の各種記念事業に積極的

に参加しましょう。
③　創立50周年を、より多くの会員で迎

えましょう。
④　半世紀の歴史を重ねてきた当クラブ

への理解を地域に広げる活動をしま
しょう。

⑤　ガバナー補佐の活動を支援しましょ

う。
⑥　ロータリー財団、米山記念奨学会、

ポリオ・プラスに協力しましょう。
⑦　千歳ローターアクトクラブ支援の活

動に参加しましょう。
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2008～2009年度（平成20～21年末廣年度）

 7月 3日…第2016回例会
年度計画発表（三役）

 7月10日…第2017回例会
年度計画発表（三役）

 7月17日…第2018回例会
丹治分収造林組合長卓話「想いのまま
に」（社会奉仕委員会）

 7月24日…第2019回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会）

 7月31日…第2020回例会
ゲスト卓話　環境省北海道地方環境事
務所支笏湖自然保護官事務所自然保護
官　柳谷牧子様「支笏湖地域で感じて
いる魅力と可能性」（プログラム委員会）

 8月 7日…第2021回例会
木村委員長卓話「会員増強について」（会
員増強委員会）

 8月14日…第2022回例会
休　会（夏季休会）

 8月20日…第2023回例会
夜間移動例会（盆踊り）（21日振替）（新
世代・ローターアクト委員会）

 8月28日…第2024回例会
ＲＩへ立法案提案について、
高畠すみれさん帰国報告（定款細則委
員会）

 9月 6日…第2025回例会
千歳市市制50周年を祝う市民の集い

（日航ホテル）（４日振替）（社会奉仕・
ＳＡＡ）

 9月11日…第2026回例会
千歳セントラルＲＣと合同例会（ＡＮ
Ａクラウンプラザホテル千歳）（ＳＡＡ）

 9月21日…第2027回例会
早朝例会（分収造林の作業）（18日振替）

（環境保全委員会）

 9月25日…第2028回例会
昼移動例会（カルビー千歳工場）（職業
奉仕委員会）

10月 2日…第2029回例会
「米山梅吉の生涯」ＤＶＤ鑑賞（米山奨
学会）

10月 9日…第2030回例会
夜間移動例会（西洋軒）（親睦活動委員
会）

10月16日…第2031回例会
ゲスト卓話　地区職業奉仕委員長　網
木保利様「鈴木正三の職業倫理観とロー
タリーの“職業奉仕”」（職業奉仕委員会）

10月26日…第2032回例会
地区大会（札幌）（23日振替）（三役）

10月30日…第2033回例会
ガバナー公式訪問（ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル千歳）（ＳＡＡ）

11月 6日…第2034回例会
尾崎会員卓話「北海道の電力事業につ
いて」（クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ
委員会）

11月13日…第2035回例会
瀧澤委員長卓話「ロータリー財団の歴
史について」（ロータリー財団委員会）

11月20日…第2036回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会）

11月27日…第2037回例会
ゲスト卓話　千歳市民病院　堀本和志
院長「地域医療と市民病院の役割」（健
康委員会）

12月 4日…第2038回例会
休　会（冬季休会）

12月11日…第2039回例会
昼移動例会（ミツミ電機）（国際奉仕委
員会）

12月18日…第2040回例会
クリスマス家族会（ＡＮＡクラウンプ

例会の記録
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ラザホテル千歳）（親睦活動委員会）
12月25日…第2041回例会

年次総会（36分例会）（三役）
 1月 1日…第2042回例会

休　会（正月休会）
 1月 8日…第2043回例会

新年交礼会（平安閣）（親睦活動委員会）
 1月15日…第2044回例会

ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様
「平成20年千歳市の一年間」（ＳＡＡ）

 1月22日…第2045回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「例会出席について」

（定款細則委員会）
 1月29日…第2046回例会

ゲスト卓話　千歳警察署警部補　安田
完二様「暴力団の情勢と振り込め詐欺
関係」（ロータリー情報委員会）

 2月 5日…第2047回例会
昼移動例会（駒そば亭）（職業奉仕委員
会）

 2月12日…第2048回例会
佐々木金治郎会員卓話「支笏湖と千歳
鉱山の歴史」（国際奉仕委員会）

 2月19日…第2049回例会
夜間移動例会（インターレストラン）（親
睦活動委員会）

 2月26日…第2050回例会
ゲスト卓話　㈱旅行新聞新社専務取締
役　橋詰和政様「旅の視野」（環境保全
委員会）

 3月 7日…第2051回例会
ＩＭ（第７・12グループ合同）（５日振
替）（三役）

 3月12日…第2052回例会
ＡＮＡホテル探険ツアー（出席・資料
管理委員会）

 3月19日…第2053回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（新世代・プロバス）

 3月26日…第2054回例会
休　会（年度末休会）

 4月 2日…第2055回例会

「次年度に向けて」（次年度三役）
 4月 9日…第2056回例会

早朝例会（清掃）（社会奉仕委員会）
 4月16日…第2057回例会

昼移動例会（北海道電力）（職業奉仕委
員会）

 4月23日…第2058回例会
ゲスト卓話　千歳市立図書館館長　新
谷俊一様「私たちの図書館」（クラブ会
報・広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 4月30日…第2059回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月 7日…第2060回例会
浅沼会員卓話「老化と皮膚」（健康委員
会）

 5月14日…第2061回例会
早朝例会（桜の下草刈り）（環境保全委
員会）

 5月21日…第2062回例会
夜間移動例会（番屋）（親睦活動委員会）

 5月28日…第2063回例会
ゲスト卓話　㈱北海道箱根牧場代表取
締役　勝俣克廣様「食の安全」（プログ
ラム委員会）

 6月 4日…第2064回例会
早朝例会（分収造林の作業）（環境保全
委員会）

 6月11日…第2065回例会
年次報告（三役）

 6月18日…第2066回例会
年次報告（三役）

 6月25日…第2067回例会
さよなら例会（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会）

2009～2010年度（平成21～22年岩崎年度）

 7月 2日…第2068回例会
年度計画発表（三役）

 7月 9日…第2069回例会
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年度計画発表（三役）
 7月16日…第2070回例会

夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会）

 7月23日…第2071回例会
昼移動例会（ポスフール千歳店訪問）（職
業奉仕委員会）

 7月30日…第2072回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「国際大会に参加し
て」（ロータリー情報委員会）

 8月 6日…第2073回例会
ゲスト卓話　保護司　倉島功氏「保護
司とは」（ＳＡＡ）

 8月13日…第2074回例会
休　会（夏季休会）

 8月21日…第2075回例会
夜間移動例会（盆踊り）（雨天順延）（新
世代・ローターアクト委員会）

 8月27日…第2076回例会
フォーラム「会員増強と退会防止につ
いて」（会員増強委員会）

 9月 3日…第2077回例会
ゲスト卓話　ＰＧ丸山淳士様（札幌真
駒内ＲＣ）「健康は金で買えない‥サプ
リメントの恐怖」（健康委員会）

 9月10日…第2078回例会
昼移動例会（千歳アウトレットモール・
レラ企業訪問）（職業奉仕委員会）

 9月17日…第2079回例会
夜間移動例会（丸駒温泉旅館）（親睦活
動委員会）

 9月24日…第2080回例会
ゲスト卓話　千歳ＲＡＣ「エコキャッ
プについて」（新世代・ローターアクト
委員会）

10月 4日…第2081回例会
地区大会（滝川３～４日）（１日振替）（三
役）

10月 8日…第2082回例会
ガバナー公式訪問　第2510地区ガバ
ナー　渡邉恭久様（滝川ＲＣ）（ＡＮＡ
クラウンプラザホテル千歳）（ＳＡＡ）

10月15日…第2083回例会
休　会（秋季休会）

10月22日…第2084回例会
ゲスト卓話　地区米山記念奨学委員会
委員　大石春雄様「ロータリー米山記
念奨学事業について」奨学生閏露様「米
山奨学生になって」（米山記念奨学委員
会）

10月29日…第2085回例会
昼移動例会（岩塚製菓㈱千歳工場企業
訪問）（職業奉仕委員会）

11月 1日…第2086回例会
早朝移動例会（分収造林）（12日振替）

（環境保全委員会）
11月 5日…第2087回例会

佐々木昭ＰＣ卓話「二宮尊徳の報徳の
教えとロータリー」酒井宏会員「質か
量か」（ロータリー情報委員会）

11月19日…第2088回例会
ゲスト卓話　地区世界社会奉仕委員　
田口廣様（千歳セントラルＲＣ）「ＷＣ
Ｓ検証ツアー報告」（国際奉仕委員会）

11月26日…第2089回例会
ゲスト卓話　植物園公認会計事務所弁
護士　桶谷和人様「事業承継について」

（職業奉仕委員会）
12月 3日…第2090回例会

ゲスト卓話　地区ロータリー財団委員
長　ＰＧ岩城秀晴様「ロータリー財団
について考えてみよう」（ロータリー財
団委員会）

12月10日…第2091回例会
フォーラム「ＣＬＰ導入と細則改正に
ついて」（定款細則委員会）

12月17日…第2092回例会
夜間例会（クリスマスの夕べ）（ＲＡＣ
合同）（ＡＮＡクラウンプラザホテル千
歳）（親睦活動委員会）

12月24日…第2093回例会
年次総会（36分例会）（三役）

12月31日…第2094回例会
休　会（大晦日休会）
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 1月 7日…第2095回例会
新年交礼会（西洋軒）（親睦活動委員会）

 1月14日…第2096回例会
ゲスト卓話　千歳プロバスクラブ幹事
長　齊藤武司様「千歳市と中国長春市
との友好交流活動について」（プロバス
クラブ委員会）

 1月21日…第2097回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづくり
～」（プログラム委員会）

 1月28日…第2098回例会
村上倫行会員卓話「南極便り（前哨戦）」

（環境保全委員会）
 2月 4日…第2099回例会

昼移動例会（駒そば亭）（出席・資料管
理委員会）

 2月11日…第2100回例会
休　会（建国記念日休会）

 2月18日…第2101回例会
尾﨑伊智朗会員卓話「電気自動車につ
いて」（終了後電気自動車試乗会）（国
際奉仕委員会）

 2月25日…第2102回例会
ゲスト卓話　全日空㈱千歳空港支店長
池上正俊様「航空会社の顧客サービス」

（会員増強委員会）
 3月 4日…第2103回例会

長澤邦雄ＰＣ卓話「学生（がくしょう）
期の山と私、そして…」（ロータリー情
報委員会）

 3月11日…第2104回例会
ゲスト卓話　地区ガバナー補佐　加藤
寛治様（北広島ＲＣ）「ロータリー財団
の現況」（ロータリー財団委員会）

 3月18日…第2105回例会
夜間移動例会（リアン）（５クラブ合同）

（新世代・ローターアクト委員会）
 3月25日…第2106回例会

ゲスト卓話　千歳セントラルＲＣ　井
上英幸様「クラブ会報を中心とした経
費削減について」（クラブ会報・広報・

雑誌・ＩＣ委員会）
 4月 1日…第2107回例会

佐藤秀雄ＰＧ、木村照男ＰＣ卓話「規
定審議会と定款細則について」（定款細
則委員会）

 4月 8日…第2108回例会
ゲスト卓話　地区ＧＳＥ委員会　トー
キル・クリステンセン様「ＧＳＥス
ウェーデンチーム（５名）来訪」（米山
記念奨学委員会、国際奉仕委員会）

 4月15日…第2109回例会
夜間例会友好クラブ神戸南ＲＣ来千に
伴う交歓会（ＡＮＡクラウンプラザホ
テル千歳）（親睦活動委員会）

 4月22日…第2110回例会
次年度三役「次年度の方針」（次年度三
役）

 4月29日…第2111回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月 6日…第2112回例会
早朝移動例会（桜の下草刈り）（環境保
全委員会）

 5月13日…第2113回例会
浅沼廣幸会員卓話「『馬主業』･･ 壮大な
無駄遣い」、静岡・掛川グリーンＲＣ歓
迎例会（健康委員会）

 5月20日…第2114回例会
木村照男ＰＣ卓話「クラブ細則の改正
について」（定款細則委員会）

 5月29日…第2115回例会
ＩＭ（インターシティミーティング）
担当：北広島ＲＣ（北広島クラッセホ
テル）（27日振替）（三役）

 6月 3日…第2116回例会
早朝移動例会（分収造林作業）（環境保
全委員会）

 6月10日…第2117回例会
年次報告（三役）

 6月17日…第2118回例会
年次報告（三役）

 6月25日…第2119回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
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ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会）

2010～2011年度（平成22～23年佐々木（金）年度）

 7月 1日…第2120回例会
年度計画発表（三役）

 7月 8日…第2121回例会
年度計画発表（三役）

 7月15日…第2122回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会）

 7月22日…第2123回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「規定審議会報告」

（ロータリー情報・定款細則委員会）
 7月29日…第2124回例会

ゲスト卓話　村上祐資様「南極滞在記」
（職業奉仕委員会）

 8月 5日…第2125回例会
ゲスト卓話　地区世界社会奉仕委員長
手塚貴志様「2010−2011年度地区社会
奉仕について」（国際奉仕委員会）

 8月12日…第2126回例会
休　会（夏季休会）

 8月20日…第2127回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（新
世代・ローターアクト委員会）

 8月26日…第2128回例会
フォーラム「会員増強フォーラム」（会
員増強委員会）

 9月 4日…第2129回例会
早朝移動例会（お祭り後清掃）（２日振
替）（ＲＡＣ合同）（社会奉仕委員会）

 9月12日…第2130回例会
千歳セントラルＲＣ20周年（９日振替）

（三役）
 9月16日…第2131回例会

夜間例会　ガバナー公式訪問　地区ガ
バナー　佐々木正丞様

 9月23日…第2132回例会

休　会（秋分の日休会）
 9月30日…第2133回例会

ゲスト卓話　北海道警察札幌方面千歳
警察署署長　畠山聰様「地域における
治安情勢について」（ロータリー情報・
定款細則委員会）

10月 7日…第2134回例会
ゲスト卓話　環境省北海道地方環境事
務所支笏湖自然保護官事務所自然保護
官　柳谷牧子様「地域の営みと資源を
守る観光の模索」（職業奉仕委員会）

10月17日…第2135回例会
地区大会（札幌16 ～ 17日）（14日振替）

（三役）
10月21日…第2136回例会

早朝移動例会（分収造林）（環境保全委
員会）

10月28日…第2137回例会
ゲスト卓話　米山奨学生　具利敏様「ふ
るさと」（ロータリー財団・米山記念奨
学委員会）

11月 4日…第2138回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会）

11月11日…第2139回例会
ゲスト卓話　地区ロータリー財団委員
長　岩城秀晴様「ロータリー財団月間
にあたって」（ロータリー財団・米山記
念奨学委員会）

11月18日…第2140回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）「情報交換会」（会員増強委員会）

11月25日…第2141回例会
クラブフォーラム（クラブ奉仕委員会）

12月 2日…第2142回例会
敦賀秀生会員卓話「支店長の憂鬱」（職
業奉仕委員会）

12月 9日…第2143回例会
昼移動例会（駒そば亭）（健康委員会）

12月16日…第2144回例会
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）（ＲＡＣ合
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同）（親睦活動委員会）
12月23日…第2145回例会

休　会（天皇誕生日休会）
12月30日…第2146回例会

年次総会（36分例会）（三役）
 1月 6日…第2147回例会

新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会）

 1月13日…第2148回例会
下山徹哉会員卓話「支配人の憂鬱」（親
睦活動委員会）

 1月20日…第2149回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづくり
～」（ロータリー情報・定款細則委員会）

 1月27日…第2150回例会
クラブフォーラム「長期計画を語る」（ク
ラブ奉仕委員会）

 2月 3日…第2151回例会
夜間移動例会（番屋）（親睦活動委員会）

 2月10日…第2152回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「ロータリーの歴史
と基礎知識」武石忠俊ＰＣ卓話「千歳
ＲＣ発足時の活動について」（ロータ
リー情報・定款細則委員会）

 2月17日…第2153回例会
夜間移動例会（西洋軒）（親睦活動委員
会）

 2月24日…第2154回例会
ゲスト卓話　地区世界社会奉仕委員会
副委員長　田口廣様「2010−2011年度
第2510地区ＷＣＳ活動の報告」（国際奉
仕委員会）

 3月 6日…第2155回例会
ＩＭ（インターシティミーティング）
担当：長沼ＲＣ（３日振替）（三役）

 3月10日…第2156回例会
末廣孝ＰＣ卓話「ＲＡＣ設立に関して」
ＲＡＣ石黒会長卓話「現在の活動につ
いて」（新世代・ローターアクト委員会）

 3月17日…第2157回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル千歳）（千歳プロバスクラブ合同）（親
睦活動委員会）

 3月24日…第2158回例会
休　会（春季休会）

 3月31日…第2159回例会
昼移動例会（ヤングライン工場見学）（職
業奉仕委員会）

 4月 7日…第2160回例会
早朝移動例会（清掃）（社会奉仕委員会）

 4月14日…第2161回例会
「ＨＰについて」（クラブ会報・広報・
雑誌・ＩＣ委員会）

 4月21日…第2162回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（親睦活動委員会）

 4月28日…第2163回例会
「出席率の向上について」（出席・資料
管理委員会）

 5月 5日…第2164回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月12日…第2165回例会
早朝移動例会（桜の下草刈り）（環境保
全委員会）

 5月19日…第2166回例会
「次年度活動方針について」（次年度三
役）

 5月26日…第2167回例会
ゲスト卓話　千歳市総合保健センター
長　堀本和志様「千歳市民の健康状況
について」（健康委員会）

 6月 2日…第2168回例会
早朝移動例会（分収造林）（環境保全委
員会）

 6月 9日…第2169回例会
千歳ＲＡＣ海外研修帰国報告「海外研
修の学び」（新世代・ローターアクト委
員会）

 6月16日…第2170回例会
年次報告（三役）

 6月23日…第2171回例会
年次報告（三役）

 6月30日…第2172回例会
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さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会）

2011～2012年度（平成23～24年今村年度）

 7月 7日…第2173回例会
年度計画発表（三役）

 7月14日…第2174回例会
年度計画発表（三役）

 7月21日…第2175回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会／新世代・ロー
ターアクト委員会）

 7月28日…第2176回例会
武石忠俊ＰＣ卓話「駒里の現状と今後
の展望」（リアン）（ロータリー情報・
定款細則委員会）

 8月 4日…第2177回例会
クラブフォーラム（会員増強委員会）

 8月18日…第2178回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　熊
澤隆樹様

 8月19日…第2179回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（新
世代・ローターアクト委員会／クラブ
奉仕委員会）

 8月25日…第2180回例会
本宮輝久会員卓話「市議会議長の憂鬱」

（職業奉仕委員会）
 9月 4日…第2181回例会

早朝例会（お祭り後清掃）（ＲＡＣ合同）
（１日振替）（社会奉仕委員会）

 9月 8日…第2182回例会
ゲスト卓話　地区新世代委員長　柳孝
一様「新世代について」（新世代・ロー
ターアクト委員会）

 9月15日…第2183回例会
佐藤秀雄ＰＧ、酒井宏幹事卓話「会員
満足度アンケート結果」（ロータリー情

報・定款細則委員会）
 9月22日…第2184回例会

夜間移動例会（丸駒温泉）、支笏湖畔を
歩く会（親睦活動委員会／健康委員会）

 9月29日…第2185回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）「友好クラブ神戸南ＲＣ合同例
会」（ロータリー財団・米山記念奨学委
員会）

10月 6日…第2186回例会
ゲスト卓話　支笏湖自然保護官　笠原
綾様「日本の国立公園と自然保護官の
職務について」（職業奉仕委員会）

10月16日…第2187回例会
地区大会（小樽15 ～ 16日）（13日振替）

（三役）
10月20日…第2188回例会

ゲスト卓話　千歳警察署地域・交通課
統括官　小杉豪様「交通事故防止ミニ
講演」、「セーフティコール」（社会奉仕
委員会）

10月27日…第2189回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

11月 3日…第2190回例会
休　会（祝日休会）

11月10日…第2191回例会
昼移動例会企業訪問「デンソー工場見
学」（職業奉仕委員会）

11月17日…第2192回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）
ゲスト卓話　地区米山記念奨学会委員
長　男澤勝昭様「米山記念奨学会の現
状」（会員増強委員会／ロータリー財
団・米山記念奨学委員会）

11月24日…第2193回例会
本宮輝久会員卓話「秋の園遊会出席報
告」（ＳＡＡ・プログラム委員会）

12月 1日…第2194回例会
昼移動例会（駒そば亭）（健康委員会／
出席・資料管理委員会・職業奉仕委員
会）
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12月 8日…第2195回例会
佐々木昭ＰＣ卓話「市選挙管理委員会
委員長の憂鬱」（職業奉仕委員会）

12月15日…第2196回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月22日…第2197回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「2011年度ロータ
リー研究会に参加して」（ロータリー情
報・定款細則委員会）

12月29日…第2198回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月 5日…第2199回例会
休　会（繁忙休会）

 1月12日…第2200回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／新世代・ローターアクト委員会）

 1月19日…第2201回例会
クラブフォーラム「大坂ガバナー補佐
をお迎えして」（ＳＡＡ・プログラム委
員会）

 1月26日…第2202回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）「新春の夢を語り合おう！！」

（出席・資料管理委員会）
 2月 2日…第2203回例会

加藤正浩会員卓話「東日本大震災以降
の北海道電力の取り組み」（国際奉仕委
員会／新世代・ローターアクト委員会）

 2月 9日…第2204例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（ロータリー情報・定款細則委員会）

 2月16日…第2205例会
夜間移動例会（西洋軒）（親睦活動委員
会／出席・資料管理委員会）

 2月23日…第2206回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「ロータリー創立記
念日」（会員増強委員会）

 3月 1日…第2207回例会
中山和朗ＰＣ卓話「建設業の憂鬱“千
歳だんご三兄弟”」（職業奉仕委員会）

 3月11日…第2208回例会
夜間合同例会「3・11東日本大震災絆で
結ぶ♥あったか千歳」（健康委員会／社
会奉仕委員会）

 3月18日…第2209回例会
ＩＭ（インターシティミーティング）
担当：由仁ＲＣ（三役）

 3月22日…第2210回例会
休　会（春季休会）

 3月29日…第2211回例会
田中敬二会員卓話「中国・三都物語～
中国の今」（ロータリー財団・米山記念
奨学委員会）

 4月 5日…第2212回例会
早朝例会（社会奉仕・清掃）（社会奉仕
委員会・環境保全委員会）

 4月12日…第2213回例会
ゲスト卓話　コンサドーレ札幌育成部
長　石井亮様「コンサドーレの現状」（ク
ラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 4月19日…第2214回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（ＳＡＡ・プログラム委員会）

 4月26日…第2215回例会
ゲスト卓話　千歳警察署地域・交通課
長代理　山中誠司様「セーフティコー
ルを通じて交通安全を」、「セーフティ
コール」（社会奉仕委員会）

 5月 3日…第2216回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月10日…第2217回例会
早朝例会（桜の下草刈り）（環境保全委
員会）

 5月17日…第2218回例会
次年度活動方針（次年度三役）

 5月24日…第2219回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）「In Your Life（あなたの人生
の中で）」（職業奉仕委員会）
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 5月31日…第2220回例会
三上洋会員卓話「肺の生活習慣病ＣＯ
ＰＤについて」（国際奉仕委員会／健康
委員会）

 6月 7日…第2221回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

 6月14日…第2222回例会
年次報告（三役）

 6月21日…第2223回例会
年次報告（三役）

 6月28日…第2224回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2012～2013年度（平成24～25年村田年度）

 7月 5日…第2225回例会
年度計画発表（三役）

 7月12日…第2226回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）年度計画発表（三役）

 7月19日…第2227回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　細
川好弘様（三役）

 7月26日…第2228回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会／新世代奉仕・
ローターアクト委員会）

 8月 2日…第2229回例会
会員増強・退会防止についてアンケー
ト調査（会員増強委員会）

 8月 9日…第2230回例会
ゲスト卓話　ウッラ・ピルコラ様　

「ロータリーと私」（国際奉仕委員会）
 8月16日…第2231回例会

休　会（夏季休会）
 8月17日…第2232回例会

夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）

（23日振替）（親睦活動委員会／新世代
奉仕・ローターアクト委員会）

 8月30日…第2233回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）フリートーキング（親睦活動
委員会）

 9月 4日…第2234回例会
早朝例会（お祭り後清掃）（ＲＡＣ合同）

（６日振替）（親睦活動委員会／新世代
奉仕・ローターアクト委員会）

 9月 9日…第2235回例会
由仁ＲＣ創立20周年記念式典（13日振
替）（三役）

 9月20日…第2236回例会
創立45周年事業「桜の木植樹」（社会奉
仕委員会）

 9月24日…第2237回例会
社会参加「セーフティコール」（27日振
替）（社会奉仕委員会）

10月 4日…第2238回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）、支笏湖畔を
歩く会（親睦活動委員会／健康委員会）

10月14日…第2239回例会
地区大会（新ひだか13 ～ 14日）（11日
振替）（三役）

10月18日…第2240回例会
ゲスト卓話　宋妍様「両国の懸け橋に
なりたい」（ロータリー財団・米山記念
奨学委員会）

10月25日…第2241回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

11月 1日…第2242回例会
休　会（秋季休会）

11月 8日…第2243回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）フリートーキング（親睦活動
委員会）

11月15日…第2244回例会
加藤正浩会員卓話「今冬の電力需給対
策と節電」（出席・資料管理委員会）

11月22日…第2245回例会
夜間移動例会企業訪問（新千歳空港）（職
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業奉仕委員会）
11月29日…第2246回例会

福田武男ＰＣ卓話「ロータリー財団の
概要」（ロータリー財団・米山記念奨学
委員会）

12月 6日…第2247回例会
昼移動例会（駒そば亭）（健康委員会）

12月13日…第2248回例会
福田武男ＰＣ卓話「ロータリーとは何
の会なのか？」（職業奉仕委員会）

12月20日…第2249回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月27日…第2250回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月 3日…第2251回例会
休　会（繁忙休会）

 1月10日…第2252回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／新世代奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月17日…第2253回例会
村上倫行会員卓話「ＳＡＫＵＪＩ大作
戦について」（会員増強委員会）

 1月24日…第2254回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）フリートーキング（親睦活動
委員会）

 1月31日…第2255回例会
福田武男ＰＣ卓話「親睦と奉仕」（職業
奉仕委員会）

 2月 7日…第2256回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（三役）

 2月14日…第2257回例会
大澤雅松会員卓話「地域と新聞」（クラ
ブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 2月21日…第2258回例会

夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳アストラル）フリートーキング

（親睦活動委員会）
 2月28日…第2259回例会

ゲスト卓話　千歳市企画部市民協働推
進課国際交流係長　松原崇人様「世界
を知ると日本が見えてくる～国際人へ
のきっかけづくり～」（国際奉仕委員会）

 3月 7日…第2260回例会
夜間移動例会（フジボウル）（ＲＡＣ合
同）（新世代奉仕・ローターアクト委員
会）

 3月14日…第2261回例会
ＩＭに向けて（ＩＭ実行委員会）

 3月17日…第2262回例会
ＩＭ（インターシティミーティング）
担当：千歳ＲＣ（21日振替）（ＩＭ実行
委員会）

 3月28日…第2263回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）次年度について（次年度三役）

 4月 8日…第2264回例会
社会参加「セーフティコール」（社会奉
仕委員会）

 4月11日…第2265回例会
早朝例会（社会奉仕・清掃）（社会奉仕
委員会・環境保全委員会）

 4月18日…第2266回例会
次年度の職業奉仕フォーラムについて

（職業奉仕委員会）
 4月25日…第2267回例会

夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）
ゲスト卓話　緩和ケアクリニック恵庭
院長　柴田岳三様「ホスピス・緩和ケ
ア～終末期医療・看取り～」（健康委員
会）

 5月 2日…第2268回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月11日…第2269回例会
創立45周年記念ふれあい例会（クラブ
奉仕委員会）
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 5月16日…第2270回例会
早朝例会（桜の下草刈り）（環境保全委
員会）

 5月23日…第2271回例会
次年度活動方針（次年度三役）

 5月30日…第2272回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）加藤正浩会員卓話「電気料金
の値上げ申請について」（社会奉仕委員
会）

 6月 6日…第2273回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

 6月13日…第2274回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）年次報告（三役）

 6月20日…第2275回例会
年次報告（三役）

 6月27日…第2276回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2013～2014年度（平成25～26年川端年度）

 7月 4日…第2277回例会
年度計画発表①（三役）

 7月11日…第2278回例会
年度計画発表②（三役）

 7月18日…第2279回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会／新世代奉仕・
ローターアクト委員会）

 7月25日…第2280回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　安
孫子建雄様（三役）

 8月 1日…第2281回例会
大澤雅松幹事卓話「会員満足度につい
て」（クラブ奉仕委員会）

 8月 8日…第2282回例会

村上倫行委員長卓話「会員増強セミナー
に参加して」（会員増強委員会）

 8月15日…第2283回例会
休　会（夏季休会）

 8月20日…第2284回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（22
日振替）（新世代奉仕・ローターアクト
委員会）

8月29日…第2285回例会
浅利美恵子委員長卓話「職業奉仕入門」

（職業奉仕委員会）
 9月 4日…第2286回例会

早朝例会（お祭り後清掃）（５日振替）（新
世代奉仕・ローターアクト委員会）

 9月12日…第2287回例会
昼移動例会（リアン）日向祥一委員長
卓話「食『職』と農業」（出席・資料管
理委員会）

 9月19日…第2288回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）神戸南ＲＣ来千（社会奉仕委
員会／親睦活動委員会）

 9月26日…第2289回例会
ゲスト卓話　地区職業奉仕委員長　福
田武男様卓話「忘れられゆく職業奉仕」

10月 3日…第2290回例会
菅原正行委員長卓話「ロータリー米山
記念奨学事業について」（ロータリー財
団・米山記念奨学委員会）

10月10日…第2291回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）・支笏湖畔歩
こうか会（健康委員会／親睦活動委員
会）

10月20日…第2292回例会
地区大会（江別19 ～ 20日）（17日振替）

（三役）
10月24日…第2293回例会

ゲスト卓話　北海道札幌方面千歳警察
署長　永嶋猛様「千歳管内概況につい
て」

10月31日…第2294回例会
早朝例会（分収造林「ロータリーの森
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林」）（環境保全委員会）
11月 7日…第2295回例会

休　会（秋季休会）
11月14日…第2296回例会

菅原正行委員長卓話「未来の夢」計画
（ロータリー財団・米山記念奨学委員
会）

11月21日…第2297回例会
伊藤一三会員卓話「不動産業界の概況」

（職業奉仕委員会）
11月28日…第2298回例会

夜間移動例会（新千歳空港）
ゲスト卓話　北海道空港㈱代表取締役
山本邦彦様卓話「新千歳空港概況につ
いて」

12月 5日…第2299回例会
村上倫行委員長、佐々木昭副委員長卓
話「成功させようサクセス・ジャパン
大作戦」（会員増強委員会）

12月12日…第2300回例会
伊藤一三委員卓話「出席率について」（出
席・資料管理委員会）

12月19日…第2301回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月26日…第2302回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月 2日…第2303回例会
休　会（正月休会）

 1月 9日…第2304回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／新世代奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月16日…第2305回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「入会３年未満の会
員に対するオリエンテーション」（クラ
ブ奉仕委員会）

 1月23日…第2306回例会
昼移動例会（駒そば亭）（健康委員会）

 1月30日…第2307回例会
佐藤秀雄ＰＧ、福田武男地区職業奉仕
委員長卓話「地区の現状と今後につい
て」（ロータリー情報・定款細則委員会）

 2月 6日…第2308回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（三役）

 2月13日…第2309回例会
ゲスト卓話　千歳日台親善協会会長　
梅尾要一様「台湾と日本・千歳の現状
と将来」（国際奉仕委員会）

 2月20日…第2310回例会
ゲスト卓話　地区職業奉仕委員長　福
田武男様卓話「利己と利他について」（職
業奉仕委員会）

 2月27日…第2311回例会
夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳アストラル）（親睦活動委員
会）

 3月 6日…第2312回例会
ゲスト卓話　ＮＰＯ法人アシストセン
ターちえりす指定障がい福祉サービス
事業支援センターゆみな代表理事　清
水道代様「障がい者支援について」（ク
ラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 3月13日…第2313回例会
夜間移動例会（フジボウル）（ＲＡＣ合
同）（新世代奉仕・ローターアクト委員
会）

 3月20日…第2314回例会
ゲスト卓話　北海道新聞社本社編集部
本郷由美子様「アメリカにおける新聞
の衰退と社会への影響」（ロータリー財
団・米山記念奨学委員会）

 3月27日…第2315回例会
次年度活動方針（次年度三役）

 4月 3日…第2316回例会
早朝例会（社会奉仕・清掃）（社会奉仕
委員会）

 4月 7日…第2317回例会
昼移動例会社会参加「セーフティコー
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ル」（10日振替）（社会奉仕委員会）
 4月17日…第2318回例会

佐藤秀雄ＰＧ卓話「ロータリー入門」
／クラブ細則改正について（クラブ会
報・広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 4月24日…第2319回例会
夜間移動例会（真光寺）（親睦活動委員
会／職業奉仕委員会）

 5月 1日…第2320回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月 8日…第2321回例会
早朝例会（桜の下草刈り）（環境保全委
員会）

 5月15日…第2322回例会
夜間移動例会（リアン）（ＲＡＣ合同）（新
世代奉仕・ローターアクト委員会／親
睦活動委員会）

 5月24日…第2323回例会
ＩＭ（インターシティミーティング）
担当：恵庭ＲＣ（22日振替）

 5月29日…第2324回例会
ゲスト卓話　社会福祉法人北海長正会
常務理事・総合施設長　三瓶徹様「求
められる社会福祉法人の使命とは」（健
康委員会）

 6月 5日…第2325回例会
早朝例会（分収造林「ロータリーの森
林」）（環境保全委員会）

 6月12日…第2326回例会
年次報告①（三役）

 6月19日…第2327回例会
年次報告②（三役）

 6月26日…第2328回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2014～2015年度（平成26～27年藤本年度）

 7月 3日…第2329回例会
年度計画発表①（三役）

 7月10日…第2330回例会
年度計画発表②（三役）

 7月17日…第2331回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会／青少年奉仕・
ローターアクト委員会）

 7月24日…第2332回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「ロータリーの歴史
について」（ロータリー情報・定款細則
委員会）

 7月31日…第2333回例会
村上倫行委員長卓話「会員増強につい
て」（会員増強委員会）

 8月 7日…第2334回例会
ゲスト卓話　千歳科学技術大学准教授
小林大二様「人間中心設計の考え方に
基づくサービス設計」（国際奉仕委員会）

 8月14日…第2335回例会
休　会（夏季休会）

 8月20日…第2336回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（21
日振替）（青少年奉仕・ローターアクト
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会）

 8月28日…第2337回例会
ゲスト卓話　北海道千歳北陽高等学校
校長　吉村恭子様「地域に育てられる
教育活動」（出席・資料管理委員会）

 9月 4日…第2338回例会
早朝例会（お祭り後清掃）（社会奉仕委
員会／青少年奉仕・ローターアクト委
員会）

 9月11日…第2339回例会
ゲスト卓話　医療法人資生会千歳病院
理事長　佐藤正俊様「認知症のはじま
りと介護保険サービス」（健康委員会）

 9月18日…第2340回例会
夜間移動例会（フジパーク：収穫）ロー
タリーデー（三役／クラブ奉仕委員会）
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 9月25日…第2341回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　羽
部大仁様、第１回クラブ協議会（三役）

10月 5日…第2342回例会
地区大会（札幌４～５日）（２日振替）（三
役）

10月 9日…第2343回例会
平間和弘委員長卓話「千歳ロータリー
の森林」の生い立ちと経過報告（環境
保全委員会）

10月16日…第2344回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会／健康委員会）

10月23日…第2345回例会
休　会（秋季休会）

10月30日…第2346回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

11月 6日…第2347回例会
大澤雅松会員卓話「新聞を取り巻く最
近の話題」（クラブ会報・広報・雑誌・
ＩＣ委員会）

11月13日…第2348回例会
福田武男ＰＣ卓話「ロータリー財団の
概要」（ロータリー財団・米山記念奨学
委員会）

11月20日…第2349回例会
夜間移動例会（千歳アウトレットモー
ル・レラ）（職業奉仕委員会／クラブ奉
仕委員会）

11月27日…第2350回例会
喜多康裕委員長卓話「ローターアクト
について」（青少年奉仕・ローターアク
ト委員会）

12月 4日…第2351回例会
浅利美恵子委員長卓話「菓子業界につ
いて」（職業奉仕委員会）

12月11日…第2352回例会
藤井雅一委員長卓話「ＩＨＧについて」

（クラブ奉仕委員会）
12月18日…第2353回例会

夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月25日…第2354回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月 1日…第2355回例会
休　会（正月休会）

 1月 8日…第2356回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／青少年奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月15日…第2357回例会
ゲスト卓話　一般社団法人相続手続き
センター札幌理事相続相談士　長谷亘
様「昨今の終活について」（ＳＡＡ・プ
ログラム委員会）

 1月22日…第2358回例会
川端清ＰＣ卓話「ロータリーの基礎知
識」（ロータリー情報・定款細則委員会）

 1月29日…第2359回例会
ゲスト卓話　認定ＮＰＯ法人「飛んで
け！車いす」の会代表理事　中原宏和
様、理事　佐々木香澄様「誰にでもで
きる国際協力」（国際奉仕委員会）

 2月 5日…第2360回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（三役）

 2月12日…第2361回例会
昼移動例会（駒そば亭）（職業奉仕委員
会／健康委員会）

 2月19日…第2362回例会
夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳アストラル）（親睦活動委員
会／クラブ奉仕委員会）

 2月26日…第2363回例会
ゲスト卓話　千歳ローターアクトクラ
ブ副会長　東野健太様「ローターアク
トについて」（青少年奉仕・ローターア
クト委員会）

 3月 5日…第2364回例会
ゲスト卓話　バンクーバー冬季オリン
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ピック銀メダリスト　穗積雅子様「ア
スリートについて」（職業奉仕委員会）

 3月12日…第2365回例会
ゲスト卓話　米山奨学生北海道大学人
文科学部　文盛載（ムンソンジェ）様「私
の好きな日本語『分かりました』」（ロー
タリー財団・米山記念奨学委員会）

 3月19日…第2366回例会
夜間移動例会（フジボウル）（ＲＡＣ合
同）（職業奉仕委員会／青少年奉仕・
ローターアクト委員会）

 3月26日…第2367回例会
第2回クラブ協議会（三役）

 4月 2日…第2368回例会
早朝例会（社会奉仕：清掃）（社会奉仕
委員会）

 4月16日…第2369回例会
夜間移動例会（オレンジホール）（親睦
活動委員会／クラブ奉仕委員会）

 4月23日…第2370回例会
次年度活動方針（次年度三役）

 4月30日…第2371回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月 7日…第2372回例会
早朝例会（桜の下草刈り）（環境保全委
員会）

 5月11日…第2373回例会
昼移動例会（セーフティコール）（４月
９日振替）（社会奉仕委員会）

 5月14日…第2374回例会
夜間移動例会（インターレストラン）（Ｒ
ＡＣ合同）（青少年奉仕・ローターアク
ト委員会）

 5月21日…第2375回例会
村上倫行委員長卓話「会員増強につい
て No. ２」（会員増強委員会）

 5月28日…第2376回例会
昼移動例会（ミルティーロ）（職業奉仕
委員会／ＲＧ会）

 6月 4日…第2377回例会
早朝例会（分収造林）（環境保全委員会）

 6月11日…第2378回例会

年次報告①（三役）
 6月18日…第2379回例会

年次報告②（三役）
 6月25日…第2380回例会

さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2015～2016年度（平成27～28年沼田年度）

 7月 2日…第2381回例会
年度計画発表①（三役）

 7月 9日…第2382回例会
年度計画発表②（リアン）（三役）

 7月16日…第2383回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（職業奉仕委員会）

 7月23日…第2384回例会
川端清ＰＣ卓話「ロータリー情報・定
款細則について」（ロータリー情報・定
款細則委員会）

 7月30日…第2385回例会
高橋憲司会員卓話「昨今のエネルギー
と環境の動向について」（クラブ会報・
広報・雑誌・ＩＣ委員会）

 8月 6日…第2386回例会
村田研一委員長卓話「会員増強につい
て」（会員増強委員会）

 8月13日…第2387回例会
休　会（夏季休会）

 8月20日…第2388回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（青
少年奉仕・ローターアクト委員会／Ｓ
ＡＡ・プログラム委員会）

 8月27日…第2389回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「ＲＩの近況報告、
規定審議会について」（ロータリー情
報・定款細則委員会）

 9月 4日…第2390回例会
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早朝例会（お祭り後清掃）（社会奉仕委
員会／環境保全委員会）

 9月10日…第2391回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）神戸南ＲＣ来千（親睦活動委
員会）

 9月17日…第2392回例会
稲川和伸環境保全委員長卓話「分収造
林について」（社会奉仕委員会）

 9月24日…第2393回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　嵯
峨義輝様

10月 4日…第2394回例会
地区大会（岩見沢３～４日）（１日振替）

（三役）
10月 8日…第2395回例会

夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会／健康委員会）

10月15日…第2396回例会
ゲスト卓話　米山奨学生　金鑫（キン
シン）様卓話「米山奨学生について」

（ロータリー財団・米山記念奨学委員
会）

10月22日…第2397回例会
休　会（秋季休会）

10月29日…第2398回例会
早朝移動例会（分収造林「ロータリー
の森林」）（環境保全委員会）

11月 5日…第2399回例会
昼移動例会河畔公園桜の木植樹（社会
奉仕委員会）

11月12日…第2400回例会
ゲスト卓話　地区ポリオプラス委員会
副委員長　古川大之様「ポリオ撲滅に
ついて」（ロータリー財団・米山記念奨
学委員会）

11月19日…第2401回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（親睦活動委員会）

11月26日…第2402回例会
昼移動例会道の駅ハスカップの木植樹

（植樹延期）（環境保全委員会）

12月 3日…第2403回例会
ゲスト卓話　千歳市介護予防センター
林富子様他２名「いきいき百歳体操」（健
康委員会）

12月10日…第2404回例会
ゲスト卓話　地区職業奉仕委員長　福
田武男様「これからの職業奉仕を考え
る」（職業奉仕委員会）

12月17日…第2405回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月24日…第2406回例会
年次総会（36分例会）（三役）

12月31日…第2407回例会
休　会（冬季休会）

 1月 7日…第2408回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／青少年奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月14日…第2409回例会
菅原正行委員長卓話「ロータリー倫理
訓について」（職業奉仕委員会）

 1月21日…第2410回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）喜多康裕委員長卓話「スポー
ツカーの世界へようこそ」（クラブ奉仕
委員会）

 1月28日…第2411回例会
ゲスト卓話　㈱デンソー北海道顧問北
海道ものづくり産業アドバイザー　杉
本正和様「北海道でのものづくり」（出
席・資料管理委員会）

 2月 4日…第2412回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（三役）

 2月11日…第2413回例会
休　会（冬季休会）

 2月18日…第2414回例会
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夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳アストラル）根橋聖治会員
卓話「スペイン滞在記」（親睦活動委員
会）

 2月25日…第2415回例会
ゲスト卓話第二航空団指令兼千歳基地
司令安藤忠司様「航空自衛隊及び千歳
基地の概要」（国際奉仕委員会）

 3月 3日…第2416回例会
クラブ協議会・臨時総会（三役）

 3月10日…第2417回例会
小畑彰会員卓話「歯痛について」（ＳＡ
Ａ・プログラム委員会）

 3月17日…第2418回例会
夜間移動例会（駒そば亭）（親睦活動委
員会／健康委員会）

 3月24日…第2419回例会
ゲスト卓話　北海少年院長　一柳光司
様「明日につなぐ」（青少年奉仕・ロー
ターアクト委員会）

 3月31日…第2420回例会
休　会（繁忙休会）

 4月 7日…第2421回例会
早朝例会（社会奉仕：清掃）（社会奉仕
委員会／環境保全委員会）

 4月11日…第2422回例会
昼移動例会（セーフティコール）（14日
振替）（社会奉仕委員会）

 4月21日…第2423回例会
夜間移動例会（リアン）（親睦活動委員会）

 4月28日…第2424回例会
ゲスト卓話　看護小規模多機能型居宅
介護複合型サービス「豊里」代表取締
役　大川聖一様、総合施設長　後藤貴
子様「千歳市の高齢者福祉の現状と問
題点」（健康委員会）

 5月 5日…第2425回例会
休　会（ＧＷ休会）

 5月12日…第2426回例会
早朝移動例会道の駅「ハスカップの木
補樹」（環境保全委員会）

 5月21日…第2427回例会

昼移動例会（グリーンベルト：花見）（19
日振替）（親睦活動委員会）

 5月26日…第2428回例会
次年度活動方針臨時総会＝細則改正（次
年度三役・三役）

 6月 2日…第2429回例会
早朝移動例会（分収造林「ロータリー
の森林」（環境保全委員会）

 6月 9日…第2430回例会
年次報告①（三役）

 6月16日…第2431回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）福田武男ＰＣ卓話「2016年の
規定審議会」（ロータリー情報・定款細
則委員会）

 6月23日…第2432回例会
年次報告②（三役）

 6月30日…第2433回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2016～2017年度（平成28～29年大西年度）

 7月14日…第2434回例会
年度計画発表（三役）

 7月21日…第2435回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会）

 7月28日…第2436回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）ガバナー公式訪問地区ガバナー
武部實様（三役）

 8月13日…第2437回例会
休　会（夏季休会）

 8月19日…第2438回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（18
日振替）（青少年奉仕・ローターアクト
委員会）



101

 8月25日…第2439回例会
ゲスト卓話　第11普通科連隊連帯本部
第１科広報班長１等陸尉　藤松壽一様

「陸上自衛隊の広報活動について」（ク
ラブ会報・公共イメージ・雑誌・ＩＣ
委員会）

 9月 4日…第2440回例会
早朝例会（お祭り後清掃）（社会奉仕委
員会／環境保全委員会）

 9月15日…第2441回例会
ゲスト卓話　地区青少年交換委員長　
西村英晃様、交換留学生　村山はるか
様「青少年交換留学生の現状」（国際奉
仕委員会）

 9月22日…第2442回例会
休　会（祝日休会）

10月 2日…第2443回例会
地区大会（札幌１～２日）（6日振替）（三
役）

10月13日…第2444回例会
早朝例会（分収造林「ロータリーの森
林」）（環境保全委員会）

10月20日…第2445回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会）

10月27日…第2446回例会
ゲスト卓話　米山記念奨学生　黎韵施

（レイインシ）様「中国と私の故郷」（ロー
タリー財団・米山記念奨学委員会）

11月10日…第2447回例会
ゲスト卓話　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」（出席・資料管理委員会）

11月17日…第2448回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（千歳セントラルＲＣ合同）（親
睦活動委員会）

11月24日…第2449回例会
ゲスト卓話　地区ポリオ・プラス委員
松浦光紀様「ポリオ撲滅について」（ロー
タリー財団・米山記念奨学委員会）

12月 8日…第2450回例会

昼移動例会（キリンビール千歳工場）（職
業奉仕委員会）

12月15日…第2451回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月22日…第2452回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月12日…第2453回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／青少年奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月19日…第2454回例会
佐々木義朗会員、野寄豊文会員卓話「あ
なたの職場ではそんな職業奉仕をして
いますか」（職業奉仕委員会）

 1月26日…第2455回例会
ゲスト卓話　札幌方面千歳警察署刑事
第二課組織犯罪対策係警部補　坂口聡
様「企業における暴力団対策について」

（クラブ奉仕委員会）
 2月 9日…第2456回例会

荒洋一会員卓話「貧困な子供たちに対
する支援」（青少年奉仕・ローターアク
ト委員会）

 2月16日…第2457回例会
夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザホ
テル千歳アストラル）（親睦活動委員会）

 2月23日…第2458回例会
ロータリー創立記念例会（ロータリー
情報・定款細則委員会）

 3月 9日…第2459回例会
昼移動例会（リアン）丹治秀一ＰＣ卓話

「分収造林を実行するに至るまで」（三役）
 3月16日…第2460回例会

夜間移動例会（駒そば亭）（親睦活動委
員会／健康委員会）

 3月23日…第2461回例会
ゲスト卓話　医療法人資生会千歳病院
理事長　佐藤正俊様「改正道路交通法
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について」（健康委員会）
 4月13日…第2462回例会

早朝例会（社会奉仕：清掃）（社会奉仕
委員会）

 4月18日…第2463回例会
夜間移動例会（リアン）千歳セントラ
ル　ＲＣ合同例会（20日振替）

 4月27日…第2464回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現～千歳市のまちづく
り」（三役）

 5月11日…第2465回例会
早朝移動例会（桜の歴史探訪～「百年
記念の森」）（環境保全委員会）

 5月20日…第2466回例会
昼移動例会（グリーンベルト：花見）（18
日振替）（親睦活動委員会）

 5月25日…第2467回例会
次年度活動方針（次年度三役）

 6月 8日…第2468回例会
早朝移動例会（分収造林「ロータリー
の森林」）（環境保全委員会）

 6月15日…第2469回例会
年次報告（三役）

 6月22日…第2470回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）

2017～2018年度（平成29～30年瀧澤年度）

 7月13日…第2471回例会
年度計画発表（三役）

 7月20日…第2472回例会
夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザホ
テル千歳ハスカップ）（会員増強委員会）

 7月27日…第2473回例会
ガバナー公式訪問　地区ガバナー　國
立金助様（三役）

 8月10日…第2474回例会
夜間移動例会（キリンビール）（ＲＡＣ
合同）（親睦活動委員会）

 8月18日…第2475回例会
夜間移動例会（盆踊り）（ＲＡＣ合同）（17
日振替）（青少年奉仕・ローターアクト
委員会）

 8月24日…第2476回例会
佐藤秀雄ＰＧ卓話「ロータリーとは」

（ロータリー情報・定款細則委員会）
 9月14日…第2477回例会

木村榮治会員卓話「良く生きる事は良
く死ぬこと」（出席・資料管理委員会）

 9月21日…第2478回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）（神戸南ＲＣ来千）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会）

 9月28日…第2479回例会
吉 岡 毅 会 員 卓 話「MyRotary と
facebook 活用のススメ」（クラブ会報・
公共イメージ・雑誌・ＩＣ委員会）

10月12日…第2480回例会
昼移動例会 （北海道ガス㈱千歳支店）

「男の料理教室」（職業奉仕委員会／Ｓ
ＡＡ・プログラム委員会）

10月19日…第2481回例会
夜間移動例会（丸駒温泉）（親睦活動委
員会）

10月26日…第2482回例会
ゲスト卓話　ＮＰＯ「飛んでけ！車い
す」理事事務局長　吉田三千代様、ボ
ランティアスタッフ　佐々木香澄様（ク
ラブ奉仕委員会）

11月 9日…第2483回例会
ゲスト卓話　ＲＩ第2510地区ローター
アクト直前代表　三浦幸恵様「アクト
に入って人生が変わった（前向きに生
きる為に）」（青少年奉仕・ローターア
クト委員会）

11月16日…第2484回例会
夜間移動例会（リアン）（千歳セントラ
ルＲＣ合同）（親睦活動委員会）
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11月30日…第2485回例会
ゲスト卓話　米山記念奨学生　ジェ
イ・ホンジェ様「奨学生から見たロー
タリー米山奨学金」（ロータリー財団・
米山記念奨学委員会）

12月14日…第2486回例会
ゲスト卓話　協和発酵キリン㈱北海道
業務グループグループ長　小口貴志様

「協和発酵バイオの健康食品について」
（健康委員会）

12月21日…第2487回例会
夜間例会（ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳）クリスマス家族会（ＲＡＣ合同）

（親睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム
委員会／出席・資料管理委員会）

12月28日…第2488回例会
年次総会（36分例会）（三役）

 1月11日…第2489回例会
新年交礼会（リアン）（ＲＡＣ合同）（親
睦活動委員会／ＳＡＡ・プログラム委
員会／青少年奉仕・ローターアクト委
員会）

 1月18日…第2490回例会
阿部正信会員卓話「宗教概論」（職業奉
仕委員会）

 1月25日…第2491回例会
ゲスト卓話　千歳市総務部参事監　塩
屋十三様「企業における危機管理～地
震災害について～」（ＳＡＡ・プログラ
ム委員会）

 2月 8日…第2492回例会
ゲスト卓話　千歳市長　山口幸太郎様

「みんなで夢実現」～千歳市のまちづく
り～（三役）

 2月15日…第2493回例会
夜間移動例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳ザ・パークバー）（親睦活動
委員会）

 2月22日…第2494回例会
大西信也ＰＣ卓話「千歳ＲＣの定款及
び細則」の新しくなった定款について

（ロータリー情報・定款細則委員会）

 3月 8日…第2495回例会
クラブ協議会（50周年に関して）
福田武男ＰＣ卓話「ロータリーの最近
の動向について」（三役）

 3月15日…第2496回例会
夜間移動例会（駒そば亭）（ＳＡＡ・プ
ログラム委員会／健康委員会）

 3月22日…第2497回例会
山中正一会員卓話「ローターアクトク
ラブについて」（青少年奉仕・ローター
アクト委員会）

 4月12日…第2498回例会
昼移動例会（㈱デンソー北海道）（職業奉
仕委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会）

 4月21日…第2499回例会
創立50周年記念式典・祝賀会（19日振
替）（千歳セントラルＲＣ合同）（三役）

 4月26日…第2500回例会
小畑彰会員卓話「歯と健康について」（健
康委員会）

 5月17日…第2501回例会
ゲスト卓話　ＲＩ第2510地区財団補助
金委員会委員長　渋谷良治様（札幌真
駒内ＲＣ）「ロータリー財団と地区補助
金について」（ロータリー財団・米山記
念奨学委員会）

 5月24日…第2502回例会
夜間移動例会（オレンジホール）「カラ
オケ例会」（親睦活動委員会）

 5月31日…第2503回例会
次年度活動方針発表（次年度三役）

 6月14日…第2504回例会
根橋聖治会員卓話「ロータリーの国際
奉仕の歴史についての勉強会」（国際奉
仕委員会）

 6月21日…第2505回例会
年次報告（三役）

 6月28日…第2506回例会
さよなら例会（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル千歳）（ＲＡＣ合同）（親睦活動
委員会／ＳＡＡ・プログラム委員会／
出席・資料管理委員会）
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「2008 〜 2009年度クラブ運営報告」

第 41 代会長　末　廣　　　孝　
　私の会長年度は、千歳ＲＣ40周年記念の節目を終えて、41年目の年
でありました。
　会長テーマとして「和顔愛語−友愛の輪を広げよう」としました。善
意に満ちた和やかな笑顔で接するという事であります。

　活動方針として

１．Ｃ．Ｌ．Ｐの導入
　　・クラブの永続性を目的とし、クラブの活性化を図る。

２．楽しい例会づくり
　　・会員卓話の拡大
　　・家族参加例会の拡大
　　・会員職場訪問の増強

３．ロータリー財団への協力

４．会員増強・会員維持

５．ローターアクトクラブへの支援

６．プロバスクラブへの支援・会員増強の支援

　上記６つの項目のうち、会員増強が達成出来なかった事を残念に思っております。

　2008年９月６日に千歳市市制施行50周年記念式典がありました。千歳セントラルＲＣ、千歳
ＬＣ、千歳中央ＬＣ、そして千歳青年会議所の５クラブ共同で開催し、市民約1,000人の参加を頂
き盛大に祝う事が出来ました。

　2009年４月には友好クラブである神戸南ＲＣの節目となる創立25周年記念式典に16名が参加
して交流を図りました。

　会長当時の三役でありました、本宮輝久副会長、齊藤博徳幹事には私にはないきめ細かいクラ
ブ運営をして頂き、有難く思っております。

歴代会長の思い出
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2008～2009年度　41代　末廣　孝　年度の主な行事　会員数63名

・「心に響け魂の歌」ゴスペル歌手の KiKi さん、紫明女子学院でコンサート　千歳ＲＣ協力　千
歳民報掲載（08/7/27）

・岩手・宮城内陸地震災害義捐金32,000円を寄付（08/8/1）
・交換留学生、高畠すみれさん、派遣先フィンランドから帰国（08/8/2）
・交換留学生、アカキ・クーメリ君通常例会でフィンランドに帰国挨拶（08/8/7）
・留学生の送歓迎茶和会開催（留学生活終了報告） 20名参加（08/8/17）
・交換留学生、アカキ・クーメリ君フィンランド帰国（08/8/19）
・ライオンズとロータリーが協働「９月６日市民の集い」市制50周年を祝い歓談　市民や千歳市

ゆかりの人１千人　千歳民報掲載（08/9/6）
・「ロータリーの森林」下枝払い活動　24名参加　千歳民報掲載（08/9/21）
・秋の全国交通安全運動「セーフティコール」　12名参加（08/9/22）
・北海道交通安全協会長より「千歳地区交通安全協会に交通安全広報車」寄贈に伴い感謝状受賞

千歳民報掲載（08/9/29）
・地区年次大会　ホテルロイトン札幌　ホスト：札幌西ＲＣ　30名登録
　2007 ～ 2008年度ＲＩ会長賞受賞（08/10/26）
・「千歳市制50周年チャリティーオークション開催」ＲＣ・ＬＣ・ＪＣの市内５団体が益金12万

円を愛情銀行に寄付　千歳民報掲載（08/10/23）
・「40周年のあゆみ」発刊　市内関係機関などに配布　千歳民報掲載（08/10/27）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　矢橋温郎氏（札幌西ＲＣ）（08/10/30）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施（08/11/23）
・第１回交友会の開催　千歳平安閣　25名参加（08/12/3）
・「炉辺談話」の開催　千歳平安閣　16名参加（08/12/8）
・千歳ＲＡＣ３クラブ共同提唱覚書取り交わし　ホテル日航千歳（08/12/16）
・「クリスマス家族会」の益金10万円を千歳市社会福祉協議会・北海道募金会千歳分会に寄託　

千歳民報掲載（08/12/25）
・厳冬期、森林官による「ロータリーの森林」実施踏査の実施（09/2/17）
・第７・12グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホテル日航千歳
　ホスト：千歳セントラルＲＣ　千歳民報掲載（09/3/7）
・春の全国交通安全運動「セーフティコール」　15名参加（09/4/6）
・友好クラブ神戸南ＲＣ創立25周年記念式典参加　神戸ポートピアホテル　16名参加　懇親ゴ

ルフコンペ　８名参加（09/4/13）
・日本ユネスコ協会連合会より書き損じハガキ等寄贈により感謝状受理（09/4/23）
・第２回交友会の開催　西洋軒　27名参加（09/4/30）
・新旧クラブ委員会の開催　ベルクラシック・リアン　29名参加（09/5/13）
・友好クラブ神戸南ＲＣへ、インフルエンザ予防用マスク500枚を寄贈（09/5/20）
・「ロータリーの森林」下草刈り活動　25名参加（09/6/4）
・「2008 ～ 2009年度第２回交友会：ロータリーを大いに語る」小冊子配布（09/6/11）
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10年間の記録第3部

2009～2010年度　42代　岩崎　暉久　年度の主な行事　会員数57名

・ロータリー基礎知識 No. １・No. ２等小冊子配布（09/7/1）
・ささき農園ネシコシ圃場ハスカップ摘み　14名参加（09/7/12）
・千歳プロバスクラブ例会にてロータリー情報実施（09/8/4）
・第２回北海少年院講演会（伊勢市中村文明氏）　千歳ＲＣ主催　千歳
　民報掲載（09/8/25）
・秋の交通安全運動「セーフティコール」　10名参加（09/9/24）
・兵庫県西・北部豪雨災害と台湾台風災害義援金50,000円を贈る

（09/9/28）
・地区年次大会　たきかわ文化センター　ホスト：滝川ＲＣ　27名登

録（09/10/4）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　渡邉恭久氏（滝川ＲＣ）（08/10/8）
・会員増強委員会・ロータリー情報委員会合同委員会開催（09/10/15）
・ＲＩ第3480地区台湾・台北ＲＣ呉パストガバナー他20名が例会出席（09/10/22）
・分収造林「ロータリーの森林」下草刈り・枝払い（09/11/1）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施（09/11/23）
・「第１回炉辺談話」開催　番屋　参加者11名（09/11/26）
・独立行政法人環境再生保全機構、財団法人北海道環境財団からのアンケート回答　環境保全委

員会（09/12/11）
・千歳市へ図書購入資金として50,000円を寄付（09/12/29）
・新年交礼会へ2007 ～ 2008年度交換留学生アカキ・クーメリ君を招待（10/1/7）
・ハイチ大地震義援金45,000円を贈る（10/2/4）
・電気自動車試乗会を実施　国際奉仕委員会　千歳民報掲載（10/2/18）
・「第２回炉辺談話」開催　豊輪　参加者11名（10/2/18）
・林野庁、研究保全課森林保全推進室アンケートに回答　環境保全委員会（10/2/18）
・４クラブ合同親睦ボウリング大会開催　フジボウル　22名参加（10/2/25）
・ＧＳＥスウェーデンチーム５名来訪　北海道新聞掲載（10/4/8）
・春の全国交通安全運動「セーフティコール」　22名参加（10/4/12）
・友好クラブ神戸南ＲＣとの親睦ゴルフコンペ開催　木曜・パークゴルフ会（10/4/15 ～ 17）
・静岡・掛川ＲＣ来訪　富士山空港開港記念に伴う交歓会開催　11名参加　千歳民報掲載

（10/5/13）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：北広島ＲＣ（11/5/29）
・「第３回炉辺談話」開催　リアン　12名参加（10/6/3）
・「さようならロータリー情報委員会・ロータリー談義」開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

11階　スカイバンケット　24名参加（10/6/29）
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・「第１回交友会」開催　レストランインター　参加者22名（10/8/19）
・千歳セントラルＲＣ　20周年式典への参加（10/9/12）
・プロバスクラブ例会にて卓話　今野良紀会員　「繁栄の法則」

（10/9/14）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　佐々木正丞氏（札幌ＲＣ）

（10/9/16）
・秋の全国交通安全運動「セーフティコール」　22名参加（10/9/21）
・分収造林事業大型案内板（看板）の補修　環境保全委員会（10/10/2）
・乳がん撲滅「ピンクリボン運動チャリティー合同ゴルフコンペ」支援

　参加者：千歳ＲＣ７名、千歳セントラルＲＣ７名、千歳ＬＣ１名、千歳ＪＣ２名、その他17名
チャリティー贈呈178,000円（10/10/8）

・地区年次大会　札幌市民ホール　ホスト：札幌ＲＣ　31名登録（10/10/17）
・「第２回交友会」開催　丸駒温泉旅館　参加者14名（10/11/2）
・奄美地方豪雨災害義援金　32,000円（地区経由）（10/11/11）
・友好クラブ神戸南ＲＣ訪問　親睦ゴルフコンペ開催（10/11/15 ～ 17）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施（10/11/23）
・「第１回炉辺談話」開催　ととや　参加者11名（10/12/2）
・千歳市奨学基金に65,000円を寄付（11/1/13）
・北海道石狩振興局産業振興部林務課へアンケートと活動報告書を提出　環境保全委員会

（11/1/19）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：長沼ＲＣ　千歳民報掲載

（11/3/6）
・ニュージーランド地震災害義援金　32,500円（地区経由）（11/3/16）
・東日本大震災義援金　100,500円（地区経由）（11/3/17）
・東日本大震災義援金（２回目）　50,000円（地区経由）（11/4/21）
・「第２回炉辺談話」開催　西洋軒　参加者13名（11/5/12）
・長沼国際交流フェスティバルへ参加（11/5/14）
・春の全国交通安全運動「セーフティコール」　14名参加（11/5/16）
・５クラブ合同親睦ゴルフコンペ開催　参加者38名　懇親会：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

東日本大震災義援金：61,012円（千歳民報社寄託）（11/6/5）

2010～2011年度　43代　佐々木金治郎　年度の主な行事　会員数54名
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　今、振り返って思い出すと前途多難な年度だったと思います。まずは
会長を受けることになった経緯からお話しさせて頂きます。当時の選考
委員会の委員長は故木村照男パスト会長で、副委員長は五十嵐宏パスト
会長でした。その年のクリスマス例会時に突然の就任依頼を受け、困惑

しながらも翌日お話を聞き臨時総会まで残り１週間で予定者を決めなければ次に繋がらないと切
なる想いにうたれ承諾する事となりました。
　それでは私の年度の思い出に入ります。最初に前途多難な年度と申し上げましたが、会長予定
者会議が３月12日に小樽にて行われ、前日の11日は皆様の記憶に生々しく残っている東日本大
震災が発生し、我が目を疑う様な光景がテレビの報道番組から映し出されました。交通網の遮断
から当日小樽の会議に出席出来なかったクラブも有り、懇親会は被災された方々に弔意の意味も
含めて中止となりました。想い起こせば3.11に始まり3.11で終わった私の年度だった様な気がし
ます。
　会長テーマは「人・地域に思いやる心」で副会長に藤本敏廣氏、幹事に酒井宏氏を迎え、無我
夢中で１年間頑張ってきました。最初に試みたのは例会時のランチです。この頃は出欠を事前に
把握していないため予測される数を注文していましたが、無駄になる経費もあり、ホテルのラン
チバイキングを利用してより実数に近い経費で行いましたが不評でした。雑談をしながら同じ
テーブルで食事を取ることを楽しみに来られるメンバーが多かったと考えられます。諸行事も無
事に終り、10月の地区大会に当クラブから上程された永久会員資格も承認され、安堵しておりま
したが、細部に至る定款変更が必要だとＲＩ定款細則委員会よりご指摘があり、世界大会までに
は書類作成が不可能なため、やむを得ず取り下げる結果となった事は残念でした。
　地区大会前夜の晩餐会で青年会議所時代からの友人で療養加療中の曙恒平会員の訃報が届き、
居ても立っても居られない状況でしたが、大会当日にクラブ代表で登壇する予定になっていまし
たのでその責務を果たしてから急ぎ千歳に戻り、弔問させて頂きました。不幸は続くもので11月
に佐藤彰二会員、翌年５月には村松克重パスト会長、６月に木村照男パスト会長と私の年度に４
人もの現役メンバーを失い、只々ご冥福をお祈りするばかりです。
　11月に東日本大震災の被災者が千歳に避難されている事を知り、千歳セントラルＲＣさんと、
何かご家族支援策は無いか行政と相談させて頂き、急遽合同実行委員会を立ち上げ、「絆で結ぶ
♥あったか千歳」のチャリティーパーティーを３月11日に両クラブ共催のもと執り行う事となり、
準備期間も短い中、各方面のご理解ご協力のもと102万4,056円を「避難者支援金」として福島・
宮城・岩手県人会を通じ、贈呈出来た事には大変満足しています。
　終わりになりますが、至らない会長を支えてくださったメンバーには只々感謝の念でいっぱい
です。本当にありがとうございました。

「会長年度の思い出」

第 44 代会長　今　村　靜　男　
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2011～2012年度　44代　今村　靜男　年度の主な行事　会員数54名

・「私達は忘れない　東日本大震災」街頭啓発・募金活動の実施（毎月11日　合計13回
　参加総数86名、募金総額148,757円　（社会福祉協議会に募金委託））（11/7/11より12/6/11まで）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　熊澤隆樹氏（小樽ＲＣ）（11/8/18）
・秋の全国交通安全運動「セーフティコール」　12名参加（11/9/21）
・「交友会」開催　丸駒温泉旅館　参加者10名（11/9/22）
・支笏湖ウォーキング活動（夜間移動例会前に開催）（11/9/22）
・友好クラブ神戸南ＲＣとの親睦ゴルフコンペ開催（11/9/28 ～ 29）
・地区年次大会　小樽市民会館　ホスト：小樽ＲＣ　31名登録（11/10/16）
・「女性特有のガンに対する啓発活動」　６クラブでチャリティーコンペ開催　参加者32名　募金

額99,200円（11/11/8）
・第２回パスト会長会議開催　西洋軒　参加者12名（11/11/14）
・タイ大洪水への義援金　32,000円（地区経由）（11/11/17）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施（11/11/23）
・『絆で結ぶ♥あったか千歳』準備委員会スタート（11/11/29）
・会員減免措置検討会開催　西洋軒　７名参加（11/12/12）
・身体不自由による例会出席除外者の会費等減免措置について提言　第14回理事会　理事９名参加

（11/12/29）
・クリスマス家族会の BINGO 大会益金116,000円を新年交礼会時に千歳市奨学基金へ寄付

（12/1/12）
・「炉辺談話」開催　番屋　参加者14名（12/2/10）
・「3.11東日本大震災『絆で結ぶ♥あったか千歳』」チャリティーイベント実施
　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　参加者480名　避難者支援金1,020,1040円の善意を千歳の福

島・宮城・岩手三県の県人会会長に贈り、県人会を通じて千歳に避難されている方々に届けら
れました。（12/3/11）

・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：由仁ＲＣ（12/3/18）
・春の全国交通安全運動「セーフティコール」　14名参加（12/4/9）
・書き損じはがき145枚を千歳市教育委員会を通じてユネスコ寺子屋運動支援　日本ユネスコ協

会より感謝状が贈呈される（12/4/25）
・交換留学生に研修費支援（ポケットクリーニング30,001円）　2009 ～ 10年度フィンランドから

の交換留学生　セッパラ・エンミさんへ（12/6/21）
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「千歳ＲＣ45代会長を振り返って」

第 45 代会長　村　田　研　一　
　私の年度は、千歳ＲＣの45周年に当たる年でした。
　親睦を深めながら、自分の信念を貫いて向上していきたいとの思いか
ら、村田年度のテーマは（向上心・相互扶助・親睦）とさせて頂きました。
　幹事は沼田常好氏（のちのパスト会長）、副会長は髙橋都氏でした。

千歳ＲＣ創立当時からのベテラン会員と若手会員のバランスの取れた理事・委員会構成でした。
例会も和気藹々としたムードの中、１年間があっという間に過ぎ去ったように思います。
　特に良かった事としては、私たち三役が一丸となって会員拡大に力を入れ、多数の気の合った
会員に入会して頂きました。改めて、今、振り返ってみますと、皆さん、会長エレクト時代、気
合の入る会長・幹事時代には会員拡大に力を入れているような気が致しました。
　また、記念事業と致しまして、一過性の物（事）ではなく継続出来る事業が出来ないのか考え
ました。そして沼田幹事と共に千歳市と話し合いをしました。そして、千歳川沿いのグリーンベ
ルトに桜の木を植樹しました。さらに市民の皆さまにもロータリーの事を少しでも知って頂こう
と千歳川沿いの桜の木の近くに45周年事業の一環として、大理石で出来た４つのテストの石碑を
建立致しました。今でもグリーンベルト春祭りとして、毎年ビールを飲み、ジンギスカン等を食
べながら、市民と一緒に花見を楽しむ憩いの場として活用されてます。
　私事ですが、先日生まれて初めて腸閉塞になり千歳市民病院に緊急入院致しました。ベッドに
横たわっていた時、看護師さんにこれに乗って下さいと言われ、ふと車椅子を見ましたら、千歳
ロータリークラブ寄贈と書いてありました。一瞬お腹の痛さを忘れてしまいました。世の為、人
の為に地道に残るロータリー事業がとても大切だなあと感じました。
　ロータリークラブは、みんな生き方も育ちも違う個性の集まりです。昔、先輩からロータリーは、
人間形成の道場だよ。と教えられましたが、ロータリアンの中から沢山の親友、友人、知人が出
来ました。そして、指導、助言を頂ける先輩とも出会えました。そして趣味を通じての友人が沢
山増えました。
　ロータリークラブに入会して20年、これまで楽しい人生を過ごす事が出来ました。これからも
ロータリアンと交流を深めていきたいと思います。
　最後になりましたが、皆さまのご指導ご協力に感謝を申し上げまして、挨拶とさせて頂きます。
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2012～2013年度　45代　村田　研一　年度の主な行事　会員数49名

・佐々木昭パスト会長、第７グループガバナー補佐に就任（12/7/1）
・「ロータリーの森林」の森林国営火災保険満期による更新手続きを千歳森林組合に依頼する。

（12/7/6）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　細川好弘氏（静内ＲＣ）千歳民報掲載（12/7/19）
・第１回木曜会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　16名参加（12/7/26）
・第２回木曜会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　８名参加（12/8/17）
・第３回木曜会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　12名参加（12/9/4）
・由仁ＲＣ創立20周年記念親善ゴルフ大会開催　札幌ゴルフ倶楽部由仁コース（12/9/9）
・由仁ＲＣ創立20周年記念式典参加（12/9/9）千歳民報掲載
・支笏湖ウォーキング活動開催（夜間移動例会前に開催）千歳民報掲載（12/10/4）
・「第１回炉辺談話」開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　参加者20名（12/10/11）
・地区年次大会　新ひだか町公民館　ホスト：静内ＲＣ　32名登録（12/10/14）
・第４回木曜会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　10名参加（12/10/25）
・友好クラブ神戸南ＲＣ訪問　親睦ゴルフコンペ開催（12/11/11 ～ 13）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載（12/11/22）
・第１回クラブ運営管理委員会開催　ベルクラシック Lien　13名出席（12/11/26）
・第１回ＩＭ実行委員会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　10名出席（12/12/11）
・クリスマス家族会の BINGO 大会の益金85,000円を千歳市奨学基金へ寄付　千歳民報掲載

（12/12/20）
・第２回ＩＭ実行委員会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　11名出席（12/12/27）
・第１回会長・幹事会開催　ＩＭへの支援要請　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　16名出席

（13/2/1）
・千歳市へ「女性特有のがん検診の受診率アップパネル」を贈呈　千歳民報掲載（13/2/6）
・第３回ＩＭ実行委員会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　11名出席（13/2/7）
・第４回ＩＭ実行委員会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　10名出席（13/3/1）
・第５回ＩＭ実行委員会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　14名出席（13/3/14）
・第25回第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：千歳ＲＣ　千歳民報・

ちゃんと掲載（13/3/17）
・ＩＭ反省＆懇親会開催　番屋　10名出席（13/4/12）
・「書き損じはがき収集」に関する活動支援要請　※６月上旬に収集の上、ユネスコ　担当部門

に委託（13/5/7）
・第５回木曜会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　14名参加（13/5/16）
・小冊子「第25回都市連合会基調講演集」の配布（13/5/17）
・第１回木曜会パークゴルフ大会開催　フジパークゴルフ場　９名参加（13/6/13）
・第６回木曜会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　12名参加（13/6/28）
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　千歳ＲＣの一員として創立50周年記念の記念行事に参加出来ますこ
とに感謝申し上げます。合わせて、千歳の素晴らしい環境の中で輝かし
い伝統と実績を重んじてこられた多くの先輩諸兄に深甚なる敬意と感謝
を申し上げます。

　私は、数十年の公務員生活を経て、2001年３月に満期退職となり、７月に有限会社を設立しま
した。深秋のある夜間に、幸町で故人であります、佐々木昭氏と鉢合わせし、飲みに誘われ、会
員のお店で千歳ＲＣの重鎮の方々が十数人おり、すっかり囲まれて、入会を進められ、何も分か
らないまま、2002年１月に入会致しました。当時私はまだ会社を立ち上げて半年でしたので、経
営は素人に近く、右も左も判らない、そして高名な方々とのお付き合いも少ない私が千歳ＲＣへ
の入会をした事は、異色であり、今現在でも不思議に思っております。
　ＲＣの活動では、月日の流れは速く、諸事業の遂行能力が乏しく、大変会員の皆さんの足手ま
といになったと心しております。
　そんな中、2009 ～ 2010年の岩崎暉久会長の元で幹事を務め、また2013 ～ 2014年私が会長の時
には、副会長齊藤博徳氏、幹事大澤雅松氏の最強の布陣を引いて頂き、「いい仕事をしよう」を
基本に、各奉仕委員会等が円滑に活動出来る様に相互配慮を積極的に行い、また千歳ＲＡＣ、プ
ロバスクラブの支援、また各クラブ・行政・事業所等との交流をはかりながら、本当に楽しい、
そして有意義な１年間の体験を通して、先輩諸兄から会の運営また事業のノウハウの勉強をさせ
て頂きました。本当に有難うございました。
　これからもＲＣの求めている精神を自分の体力が続く限り、これまでのご恩に報えるよう頑
張って行く所存で御座いますので宜しくお願い申し上げます。

「感謝の気持ち」

第 46 代会長　川　端　　　清　
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・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　安孫子建雄氏（江別ＲＣ）千歳民報掲載（13/7/25）
・第１回木曜会開催　シャムロックＣＣ　15名参加（13/7/26）
・第２回木曜会開催　ちとせインターＧＣ　12名参加（13/8/20）
・第３回木曜会開催　シャムロックＣＣ　19名参加（13/9/5）
・第４回木曜会開催（神戸南ＲＣとの対抗ゴルフコンペ）（13/9/18・19）
　１日目：恵庭カントリー倶楽部
　２日目：ザ・ノースカントリーＧＣ
・第１回パークゴルフ大会開催　フジパークゴルフ場　８名参加（13/10/3）
・支笏湖畔を「歩こうか会」開催（夜間移動例会前に開催）千歳民報掲載（13/10/10）
・地区年次大会　江別市民会館　ホスト：江別ＲＣ　39名登録（13/10/20）
・炉辺談話開催　季月　23名出席（内新会員９名）（13/10/25）
・第５回木曜会開催　ちとせインターＧＣ　９名参加（13/10/31）
・第６回木曜会開催（秋の宿泊ゴルフコンペ）（13/11/7・8）
　１日目：室蘭ゴルフ倶楽部白鳥コース　18名参加
　２日目：伊達カントリークラブ　※雨の為数名でプレー
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載

（13/11/22）
・フィリピンの台風災害義捐金50,604円を地区を通して寄付（13/12/26）
・新年交礼会での「チャリティーおみくじ」の浄財59,000円を社会福祉協議会へ寄付　千歳民報

掲載（14/1/9）
・地区行事「福島キッズin北海道」の子供たちをお迎えに会長・幹事・他２名で参加　千歳民報

掲載（14/1/31）
・「書き損じはがき収集」に関する活動支援要請　※３月に収集の上、ユネスコ　担当部門に委

託（14/3/26）
・神戸南ＲＣ創立３０周年記念式典　川端会長ご夫妻参加（14/4/14）
・第７回木曜会開催　シャムロックＣＣ　14名参加（14/4/24）
・第８回木曜会開催　ちとせインターＧＣ　12名参加（14/5/15）
・第22回長沼町国際交流フェスティバルに参加（14/5/17）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：恵庭ＲＣ（14/5/24）
・第９回木曜会開催　シャムロックＣＣ　19名参加（14/6/28）

2013～2014年度　46代　川端　　清　年度の主な行事　会員数50名
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　私は1987年（昭和62年）９月、 村上光輝氏・熊谷良雄氏のスポンサー
で千歳ロータリークラブに42歳で入会させて頂きました。当時の日本
はバブル絶頂期、東京都の地価上昇は85.7％、銀座などでは坪１億円を
突破する時代であり、昭和の大スター石原裕次郎が52歳の若さで死去

した年。そして、地球上の人口が50億人を超えた年でもありました。
　入会当時は毎週の例会に参加する事もなかなか出来ず、会員118名の顔と名前を覚えるのに苦
労した事を覚えています。
　それから27年が経ち、日本中が「アベノミクス」に沸き、内閣支持率は上昇、株価は上がり、
円相場は下がり、まさに日本経済の復活の為の条件が一つひとつ実現しつつある2014 ～ 2015年
に第47代会長を拝命し、会員53名と共に「学びと実践」をテーマに、楽しく学び多き１年を過
ごす事が出来ました。
　例会を単なる親睦で終わらせるのではなく、自分たちそれぞれの職業を成長させ、地域に還元
していく為の学びの機会。そして、自らの職業を通じて地域を元気にしていく、地域と企業が共
に発展する元気な地域を作る為の実践の機会。三役並びに各委員会の皆さまには、例会を通じて
様々な機会を作り上げて頂きました事を心から感謝申し上げます。
　亡き佐々木昭パスト会長のトラクターで畑おこしから始まり、某工場長の革靴での苗植え、と
うきびの苗と雑草を間違えて抜いた事でとうきび畑が全滅してしまった事など楽しい思い出と共
に、当クラブに長きに亘り貢献された、佐々木昭パスト会長、佐々木金治郎パスト会長、日向祥
一会員３名の訃報に涙した事も思い出されます。
　千歳ロータリークラブが50周年を迎える本年、働き方や人づくり改革に注目が集まる今だから
こそ、奉仕の精神を持った人間力溢れる企業人、ロータリアンとして、真摯に学び実践する事が、
地域の持続的成長と共に千歳ロータリークラブの更なる発展に繋がるものと考えます。
　これまで千歳ロータリークラブの歴史を紡いでこられた多くの先輩諸氏と会員諸兄に改めて心
からの感謝と敬意を申し上げます。

「50周年に寄せて」

第 47 代会長　藤　本　敏　廣　
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2014～2015年度　47代　藤本　敏廣　年度の主な行事　会員数52名

・次年度の「ロータリーデー　フジパーク収穫祭」準備として藤本会長の畑に苗の植え付け　14
名参加　千歳民報掲載（14/6/4）

・同上　雑草取り　10名参加（14/7/8）
・第１回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　18名参加（14/7/26）
・第２回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　８名参加（14/8/20）
・フジパークで収穫された野菜販売を通じてポリオ撲滅の為の募金活動実施　募金額104,000円　

千歳民報掲載（14/9/8）
・第３回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　19名参加（14/9/20）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　羽部大仁氏（札幌幌南ＲＣ）千歳民報掲載　（14/9/25）
・８月広島で発生した豪雨災害義捐金42,500円を例会内で集め地区に送金（14/9/25）
・地区年次大会　ニトリ文化ホール　ホスト：札幌幌南ＲＣ　47名登録（14/10/5）
・ＲＧ会パークゴルフ大会開催　フジパークゴルフ場　７名参加（14/10/11）
・支笏湖畔を歩く会大雨で中止の為、丸駒温泉バスで豪雨被害状況を視察（14/10/16）
・第４回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　15名参加（14/10/16）
・友好クラブ神戸南ＲＣ訪問　親睦ゴルフコンペ開催（14/10/26～28）
・第１回炉辺談話開催　※明日の職業奉仕を考える会合同　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　

17名参加（14/11/13）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載

（14/11/21）
・地区「職業奉仕フォーラム」　苫小牧ホテルニュー王子　３名参加（15/3/28）
・第５回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　16名参加（15/4/30）
・第23回長沼町国際交流フェスティバルに参加（15/5/9）
・第６回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　10名参加（15/5/16）
・地区からの要請でネパールで発生した大地震に対する義援金を例会内で集め、38,000円を地区

に送金（15/5/21）
・友好クラブ神戸南ＲＣからの要請により、バヌアツ共和国の大型サイクロン被災に際し、被災

地学童への教育支援（バヌアツ民話集１冊2,000円×55冊）を購入。
　110,000円を神戸南ＲＣへ送金（15/5/28）
・第２回炉辺談話開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　９名参加（15/6/5）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：北広島ＲＣ（15/6/6）
・第７回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　21名参加（15/6/25）
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10年間の記録第3部

「あっという間の１年の思い出」

第 48 代会長　沼　田　常　好　
　私にとって会長を受けた時から、その他の要職との日程の課題をどの
ようにしたら良いのか、組織をどのようにしたら良いのか、どのような
方に副会長、幹事をお願いし、１年という単年度を楽しく実のある年度
にしていけるかが、頭の中を支配していました。

　沼田年度は、メンバーが楽しく例会が出来る環境を創る事、未来に向かって若いメンバーが、
中核メンバーが、先輩メンバーが「共に楽しく歩む」そのような千歳ＲＣ、調和の取れた千歳Ｒ
Ｃを目標に、【利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む】を会長方針として、副会長には大西
信也会員、要の幹事には藤川俊一会員にお願いをしました。
　事業としては、今までの歴史を踏まえながら、新しい例会も考え、例会場をＡＮＡクラウンプ
ラザホテル千歳の11階で夜景を見ながらのソフトな例会や、「駒そば亭」での例会を昼例会から
夜間例会に変更させていただきました。
　この年度は「神戸南ＲＣ」との友好クラブ10周年という節目の年でもあり、事業として桜の木
を「ＲＣ４つのテストの石碑」の横に植樹し、石碑に「千歳ＲＣ・神戸南ＲＣ友好クラブ10周年
記念」と刻みました。合わせて20本の桜の木を、石碑のある千歳川対岸のグリーンベルトにメン
バーと共に植樹を行いました。10年・20年後が楽しみです。
　結びに、2015 ～ 2016年度沼田年度、各役員の皆さん、会員の皆様のご協力とご理解の下、千
歳ＲＣの歴史の中に活動を残させていただきました事に心からの感謝を申し上げます。
　あっという間の１年、実のある１年でした。ありがとうございました。
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2015～2016年度　48代　沼田　常好　年度の主な行事　会員数54名

・第１回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　11名参加（15/7/16）
・第２回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　25名参加（15/8/16）
・第３回ＲＧ会ゴルフコンペ開催（神戸南ＲＣとの対抗ゴルフコンペ）（15/9/9・10）
・千歳市「桜の木植樹基金」に友好クラブ神戸南ＲＣと共に100,000円を寄付　千歳民報掲載

（15/9/10）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　嵯峨義輝氏（岩見沢ＲＣ）千歳民報掲載（15/9/24）
・地区年次大会　岩見沢市民会館　ホスト：岩見沢ＲＣ　35名登録（15/10/3）
・第４回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　12名参加（15/10/17）
・台風18号等大雨災害義捐金24,000円を地区に送金（15/10/27）
・秋の宿泊ゴルフコンペ開催　伊達ＣＣ　10名参加　登別ＣＣ　16名参加（15/10/31・11/1）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載

（15/11/20）
・新年交礼会のチャリティーおみくじでの浄財70,000円を千歳市奨学基金へ寄付（16/1/7）
・台湾南部大地震災害義捐金36,000円を地区に送金（16/3/3）
・第１回炉辺談話開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　23名参加（16/3/31）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：千歳セントラルＲＣ

（16/4/2）
・第５回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　18名参加（16/4/21）
・熊本県等地震災害義捐金40,000円を地区に送金（16/4/28）
・第６回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　８名参加（16/5/19）
・第２回炉辺談話開催　ベルクラシックリアン　15名参加（16/5/19）
・第７回ＲＧ会ゴルフコンペ（喜寿記念）開催　シャムロックＣＣ　27名参加（16/6/30）
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10年間の記録第3部

「大西年度の思い出」

第 49 代会長　大　西　信　也　
　私は1997年11月の入会であり、直後に30周年記念式典が開催されま
した。私は、ロータリーの右も左も分からないまま、式典当日は記念品
を配る受付の仕事をやりました。現在とは違い、私が入会して会員数が
100名という事で喜ばれました。周年事業で福祉車「やませみ号」を千
歳市に寄贈した記念事業では、「こんなに高価な車を寄贈するなんて千

歳ＲＣってスゴイ！」と感動した事をロータリー歴20年目となる今でもよく覚えております。こ
れも会員数が多かった事で出来たのでしょう。
　私は創立50周年の前年に第49代会長を拝命しました。会長エレクトの時には、私の年度のこ
れといった新しい事業は何も浮かばず、粛々とロータリー活動をやっていこうと思っておりまし
た。ところが、色々と事業を行う事になりました。その一つは、クラブ細則の大きな改革でした。
私の年度前の2016年４月にＲＩ規定審議会でクラブ運営に柔軟性が認められた中で、大きな改定
は入会金の無料化と例会は月２回以上で良い事になりました。ＲＩとしても会員数の減少が問題
となっており、クラブ運営の柔軟性とは、会員の増強の為の改定でした。当クラブも50周年に向
けて会員増強は急務でありましたが、なかなか60名の大台は超えられませんでした。そこで、入
会金を無料にしようと思いました。無料にした分、予算的に苦しくなるので例会を月３回にする
事にしました。例会を少なくすると例会出席の負担も少なくなり、増強に繋がると思ったからで
す。年度初めには６名入会下さり、64名となり、50周年に向けて弾みがついたと思います。こ
のＲＩ規定審議会の情報は佐藤ＰＧと福田ＧＮのお蔭でいち早く情報が入ってきた為、地区から
の情報が入る前に準備する事が出来、私の年度で実行する事が出来ました。ラッキーな事だと思
います。第2510地区の中でも私の年度で例会数を減らしたクラブは準備の都合上、そんなに多く
はなかったと思います。
　もう一つは、千歳市が行う「千歳川桜プロジェクト」事業を支援しました。千歳セントラルＲ
Ｃの武田伸也氏（当時次年度副会長）より相談を受け、実行する事にしました。それは、市内６
つある奉仕団体が力を合わせて地域に根差した社会奉仕活動を行うというものでした。千歳川沿
いに直径約20cmの蝦夷山桜を植樹するプロジェクトです。2016年４月23日に第１回の参加団体
での会議が行われ、６クラブの支援団体の総称を「千歳川に桜並木をつくる市民サポートの会」
として、不肖私が代表となりました。会議は４回行われ、クラブ同士の関係も良好になりました。
そして、千歳市に100万円の支援を行いました。また、2016年８月22日にイオン千歳店とちとせ
モールに６クラブでチラシを配り、市民に対して街頭啓発と募金活動を行い、同日夜に６団体合
同懇親会を山口市長他千歳市の方々をお招きして盛大に開催しました。千歳ＲＣが主催でしたの
で、会員の皆さまには準備からお手伝いいただきました。６団体が懇親を深め、大いに意義のあ
る懇親会だったと思います。
　その他には、2016年11月１日千歳ＲＣ・神戸南ＲＣ友好クラブ締結10周年記念事業として、
神戸空港（開港10周年）に掛け時計を寄贈する式典に参加しました。また、第７グループ合同支
援事業としてタイ国のアカ族に古着を贈る事業、千歳セントラルＲＣとの合同例会も復活させま
した。
　こうして書いてみると「色々な事をやったなぁー」と思います。「相手の気持ちになろう、ロー
タリーの気持ちになろう」を会長方針として１年間、一生懸命頑張って活動しました。最後に、
自ら幹事になると言っていただいた、今野良紀会員に感謝します。
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2016～2017年度　49代　大西　信也　年度の主な行事　会員数58名

・千歳川桜プロジェクト第１回会議（16/4/23）
・千歳川桜プロジェクト第２回会議（16/5/23）
・千歳川桜プロジェクト第３回会議　千歳市に６団体で100万円を寄付　千歳民報・ちゃんと・

いいね掲載（16/7/20）
・第１回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　13名参加（16/7/23）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　武部　實氏（札幌南ＲＣ）千歳民報掲載（16/7/30）
・千歳市納涼盆踊り会場にてポリオ撲滅の為の募金活動（セントラルＲＣ合同）募金額：50,216

円（両クラブで折半）　千歳民報掲載（16/8/19）
・第２回ＲＧ会ゴルフコンペ　隨縁ＣＣ　悪天候により中止（16/8/20）
・千歳川桜プロジェクト６クラブ合同街頭啓発＆募金活動　募金額61,897円　千歳民報・ちゃん

と掲載（16/8/22）
・千歳川桜プロジェクト第４回会議（16/9/5）
・第３回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　８名参加（16/9/14）
・地区年次大会　札幌パークホテル　ホスト：札幌南ＲＣ　33名登録（16/10/2）
・第４回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　12名参加（16/10/13）
・千歳川桜プロジェクト６団体合同ゴルフ大会＆懇親会開催　千歳民報掲載（16/10/14）
・北海道東部災害義捐金39,000円を地区に送金（16/10/27）
・友好クラブ神戸南ＲＣ訪問　親睦ゴルフコンペ開催（16/10/30～11/1）
・友好クラブ神戸南ＲＣとの友好クラブ締結10周年、神戸空港開港10周年記念として掛け時計の

寄贈式を行った。（16/11/1）
・秋の宿泊懇親ゴルフコンペ　室蘭白鳥コース　11名参加（16/11/6・7）
・子供就学支援基金に16,000円を寄付（16/11/10）
・千歳川桜プロジェクトでエゾヤマザクラの苗木を植樹　千歳民報・ちゃんと掲載（16/11/12）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載

（16/11/22）
・第１回炉辺談話開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　21名参加（16/11/30）
・新年交礼会のチャリティーおみくじでの浄財73,000円を千歳市奨学基金に寄付（17/1/12）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）参加　ホスト：千歳セントラルＲＣ

（17/4/2）
・第２回炉辺談話開催　ベルクラシックリアン　25名参加（17/4/28）
・第５回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　アイランドゴルフリゾート御前水　19名参加（17/5/6）
・第25回長沼町国際交流フェスティバル参加（17/5/13）
・第６回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　13名参加（17/5/18）
・第７回ＲＧ会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　23名参加（17/6/22）
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10年間の記録第3部

「半世紀の大きな節目
　　　記念事業の成功に感謝

居心地の良いクラブ心掛ける」

　私の年度はクラブ創立50周年という大きな節目であり、50周年実行
委員会を設置して事に当たりました。記念事業は、年度スタート前から
委員会が実質的な活動を進めてくれて、休日夜間急病センターや市立千

歳市民病院はじめ市内公共施設に新しい車椅子を100台寄贈し、市民病院などで不要になる既存
車椅子を修理の上で海外へ寄贈するという大枠を決めました。
　年度が始まってからは、休日夜間急病センター開所や市長への贈呈といったセレモニーを予定
通り行い、海外へは、新千歳空港から直行便が就航しているタイのバンコクと決め、ＮＰＯ法人「飛
んでけ！車いす」とタイアップして私も現地に赴き、実際に車椅子を使う方に手渡しました。受
け取る方達が本当に感激してくださる様子に、こちらも涙を禁じ得ませんでした。
　一連の車椅子事業に加え、子供達が喜んでくれる事業をと、市の担当部長に相談して、３カ所
の子育て支援施設に大型遊具を贈りました。それをクリスマスに近い12月、サンタの扮装で寄贈
式に臨み、子供達が大喜びで大型遊具に触れる様子を見ることができました。
　４月には弁護士の橋下徹さんを講師に開いた記念講演会、翌週の50周年記念式典・祝賀会は、
会員ほぼ全員に参加して活躍いただき、成功裡に終えました。会員の皆さんの結束や行動の素晴
らしさに、ただただ感謝します。皆さんもこの大きな節目に居合わせたこと、今後に生かしして
いただければ、望外の幸せです。
　そして、息をつく間もなく６月に第７グループのインターシティミーティング。これもベテラ
ンを中心に、終えました。千歳ＲＣの底力を目の当たりにしました。
　節度を保ちながらも肩肘張らない例会へ、毎月の「季節のお食事」も実現しました。新入会員
がロータリーになじむよう炉辺談話の前に理事との懇談会を開くなど、私なりに工夫をしたつも
りです。
　「神は乗り越えられない試練は与えない」というマザー・テレサの言葉を実感できた１年であ
り、さよなら例会でおいしいお酒を酌みかわし、皆さんと50周年の仲間になることができたかな
と、思っています。
　１年間、本当にありがとうございました。

第 50 代会長　瀧　澤　順　久　
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・福田武男パスト会長、ガバナーノミニーと第７グループガバナー補佐に就任（17/7/1）
・ガバナー公式訪問・クラブ協議会　國立金助氏（函館ＲＣ）千歳民報掲載（17/7/27）
・九州北部豪雨災害義捐金51,000円を地区に送金（17/7/27）
・第１回木曜会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　15名参加（17/7/29）
・第２回木曜会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　20名参加（17/8/18）
・創立50周年記念事業　市内各施設に100台の車椅子を寄贈　千歳民報・北海道新聞掲載

（17/9/15）
・友好クラブ神戸南ＲＣとのゴルフ交流会（17/9/20 ～ 22）
・地区年次大会　函館市民会館　ホスト：函館ＲＣ　53名登録（17/10/15）
・第３回木曜会ゴルフコンペ開催　ちとせインターＧＣ　17名参加（17/10/19）
・創立50周年記念事業　タイ国へ修復した９台の車椅子を贈呈　千歳民報・ちゃんと掲載

（17/11/7）
・炉辺談話開催　ゆきあかり　23名参加（17/11/16）
・千歳商工会議所主催の「優良従業員表彰・永年勤続従業員表彰」実施　千歳民報掲載（17/11/22）
・創立50周年記念事業　市内の子育て支援センター３施設に大型遊具を寄贈　千歳民報掲載

（17/12/21）
・新年交礼会のチャリティーおみくじでの浄財74,000円を千歳市奨学基金へ寄付　（18/1/11）
・支笏湖氷濤祭り内の「天空回廊」への看板設置で創立50周年をＰＲ　千歳民報掲載（18/1/30）
・書き損じハガキを155枚収集し、千歳ユネスコ協会へ寄付。日本ユネスコ協会より感謝状を受

ける。（18/2/22）
・台湾地震災害義捐金53,000円を地区へ送金（18/2/22）
・創立50周年記念事業　橋下徹氏講演会開催　北ガス文化ホール　千歳民報掲載（18/4/13）
・千歳ＲＣ創立50周年記念ゴルフ大会　シャムロックＣＣ　58名参加（18/4/20）
・千歳ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会開催　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　千歳民報・北

海道新聞・ちゃんと掲載（18/4/21）
・千歳ローターアクトクラブ30周年記念式典・祝賀会参加（18/5/19）
・第４回木曜会ゴルフコンペ　ちとせインターＧＣ　12名参加（18/5/24）
・ＩＭゴルフ大会　シャムロックＣＣ　50名参加（18/6/2）
・第７グループＩＭ（インターシティミーティング）開催　ホスト：千歳ＲＣ・由仁ＲＣ　千歳

民報掲載（18/6/2）
・第５回、第６回木曜会　春の宿泊ゴルフコンペ　ルスツリゾートタワー、リバーウッドコース

12名、17名参加（18/6/9・10）
・千歳プロバスクラブ創立10周年記念式典・祝賀会に参加（18/6/14）
・第７回木曜会ゴルフコンペ開催　シャムロックＣＣ　19名参加（18/6/28）

2017～2018年度　50代　瀧澤　順久　年度の主な行事　会員数63名
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10年間の記録第3部

　1992年（平成４年）５月17日、国際緑化年「みどりの日」が制定されたのを記念して、千歳
ロータリークラブは「ロータリーの森林（もり）」を造成しました。これは分収造林づくりを通
じて、次代に緑の大切さを訴えるとともに、国土緑化と環境保全の大切さを引き継いでいこうと
いうものであり、80年後の完成に向けた環境保全活動として、次の世代により良い環境を引き継
いで行くことを目的とした事業活動です。千歳ロータリークラブ創立40周年の節目を迎えるにあ
たり、分収造林組合の組合長としてその設立の意義や経緯、今後の展望について述べさせていた
だきたいと思います。

【分収造林の概要】
名　　称　　国際ロータリー千歳クラブ「ロータリーの森林（もり）」
場　　所　　恵庭営林署所管　千歳市蘭越　恵庭事業区372林班　い小班
事業契約　　1991年10月　北海道営林局長　原　喜一氏と千歳クラブ分収造林
　　　　　　組合長　丹治　秀一会員で契約を締結
契約期間　　1991年から2070年までの80年間
面　　積　　2.83ha
樹種および本数　　赤エゾ松　7,820本

○樹齢300年の「いちいの木」の植栽
　「ロータリーの森林」を造ることになった最初のきっかけは、1985年に千歳市民文化センター
の前に“いちいの木”を植栽したことでした。この年は“国際森林年”であるとともに、私がク
ラブの会長を仰せつかっていた年でもあります。前年の1984年に立派な千歳市民文化センターが
完成しましたので、それを記念するとともに、千歳市の文化の発展と青少年の健全育成を願って
“いちいの木”を寄贈したのです。
　５月30日の早朝例会に会員の他85名あまりの方々が参加して、高さ13ｍ・直径62cmもある樹

分収造林「ロータリーの森林（もり）」

80年後の夢に向かって
～緑化を通じた環境保全活動～

組合長　丹　治　秀　一　
国際ロータリー・千歳クラブ　分収造林組合



123

齢350余年の“いちいの大木”を植栽しました。普
通、木はまっすぐ上に伸びるものですが、寄贈した木
は来館する人をお迎えするかのように斜めに伸びた
珍しい形であり、“人を迎える”と言われる縁起の
良い形のものでした。この木は私が気に入って自分
の山で育てていたものですが、おめでたいことです
し、「千歳市民文化センターのシンボルとして市民
の皆さんに見守られるのなら」と思い切って寄贈い
たしました。「関が原の戦い」を過ぎた頃に誕生し
た木が北海道の厳しい自然の中で育ち、今こうして千
歳の地で市民文化センターのシンボルになっていると
思うと感慨深いものがあります。
○森林づくりの始まり
　1990～1991年度の国際ロータリー会長であるパウロ 
V.C.コスタ氏は「ロータリーを高めよ。思いを尽く
し、熱意を尽くす」をテーマとして掲げましたが、同
時に世界的に自然が荒廃していくことに気付かれ、環

境委員会を発足させました。この、ＲＩ会長のニーズにこたえるべく、当時の佐藤秀雄会長と高
慶繁博幹事から環境保全委員長であった私に協力の要請がありました。
　当時、恵庭営林署長より依頼のあった「緑のオーナー制度・分収育林」への参加を会員の皆さ
んに呼び掛けたところ、千歳ＲＣから３名の「緑のオーナー」が誕生しました。また、同時に
「分収造林」を勧める意見も出されましたので、当時の佐藤秀雄会長に相談し、営林署に伺って
詳しいお話をお聞きしました。
　その後、例会で「分収造林の契約」について協議した結果、満場一致で「分収造林契約」の実
行を採択していただきました。これにより、翌年の1991年から80年先の夢に向かって「千歳ロー
タリークラブ森林づくり」がスタートしたのでした。
　それから苗木を植える場所の選定や国有林借用契約などの手続きを進めましたが、契約に臨ん
で地元の森林組合員に一人ひとりが加入しないと分収造林の権利を得ることができないことが分
かりました。そこで私が組合長となり、「国際ロータリー2510地区千歳ロータリークラブ分収造
林組合」が発足することになりました。その後、いろいろな打ち合わせや手続きを経て、1991年
10月23日に北海道営林局 原 喜一郎局長と国際ロータリー千歳クラブ分収造林組合の組合長の間
で『分収造林契約書』を締結し、正式に千歳ふ化場の上流部の千歳川第4発電所付近の千歳市蘭
越・恵庭事業区372林班い小班の2.83haが千歳ロータリークラブ分収造林となりました。これらの
手続きの最中に佐藤秀雄会長年度から山田睦雄会長年度に変わりましたので、山田睦雄会長・木
村照男幹事年度に契約を行いました。
○クラブ会員・家族など150名余が参加して植栽
　契約を締結した1991年11月に地ごしらえを行い、翌1992年５月17日に植栽を実施しました。当
日はロータリーの会員とそのご家族・ローターアクトクラブの皆さん・恵庭営林署長をはじめ十
数名の署員の方・ボランティアの方々など150名余の参加をいただき、青空の下で、千歳森林組
合から斡旋していただいたアカエゾ松の苗木7,300本を植栽しました。しかし、当初予定していた
より植栽場所が余りましたので、後日環境委員会で520本を追加植栽しました。追加した分の苗
は恵庭営林署の署長さんの配慮で苗畑から立派な苗を出していただき、今ではすばらしい木に成
長しています。
　また、当日は出席義務例会とし、欠席者は5,000円をニコニコボックスに寄付するという話が
あったようです。私は決してそのようなことは言っていませんでしたが、それだけ皆さんが真剣
に取り組んでくれたということなのだと思います。
　1989年に取り組み始め、植栽してロータリーの森林ができあがるまで３年が経過しました。こ
の間、理事会及び各委員会と会員の皆様の情熱に支えられて、なんとかロータリーの森林を造る
ことができました。また、この年の浅利分区代理と山田会長年度の船出に華を添えることができ

威風堂々のいちいの木（千歳市民文化センター前）
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たとも思っています。改めて当時の各委員会及び会員の皆様方のご協力に感謝申し上げます。
○各種の賞を受賞
　大変名誉なことに、当クラブのさまざまな環境保全に関する活動が評価され、1993年３月に
「緑の環境づくり優良実践者」として北海道知事感謝状を受けることができました。また、同年
2510地区年次大会での地域浄化・環境保全・分収林などの森林づくりが評価され、「優秀クラブ
賞」を獲得しました。さらに、1995年には分収林事業「ロータリーの森林」が北海道知事賞を獲
得し、「みどりの環境づくり実践活動優良事例集」に掲載されました。
　このようにさまざまな賞をいただけたのも、「千歳ロータリークラブの会員が環境保全や緑の
大切さを理解してさまざまな取り組みを行っていること」を評価していただいたためであると思
います。
○全国植樹祭への出席
　2008年（平成19年）６月24日には天皇皇后両陛下をお迎えし、北海道で46年ぶりに開催された
第58回全国植樹祭に出席することができました。苫小牧市字静川の会場には全国から１万人が集
まり、２万本の苗木の記念植樹を行いました。
　当日、私は地域に貢献しているロータリークラブの一員として招待され、苫小牧の市民会館か
ら各小学校代表の子供たちと一緒にバスで会場へ行き、アオダモの苗木を植えました。記念式典
では陛下がお言葉を述べられるとともに、天皇皇后両陛下によるお手植え・お手播きがなされ、
それを直接拝見することができました。天皇陛下は「植物を通じて北海道の皆さんにも元気に
なっていただきたい。前天皇も支笏湖で木を植えられていて、親子二代にわたって北海道を愛せ
ることはこの上ない喜びあり、子供たちも木を植えることで、緑の大切さを理解できたことは頼
もしいことです。」というような話をされたと記憶しています。このような栄誉に恵まれたの
も、環境問題に関心を持ち、緑を守るためにロータリアンの皆様とともに地道な活動を続けてき
たおかげだと感謝しております。
○環境保全について思うこと
　地球規模での環境保護への取り組みに関しては、CO2削減のために取り決めた京都議定書に米
国が同意しないなど、必ずしも各国の足並みは揃っていません。
　酸素をつくるためには森林をつくることが重要ですし、森林を造ることで動植物に最も必要な
良質の水もできます。大雨が降っても、雪融け水が流れても千歳川の水がきれいなのは、森の木
の根が地表を保護してくれているからです。もし、森林がなければ、中国の山岳地帯のように泥
水で大変な被害を出すことになるでしょう。日本は先人の方々がきちんと植林してくださったお
かげで、どこへ行っても禿山はありません。私は緑が豊かで水がきれいで空気のおいしいこの千
歳に住めることに感謝したいと思います。
　15年ほど前に、製紙会社の視察旅行でオーストラリアに行きました。オーストラリアの南にあ
るタスマニア島では、大量のチップを船で出荷していましたが、その生産工場は大規模で、山林
は見る間に丸裸になっていきました。ユーカリの木は生長が早いので15年程でチップの原料とし
て使えると言っていましたが、一度丸坊主にした山林を復活させるのには長い時間が必要です。
ラワン材も不足してきましたし、木材資源をもっと大切にしないと温暖化対策を実現できないと
思います。
　日本人は外国指向が強く、国産の木材をあまり使いません。このため手入れの行き届かないヒ
ノキやスギなどの人工林が増えています。植える・育てる・収穫するというサイクルを上手に利
用することで、CO2をたっぷり吸収する元気な森をつくることができます。先人は地元の木材を
使って家を建てましたが、最近は外材に人気があるようです。暮らしに国産材の製品をどんどん
取り入れて森を育てる「木づかい」というエコ活動があります。木を使うことからすべてが始ま
ります。3.9 GREEN STYLE（サンキュー グリーンスタイル）は京都議定書で定められた日本
の森林による“1,300万炭素トンのCO2吸収”の目標達成のためのこれからのライフスタイルの提
案です。1,300万炭素トンは、日本が約束した二酸化炭素平均排出量６％削減の２/３に相当しま
す。みんなで地球温暖化防止に取り組みましょう。
　北海道営林局の部長さんが当クラブの分収造林を視察された際、手入れがよく行き届いている
のを見て褒めてくださいました。これも会員の皆さん一人ひとりが情熱を傾けて育てていただい
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たためであり、心から感謝いたします。先の台風18号の際、1923年（大正12年）に植栽したトド
松が倒れましたが、20％の木が直径60㎝を超えていました。80年でこれだけ育つということで
す。私たちのクラブで行っていることが地球温暖化の防止に役立ち、後世のためになっているの
は素晴らしいことだと思います。
○一人ひとりが森林への思いを
　今や環境問題は世界的な課題です。私はさまざまな活動を通じて、植林をすることの大切さや
緑の重要性を子供たちに伝えていきたいと思います。更に、よい環境をつくるために汗を流すこ
とは大変に意義のあることだと思います。私たちが植林した分収造林の下草刈りや間伐などを通
してロータリアンの皆さんに、またご家族やお子さんたちにも、緑の大切さを認識していただけ
れば大変素晴らしいことだと思います。分収造林の手入れに親子で訪れ、休む時や食事をした後
に空き缶やビニール袋などを散らかさないように教えることにより、それらが木の育つ環境をい
かに阻害しているかを直接伝えることができます。昔はビニールなどを使っておらず、紙のよう
に時の経過とともに土に還るものを使っていました。しかし、現在は便利さだけを追求して正し
い処理をしないものですから、環境に悪い影響を与えています。私には難しいことや特別なこと
はできませんので、将来の環境を考えて木を植えて手入れをしているだけです。ただ、このよう
に皆さん一人ひとりが真剣に環境のことを考え、自分のできることをやっていただければ素晴ら
しいと思います。地域社会に住む一人ひとりの人が、環境に優しい心で接することが重要なので
はないでしょうか。
○森林づくりのロマンは果てしなく
　今年2008年に千歳ロータリークラブの創立40周年を迎えるわけですが、同じ年に洞爺湖サミッ
トも開催されます。このサミットの主要課題は地球温暖化対策であるのも何かの縁かもしれませ
ん。「ロータリーの森林」づくりも環境保全活動の一つとして地球温暖化対策に少しでもお役に
立つことを願って発足しました。分収造林も植栽をしてから16年が経ちましたが、組合員の皆様
のご努力のおかげで立派に育っています。毎年、早朝例会で木の手入れをしていただいています
が、今後は日曜日に半日ほどを掛けて、下枝を切り取るなどのもう少し丹念な手入れが必要にな
ります。是非、これからもご理解とご協力をお願いしたいと思います。
　また、これからは40年目・55年目・70年目の間伐が必要であり、83年目には皆伐する予定に
なっていますが、この地区は水源涵養保安林ですので、皆伐を行わず700本ほどの木を残しても
よいことになっています。
　現在、植えられているのは赤エゾ松です。この木が長い年月を経て立派な木に成長し、その木
を使ってバイオリンやピアノなどの楽器をつくれたらなんと素適なことでしょう。きっと素晴ら
しい音色を聞かせてくれることでしょう。
　森林を育てるということは非常に息の長い事業です。当クラブの分収造林も伐採する時期ま
で、まだ70年近くもあります。私もできる限りのことはしますが、いつまでもできるわけではあ
りません。今後も引き続き千歳ロータリークラブの会員が環境保全に高い関心を持ち、ロータ
リーの森林の木を大切に育てていただけるようお願いするとともに、未来を担う子供たちにもそ
の重要性を伝えていっていただきたいと思います。62年後には今の子供たちが環境に関心を持
ち、立派な『ロータリーの森林（もり）』を育ててくれていることを願って私のお話を終わらせ
ていただきます。

丹治秀一組合長の格言
　　　環境を破壊するのは簡単だが
　　　　　維持保全するためには息の長い活動が必要
　　　　　　　自然を守り育もう！
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神戸南ロータリークラブと友好クラブ締結
～国際空港と観光が縁で締結を！～

　千歳ロータリークラブは、1968年に札幌ロータリークラブをスポンサークラブとして設立さ
れ、2008年４月26日に創立40周年を迎えた。それを記念する事業の一環として、「国際空港・観
光など千歳と似た地域環境にある他のＲＣとの親善を図る」ことを目的に、39代会長・五十嵐 宏
年度に「40周年記念友好クラブ提携」を実施したいとの提案があった。
　このことから社団法人千歳観光連盟会長で当クラブの瀧澤順久会員及び専務理事・榊原 潤会員
と協議の結果、神戸空港開港前にＪＡＬ本社の仲介で神戸市より社団法人千歳観光連盟に「神戸
空港開港ＰＲ」協力要請があった。
　○2006年２月16日に国際空港・神戸空港が開港し、神戸～千歳の直行便が就航する
　○両都市の共通点は「国際空港・観光」である
この２点を尊重して、神戸市内にあるロータリークラブの提携先を模索した。
　その後、瀧澤・榊原両会員が数次にわたり神戸市（産業振興局）と協議した結果、神戸空港に
隣接するポートアイランド・神戸ポートピアホテルに例会場を持つ国際ロータリー第2680地区神
戸南ロータリークラブを提携先として提案し、交渉に入った。

○締結までの千歳ロータリークラブの動き
　2005年秋   ＪＡＬ本社仲介で神戸市産業振興局より、「神戸空港開港ＰＲ」につい

て社団法人千歳観光連盟に協力要請
　2006年 2月 16日 神戸空港が開港し、観光都市・神戸～千歳間の直行便が就航
　2006年 4月  社団法人千歳観光連盟会長・瀧澤順久氏、同専務理事・榊原　潤氏と

神戸市観光協会関係者と協議
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　2006年 6月  神戸経済団体が㈱ダイナックスを工場視察の際、千歳ＲＣが神戸市内
ＲＣと友好クラブを結ぶ意向について提案

　2006年 7月  神戸西ＲＣから協議の用意がある話があり
　2006年 8月 3日 神戸南ＲＣから友好クラブ締結に関し話し合いたいとの要望あり
　2006年 12月 11～13日 友好クラブ締結準備のため髙橋　都幹事・瀧澤順久（㈳千歳観光連盟

会長）ら８名が神戸南ＲＣ表敬訪問し、「神戸会談」（第１回）を実
施

　2007年 2月 8日 神戸空港開港１年・神戸ＰＲでスマイル神戸・若田奈緒子様、神戸市
観光振興課長・久安隆弘氏ら、千歳ＲＣ通常例会でゲスト卓話

　2007年 4月 28日 友好クラブ締結準備のため、神戸南ＲＣ・中谷紀之会長、福田義信幹
事ら４名来千、支笏湖畔・丸駒温泉旅館において「支笏湖会談」（第
２回）を実施

　2007年 6月 11日 神戸南ＲＣとの友好クラブ締結式挙行
　2008年 4月 26日 千歳ＲＣ創立40周年記念ゴルフ大会（千歳市・シャムロックＣＣ）に

神戸南ＲＣ会員13名参加、中村忠嘉会員準優勝千歳市内「海鮮市場」
において、神戸南ＲＣ米田収ＰＧはじめ13名、千歳ＲＣ佐藤秀雄ＰＧ
はじめ30名の出席で交流会開催

　2008年 4月 27日 神戸南ＲＣ会員14名、千歳ＲＣ創立40周年記念式典に出席

○事前交渉
・「第１回神戸会談」（2006年12月11～13日）
　　友好クラブ締結を前提として、千歳ＲＣ・高橋 都幹事、福田武男次年度会長（40代会長）

をはじめ、友好クラブ締結の橋渡し役であった瀧澤順久（㈳千歳観光連盟会長・千歳商工会
議所副会頭）ら８名がＲＩ第2680地区神戸南ＲＣ例会（神戸ポートピアホテル）に出席し、
第１回事前会議（「第１回神戸会談」）を行った。同会議では、①友好クラブ締結に関し
て意見交換　②今後のスケジュールについて話し合いを行った。

・「第２回支笏湖会談」（2007年４月28日）
　　４月、友好クラブ締結のための事前会議「第２回支笏湖会談」を佐々木金治郎会員の経営

する支笏湖畔の丸駒温泉旅館において行った。神戸南
ＲＣクラブからは、中谷紀之会長・福田義信幹事・中
右靖雄次年度会長・団秀和次年度幹事の４名が、千歳
ＲＣからは五十嵐宏会長・髙橋都幹事・福田武男次年
度会長・村田次年度幹事・瀧澤順久会員ら11名が出席
し、友好クラブ締結に伴う　①同意書の内容の検討　
②活動内容　③相互交流の内容等について協議を行っ
た。

○友好クラブ締結調印
　友好クラブ締結に伴う調印式には、千歳ＲＣからは佐藤秀雄パストガバナー・五十嵐宏会長ら
11名が出席、神戸南ＲＣからは中谷 紀之会長をはじめ、会員60名が見守る中、両クラブ会長が
「友好クラブ締結同意書」にサインして、ロータリー精神と奉仕の理想を達成するために、友好
関係を結んだ。今後、両ＲＣでは相互交流・親睦と活動内容の報告・意見交換などを通して親睦

支笏湖・丸駒温泉旅館で



128

10年間の記録第3部

を深めていくことを約した。

１　日　時　　2007年６月11日（月）　18：00～
２　場　所　　神戸ポートピア　ホテル　例会場
３　千歳ＲＣ出席者（敬称略）
　　　　パストガバナー　　佐藤　秀雄　　　　　地区ガバナー補佐　　木村　照男
　　　　会　　　　　長　　五十嵐　宏　　　　　副　　会　　長　　酒井　　宏
　　　　幹　　　　　事　　髙橋　　都　　　　　次 年 度 会 長　　福田　武男
　　　　次 年 度 副 会 長　　佐々木　昭　　　　　次 年 度 幹 事　　村田　研一
　　　　直前会長（パスト会長）　中山　和朗　　親 睦 委 員 長　　曙　　恒平
　　　　親睦委員会副委員長　　　瀧澤　順久 　　　　　　　　　　　　　 以上　11名
４　来訪者紹介　　　　　　　　　髙橋　　都　幹事
５　式次第

⑴　会長挨拶
　①　神戸南ＲＣ会長　中谷　紀之（なかたに　のりゆき）氏
　②　千歳ＲＣ会長　　五十嵐　宏（いがらし　ひろし）氏
⑵　調印式
　　調印は、立会人・介添人など置き、出席者が見守る厳粛な中で双方の会長が署名を行い、

締結同意書を披露・交換して、末永い交流を祈念し、それに対して出席者から大きな拍手が
贈られた。

　　立会人　神戸南ＲＣパストガバナー　米　谷　　　収　氏
　　　　　　次年度会長　　　　　　　　中　右　靖　雄　氏
　　　　　　千歳ＲＣパストガバナー　　佐　藤　秀　雄　氏
　　　　　　次年度会長　　　　　　　　福　田　武　男　氏
　　介添人　神戸南ＲＣ幹事　　　　　　福　田　義　信　氏
　　　　　　千歳ＲＣ幹事　　　　　　　髙　橋　　　都　氏
⑶　あいさつ
　　　　　　神戸南ＲＣパストガバナー　米　谷　　　収　氏
　　　　　　千歳ＲＣパストガバナー　　佐　藤　秀　雄　氏
⑷　友好クラブ締結同意書
　　友好クラブ締結同意書の内容は、以下のとおりである。



129

　ＲＩ第2680地区 神戸南ロータリークラブと第2510地区 千歳ロータリークラブは、ロータリー
精神と奉仕の理想を達成するため、下記の事柄をもって友好関係を結ぶこととする。

１　両クラブは、ロータリー精神に基づき、相互に
交流、親睦を図るものとする。

２　両クラブは、相互の活動内容の報告、１年毎の
訪問活動等、意見交換と親睦を深める機会を持つ
ものとする。

３　両クラブは、本同意書につき双方に意義のな
い場合は、自動的に継続をするものとする。

　　2007年６月11日

神戸南ロータリークラブ
　　　会長　中　谷　紀　之
千歳ロータリークラブ
　　　会長　五十嵐　　　宏　

　○　懇　　談
　　締結同意書にサイン後、出席者は懇談に入った。

６　あいさつ
　　両クラブ会長及び両地区パストガバナーのあいさつ内容は以下の通りである。なお、紙面

の関係で要旨のみを記す。

○第１回交流会の開催～神戸南ＲＣと友好と親睦を深める。
　千歳ＲＣは神戸南ＲＣ（会長・中右靖雄氏）とは「国際空港・観光」という共通点を持つこ
とから、創立40周年記念事業の一環として、2007年６月11日友好クラブ締結調印を行った。
　友好クラブ締結後、「相互交流」として千歳ＲＣ創立40周年記念式典にご出席を賜り、式典
に華を添えていただき、「相互交流」が初めて実現した。
　神戸南ＲＣから中右靖雄会長ら14名が2008年４月25日に来道、26日には13名が記念ゴルフ大
会に参加、その夜に千歳市内で神戸ＲＣ会員13名と千歳ＲＣ30名が交流会に出席、翌27日午前
はゴルフ組と観光組に分かれての会員交流、午後は記念式典参加となった。
◆「創立40周年記念ゴルフ大会」に13名参加、中村忠嘉氏準優勝
　　記念ゴルフ大会（大会長 五十嵐 宏）には68名が登録し、神戸南ＲＣからは米谷収パスト

ガバナーをはじめ13名の参加があった。国際空港から５分と近いシャムロックカントリークラ
ブで行われ、少々の風のある肌寒い日であったが、参加者は舌戦とプレーに熱中し、友情と
親睦の輪が広まった。腕自慢が多い中、神戸南ＲＣの中村忠嘉会員が準優勝し、神戸南ＲＣ
の意気軒昂を示した。

◆「神戸南・千歳交流会」の開催
　　記念ゴルフ大会終了後、会場を市内の「海鮮市場」に移し、総勢43名が参加して「神戸

南・千歳交流会」が開催された。福田武男会長から「第１回交流会を開くことができ、感激

友好クラブ締結同意書
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しています。未来永劫に良い関係でお付き合いを願います」との歓迎のあいさつがあり、中
右靖雄会長からは「記念式典をはじめ、記念ゴルフ大会・交流会にお招きをいただき感謝し
ます。また、交流会での歓待に感激しています。ゴルフ大会では中村忠嘉が準優勝をさせて
いただきました。千歳と神戸南がますます近くなったと思います。今後もこの雰囲気を続け
ていきたいと思います」との挨拶があった。続いて両クラブ幹事によるユーモアたっぷりの
会員紹介後、北海道近海の魚貝類を中心としたおいしい料理と名酒を酌み交わしながら親睦
を深めた。

◆小雨の中のゴルフ対決！
　　創立40周年記念式典当日の午前中、神戸南ＲＣ６名、千歳ＲＣ10名が小雨の北海道クラ

シックＣＣにおいて「ゴルフ対決」が行われた。神戸南ＲＣの方々は、ＪＲ札幌駅６時38分
発の新千歳行き快速始発に乗り、ＪＲ南千歳駅を経由してゴルフ場に到着、休む間もなく７
時30分にスタートした。北海道クラシックＣＣはＪ.ニクラウス設計のコースである。平坦で
はあるがコースが狭く、池が多く、プレーヤー泣かせの難コースと言われている。対決結果
は、実力派の神戸南ＲＣが勝ったとの情報であった。神戸南ＲＣの皆さん、たいへんお疲れ
様。またのお越しをお待ちしている。

【新聞記事】
　2007年６月15日付　千歳民報で「千
歳ＲＣが直行便を縁に神戸南ＲＣと友
好クラブ」と神戸南ＲＣとの友好クラ
ブ締結の模様が報道された。
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　本日、千歳ＲＣとの友好クラブの締結式を執り行うこととなり、千
歳ＲＣの皆さん方には遠路はるばる神戸までお越しいただき、厚く御
礼申し上げます。

　一昨年の神戸空港開港を契機として、千歳ＲＣから友好クラブ締結の申し出があり、これを受
ける形で本日を迎えました。千歳国際空港と神戸国際空港とは直行便で２時間弱の距離です。私
共のＲＣは神戸空港に一番近いというメリットがあり、また両市とも観光資源に恵まれており、
相互交流には都合のよい場所であると思っています。異なる地区のＲＣと親睦活動をすることは
いろいろと刺激を受けたり参考となったりするメリットがあります。来年４月に千歳ＲＣが創立
40周年を迎える際には当ＲＣから、再来年に当ＲＣが25周年を迎える際には千歳ＲＣからと相互
交流を行うことにより親睦を図りたいと思っています。また、クラブの活動を会報や週報などで
相互に報告したり１年毎の相互訪問を行ったりして意見交換と親睦を深める機会を持ち、末永い
交流を行いたいと思っています。よろしくお願いいたします。

　懸案でありました神戸南ＲＣとの友好クラブ締結を行う運びとな
り、心からお礼を申し上げます。今回、千歳ＲＣからは全部で11名が
参りました。両クラブは国際空港を持つ観光都市にあるという共通点

があることから、ＲＣ精神に基づき、交流と親睦を通じて相互理解を図ることを目的に友好クラ
ブ締結に到りました。末永いお付き合いができるようによろしくお願いいたします。
　千歳ＲＣの会員は68名です。千歳市の人口は92,700人と神戸にはとても及びませんが、千歳市
には、世界一・日本一そして北海道一が一件ずつあります。まず、新千歳国際空港の東京・新千
歳間の搭乗者数は年間1,800万人と世界一を誇っています。千歳は自衛隊の街でもあり、陸･空自
衛隊員数は約11,000名と日本一です。「平均年齢が39.4歳と一番若い街である」という点が北海道
一です。
　環境的には支笏･洞爺国立公園があり、四季の移ろいが心を和ませる自然の多いところです。
５月までは芝桜がこれからはラベンダーの季節です。札幌では昨日まで｢よさこいソーラン祭り｣
が行われ、全国から200万人の人が集まりました。しかし、経済的には厳しい情勢にあります。
千歳ＲＣは来年４月に40周年を迎えます。その際にはご案内を差し上げますので、ご家族の皆さ
んとご一緒に来道され、皆さんには広いゴルフ場で、ご家族には観光でエンジョイしていただけ
れば幸いです。
　友好クラブ締結にあたりご高配を賜りましたことに感謝を申し上げ、あいさつと致します。

｢友好クラブ締結同意書｣ 調印式あいさつ

○歓迎のことば

○謝　　辞

会　長　中　谷　紀　之　氏

会　長　五十嵐　　　宏　　

神戸南ロータリークラブ

千歳ロータリークラブ
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　心から御礼申し上げたいと存じます。
　このたび「空港の街」同士のＲＣが友好クラブとして締結をするこ
とになりましたが、神戸南ＲＣ中谷会長様はじめ多くの方にご尽力い

ただき、感謝いたします。
　私共の地区はＲＩ2510地区であり、札幌・小樽･函館などの大都市が入っています。1996年に
は72クラブで4,300名が加盟していましたが、現在は73クラブ・3,000名と会員数が大幅に減ってい
ます。千歳ＲＣも最多時には124名の会員を擁していましたが、現在は68名と半分程度です。
　2510地区での分析結果では、大都市圏での減少が顕著であり、高齢や病気などでリタイヤする
ケースも多く、さらに若い世代の入会が少ないのが現実です。しかし、小都市や町村のＲＣでは
増強はできないにしても減少はしないという意外な状況もあります。私がガバナー時代に2510地
区の72クラブ全部を訪問したことがありますが、複数のＲＣと友好クラブを締結しているＲＣも
ありました。この度、貴ＲＣと「空港」をキーワードに友好クラブ締結をしましたが、「義務」
ではなく、気軽に相互訪問できるといいと思っています。千歳ＲＣの40周年式典は来年４月26日
です。奥様とご一緒に旅行に来ていただき、クラブを訪問していただければありがたいことであ
ります。
　あいさつの機会を与えてくださり、ありがとうございました。

○あいさつ

佐　藤　秀　雄　　
千歳ロータリークラブ　パストガバナー

　ただ今ご紹介をいただきました米谷（こめたに）と申します。
　私が立会人となって一番心配したのは、本当に友好クラブとして締
結したのか、ゴルフクラブと間違えていないかということでした。し

かし、千歳ＲＣの五十嵐 宏会長のサインが確かにあり、ホッとしております。
　神戸南ＲＣは、神戸ＲＣが60歳の時の設立であり、まだガキッ子でありますことを十分ご承知
おきください。私がガバナーの際には皆さんはよくやってくれました。当ＲＣにはどこのＲＣに
も負けない団結心があります。常に若い血が入ってきています。一時、100名だったものがだい
ぶん減少しましたが、その後巻き返して現在74名になっています。純増５名というのは地区74ク
ラブでトップです。そして中谷会長の「誠」をテーマにして着実に進んでいるということを報告
しておきます。私自身、できる限りお手伝いをして参りたいと思っております。今日は、おめで
とうございます。

米　谷　　　収　氏
神戸南ロータリークラブ　顧問　パストガバナー
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「千歳プロバスクラブ」設立
〜北海道では札幌・旭川に次ぐ３番目の誕生〜

○はじめに
　プロバスクラブとはロータリークラブ（ＲＣ）が社会奉仕活動の一環として提唱し推奨してい
る組織の一つであり、1960年代にイギリスで誕生した。第一線をリタイヤ或いはセミリタイヤし
た自立している男女が対象会員であり、彼ら自身が組織する「自主・自律」のクラブである。す
なわち、第一線を退いた人で地域社会において活動する能力のある人々が同じような生活環境に
いて同じような趣味を持つ会員同士が交流の場を通じて親交を深め、共感や価値ある活動を行い、
意義ある生活を推進し、第二の人生を有意義に過ごすための一助とするものである。このような
趣旨で設立されたプロバスクラブはすでに世界に広がり、その数は数千にも達している。

○今、なぜプロバスクラブなのか？
　長年にわたり仕事をし定年を迎えた後、充実した第二の人生を歩むのは誰もが望む道であろう。
しかし、第一線を退いた時に心から打ち解けて話のできる友がいないことに改めて気付く人も決
して少なくはない。ＲＣの創立者のひとりであるポール・ハリスは「親友がいなくなったらこの
世は闇だ。貧乏にも病気にも負けず、また、世の中のどのような変動にも耐えることができても、
友だちがいなければ生きる甲斐もない」という言葉をもって親友の重要性を強調している。
　福田武男会長は機会あるごとに「千歳はたいへん恵まれたまちであるため、団塊の世代には現
役を退くと、千歳の地を終の住処にする方が多い。人間歳を重ねると一番寂しいのは友人がいな
いことである。第一線を退いた後、新しい友人と知り合い、親睦を深め、生きがいを見出し、よ
り快適な人生を過すための集う場所としてプロバスクラブが用意されている。新たな友だちがで
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き、親睦を深めつつ千歳市の夢やロマンを語る集いの場ができれば、千歳はさらに住みよいまち
になると考える」とプロバスクラブの設立の意義を力説している。

○「プロバスクラブ設立」の動き
　日本では、1988年１月に兵庫県のＲＩ第2680地区上郡ＲＣの提唱により上郡プロバスクラブ

（清流会）が創設された。この年は千歳ＲＣが創立20周年を迎えた年であり、さらに千歳ＲＡＣ
が誕生した年でもある。その後、全国に拡大してクラブ数も100を超えている。北海道では札幌
東ＲＣ提唱の「はまなす会」および大阪プロバスクラブが提唱した旭川クラブの２つのプロバス
クラブがある。

◆　2004年１月29日開催の第1786回例会において、佐々木昭会長から「プロバスクラブの設
立に関して千歳ＲＣが今後検討すべき課題ではないか」との発言があった。それ以前にも福
田武男会長や武石忠俊パスト会長による同様の提言もあった。

◆　2005年12月29日開催の第1885回36分例会において、福田武男会員による2007 ～ 2008年
度役員候補・会長エレクト挨拶の中で「会長年度に千歳ＲＣ創立40周年記念を迎える。その
40周年記念事業の一つとして『プロバスクラブ設立』を考えている。今年度及び次年度執行
部とともに協議したい」との発言があった。さらに佐々木昭パスト会長からは地域社会奉仕
活動の一環としてのプロバスクラブ設立についての提言があり、設立へ向けての意欲が示さ
れた。

◆　2006年３月16日開催の第1896例会において、本宮輝久幹事から「創立40周年記念事業準
備委員会が記念事業の一環としてプロバスクラブの設立を計画しているとの発表があった。

◆　2006年３月30日開催の第1898回例会時に、フォーラム「プロバスクラブ」が開催された。
福田武男会長エレクトと佐々木昭パスト会長がパネリストとして登壇し、プロバスクラブ設
立提唱に伴う経緯と概要を説明し、参加者と意見交換を行った。その結果、「今後、さらに検
討する」ことを確認した。

◆　2006年７月、国内に93あるプロバスクラブを対象にしたアンケートを実施し、67クラブか
ら回答を得た。回答率は72％だった。

○設立への動きが加速
　千歳ＲＣ創立20周年記念事業として、千歳ＲＣが千歳ＲＡＣの提唱を行った経緯もあり、創立
40周年記念事業の一環として「千歳プロバスクラブ」の設立を目標として千歳ＲＣ内で協議を重
ねたが、これには賛否両論があり、全会一致というわけではなかった。
　なお、「プロバスクラブ設立」についてはこれまで40周年記念事業準備委員会において検討して
いたが、2007年１月25日になって40周年記念実行委員会（実行委員長 中村堅次パスト会長）に
移行した。しかし、「40周年記念として、社会奉仕の一環として千歳市内の有能な人材を幅広く
求め、活動の場を提供するためにも「プロバスクラブ設立」を提唱することは意義深い」としな
がらも、時期尚早との意見もあり、設立にわずかな望みを持ちながら慎重に取り組むことになった。
　福田武男年度に入った2007年12月13日の第1987例会において、福田会長は「ＲＣは地域の現
実的な差し迫った問題や必要性に対応する活動を積極的に推進することの重要性を認識してい
る。ＲＣが地域社会へアクションを仕掛けるプログラムとして「プロバスクラブ」と「ＲＣ地域
社会共同体」の二つがある。そのためにも千歳ＲＣ創立40周年記念を機に「プロバスクラブ」を
設立したいと考えており、現在、佐々木昭副会長と山田睦雄パスト会長が中心となって動き出し
ている」と明言し、設立への動きが一気に加速した。
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○発起人会が結成、具体的活動へ
　設立への動きが加速する中、「設立日を40周年記念式典日に合わせるのではなく、機が十分に
熟するまで時間を掛けるが、福田年度内には発足させる」との方針で取り組むことになった。し
かし、対外的なＰＲ効果を考慮して公の場である記念式典の場において「設立宣言」を行うこと
とし、設立準備委員長に山田睦雄パスト会長を当て、福田会長・佐々木（昭）副会長・村田幹事
が補佐することで了承を得た。早速、発起人会を立ち上げ、数回の発起人会を開催して、４月27
日の40周年記念式典での「設立宣言」へ向け本格的な活動を行った。
　40周年設立記念式典を目前にした４月17日の第2005例会時には「40周年記念フォーラム」が
開かれ、佐々木（昭）副会長から「プロバスクラブ設立」についての概要説明があり、地域社会
における社会奉仕活動の一環として千歳ＲＣを提唱クラブとして「設立宣言」を行うこととした。
　それに先立つ４月７日、プロバスクラブ入会予定者を招いて第１回準備委員会を開き、発起人
会を立ち上げ、以下に示す６名の発起人を選出した。
　代表：朝倉範夫氏（元航空自衛隊第２航空団司令）幹事：山田三重子氏（千歳平安閣専務取締役）
委員：山口郁夫氏（前千歳市立図書館長）守田勝栄氏（元千歳市立泉沢小学校長）加藤正男氏（前
北海少年院院長）榊原武雄氏（千歳を知る会会長）

○創立40周年式典で「プロバスクラブ設立宣言」を
　2008年４月27日、創立40周年記念式典において、福田武男会長から「これは記念事業の一つ
ではないが、創立40周年を記念してプロバスクラブの設立準備をしている」ことが披露され、山
田睦雄設立準備委員長からは下記の千歳プロバスクラブ設立宣言書が読み上げられた。続いて発
起人６名が紹介され、祝福の拍手を受けた。

【千歳プロバスクラブ設立宣言書】
　私たちロータリアンは、日頃、地域社会奉仕について、地域の現実的なニーズに合わせた課題
を探求し、必要性を感じた段階で、効果的に実践する活動を展開している。千歳は「北海道一若
いまち」であり、住みよく暮らしよいまちでもある。同時に自衛隊をはじめ各種大企業の進出に
より全国各地からの人材移入も多く、北海道でも稀に見るユニークなまちでもある。この千歳市
には各界各層で活躍された有能な人材が多く住んでおられる。千歳ＲＣは社会奉仕活動の一環と
して、地域特性を感知し、地域社会にアクションを仕掛けるプログラムとして「プロバスクラブ」
の設立について数年前より準備しており、この度の創立40周年を機に設立を宣言する運びとなっ
た。なお、設立に当たって市内各界から本日ここにおられる６名の方に発起人をお引き受けいた
だき、６月末の設立を目指し、準備をしていただくことになった。（中略）千歳市の貴重な財産と
して末永く、温かく見守っていただくようお願い申し上げ、設立に当たってのご挨拶とする。

○設立発起人会の朝倉代表の挨拶
　引き続き、千歳プロバスクラブ設立発起人会の朝倉範夫代表から下記の挨拶があった。「千歳
ＲＣの創立40周年記念行事としての「千歳プロバスクラブ」の設立に当たり、その発起人として
我々６名が指名を受けた。たいへんな重責ではあり緊張しているが、皆様方の適正なご指導とご
支援によりご期待に沿えるような結果を出していきたいと思っており、ご支援ご指導の程よろし
くお願いする。」
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○27名の新会員を得て設立総会開催〜北海道３番目のクラブ誕生
　2008年６月24日、千歳平安閣において、27名の新会員が出席して千歳プロバスクラブ設立総
会が行われた。総会では、設立準備会の朝倉範夫代表の挨拶から始まり、議長選出後発足の経緯・
規約（案）・事業計画（案）・事業予算（案）・役員（案）が順次審議され、全議案が賛成多数で
承認された。

役　員：会　長　朝倉　範夫 氏（元航空自衛隊第２航空団司令兼千歳基地司令）　
　　　　副会長　榊原　武雄 氏（千歳を知る会会長）
　　　　　　　　山田三重子 氏（千歳平安閣専務取締役）
　　　　幹事長　山口　郁夫 氏（前千歳市立図書館長）　
　　　　副幹事　守田　勝栄 氏（元千歳市立泉沢小学校長）
　　　　幹　事　加藤　正男 氏（前北海少年院院長）
　　　　　　　　近藤　愛子 氏（千歳印刷㈱専務取締役）
　　　　　　　　斎藤　武司 氏（前市議会議員）
　　　　会　計　田中　陽子 氏（看護師）
　　　　監　査　伊藤　博邦 氏（前千歳市教育委員長）
　　　　　　　　中村　治郎 氏（元陸上自衛隊幹部）

　朝倉会長は「新たなクラブとして、会員相互の交流と親睦を図り、地域社会つくりに参加しよ
う」との決意が述べられ、続いて、生みの親でもある福田武男千歳ＲＣ会長が来賓を代表して「素
晴らしい千歳を住処とする人々が友として交流を図り、人生の友が集う場として発展して欲しい」
との祝辞があった。その後祝賀会が行われ、今後の活躍を誓い合った。

「プロバスの由来」
・ＰＲＯfessional…専門職業人・知的技術者

・ＢＵＳiness-man（woman）…実業家・経営者・管理者

それぞれの頭文字を採って《ＰＲＯＢＵＳ》とした。

ちなみにラテン語のprobityには「誠実」の意味があり、probiasには忠誠・誠実・信頼の

意味がある。会員はお互いにProbian（プロビアン）と呼び合っている。
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　千歳ロータリークラブは、1970年（昭和45年）11月８日、千歳商工会議所が創立10周年を迎え
るにあたり、千歳市内商工業界で勤勉・誠実で他の模範として企業等の発展に努めている従業員
を顕彰するために始まったものである。
　千歳ロータリークラブ会長賞として「優良従業員」及び「永年勤続従業員」を表彰するもので
あり、2017年11月実施で47回を数えている。

優良従業員・永年勤続従業員ロータリー会長表彰

月　日 会　　長 委 員 長 被表彰者 事　業　所　名

2008.11 末　廣　　　孝 浅　利　美恵子 鈴　木　雅　志 千歳印刷㈱

2009.11 岩　崎　暉　久 榊　原　　　潤 該当者なし

2010.11 佐々木　金治郎 村　上　倫　行 該当者なし

2011.11 今　村　靜　男 大　澤　雅　松 東　　　　　誠 ㈱ダイナックス

2012.11 村　田　研　一 福　田　武　男 該当者なし

2013.11 川　端　　　清 浅　利　美恵子 該当者なし

2014.11 藤　本　敏　廣 浅　利　美恵子 該当者なし

2015.11 沼　田　常　好 菅　原　正　行 該当者なし

2016.11 大　西　信　也 斉　藤　えみこ 該当者なし

2017.11 瀧　澤　順　久 阿　部　正　信 該当者なし

優良従業員表彰 担当　職業奉仕委員会　

月　日 会　　長 委 員 長 被表彰者 事　業　所　名
2008.11 末　廣　　　孝 浅　利　美恵子 福　田　孝　司 共同配管工業㈱

吉　田　　　徹 ㈱山三ふじや
郡　山　浩　司 ㈱協栄土建
後　藤　和　己 ㈱カミノ
橋　本　昌　幸 古谷商事㈱

2009.11 岩　崎　暉　久 榊　原　　　潤 下　向　安　二 千歳交通㈱
野　田　宣　徳 千歳交通㈱
増　子　　　正 千歳交通㈱
梅　川　敏　行 協業組合カンセイ
菅　原　英　男 千歳交通㈱
宮　内　　　茂 ㈱山三ふじや

2010.11 佐々木　金治郎 村　上　倫　行 渋　田　小百合 ㈱村上組
道　端　　　司 共同配管工業㈱
田　澤　則　子 千歳豊友会病院
高　岡　　　稔 千歳商工会議所
前　川　博　子 千歳印刷㈱

永年勤続従業員表彰 担当　職業奉仕委員会　
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2011.11 今　村　靜　男 大　澤　雅　松 石　鉢　和　博 千歳交通㈱
和　田　功　二 ㈱山三ふじや
塩　田　啓　子 千歳印刷㈱
古　谷　智　志 ㈱山三ふじや

2012.11 村　田　研　一 福　田　武　男 鈴　木　裕　介 ㈱山三ふじや
山　口　　　斉 千歳交通㈱
國　廣　英　樹 ㈱山三ふじや
菱　　　希　望 千歳交通㈱
橋　本　光　代 医療法人社団　北楡会

2013.11 川　端　　　清 浅　利　美恵子 佐　藤　幹　樹 千歳交通㈱
熊　谷　信　廣 千歳交通㈱
松　尾　　　充 千歳交通㈱
小　林　正　明 ㈱山三ふじや
島　田　明　美 千歳印刷㈱

2014.11 藤　本　敏　廣 浅　利　美恵子 安　澤　麻衣子 ㈱山三ふじや
堀　　　弥　生 ㈱山三ふじや
五十嵐　聖　美 ㈱山三ふじや
菱　　　一　輝 ㈱山三ふじや
田　中　五　月 医療法人社団　北楡会

2015.11 沼　田　常　好 菅　原　正　行 北　村　三三男 キリンビール㈱北海道千歳工場
村　井　敏　弘 キリンビール㈱北海道千歳工場
青　木　光　則 キリンビール㈱北海道千歳工場
鈴　木　　　正 キリンビール㈱北海道千歳工場
五十嵐　　　聡 キリンビール㈱北海道千歳工場
塚　崎　　　豊 キリンビール㈱北海道千歳工場
下口谷　　　博 キリンビール㈱北海道千歳工場
脇　　　厚　司 キリンビール㈱北海道千歳工場
奥　山　信　男 キリンビール㈱北海道千歳工場
細　田　一　彦 キリンビール㈱北海道千歳工場

2016.11 大　西　信　也 斉　藤　えみこ 髙　田　進　一 キリンビール㈱北海道千歳工場
安　保　　　貢 キリンビール㈱北海道千歳工場
遠　藤　由　美 キリンビール㈱北海道千歳工場
埜　本　昌　志 キリンビール㈱北海道千歳工場
石　川　勇　人 千歳商工会議所
辻　川　智　樹 ㈱山三ふじや

2017.11 瀧　澤　順　久 阿　部　正　信 栗　田　清　志 キリンビール㈱北海道千歳工場
小野寺　　　守 ㈱丹治秀工業
茶立場　龍　一 ㈱山三ふじや
佐々木　輝　彦 千歳交通㈱
関　本　　　功 千歳交通㈱
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職　場　訪　問

年 月 日 委 員 長 訪　問　先 施設内容 会 員 名

2008.09.16 浅　利　美恵子
カルビー㈱北部カンパニー
千歳工場

菓子製造

2008.12.11 ミツミ電機㈱千歳事業所 電子部品製造

2009.02.05 駒そば亭
地域活性化事業
施設

武　石　忠　俊

2009.04.16
北海道電力㈱
苫東厚真火力発電所

火力発電所 尾　﨑　伊智朗

2009.07.23 榊　原　　　潤 ポスフール千歳店 総合デパート

2009.09.10 アウトレットモール・レラ
アウトレット物品
販売施設

入　江　武　人

2009.10.29
岩塚製菓北海道事業部
千歳工場

菓子製造

2011.03.31 村　上　倫　行 ㈱ヤング・ライン 清涼飲料製造 佐　藤　彰　二

2011.11.10 大　澤　雅　松 ㈱デンソーエレクトロニクス
車載用半導体
製品製造

2012.11.22 福　田　武　男 北海道空港㈱ 新千歳空港施設

2014.04.24 浅　利　美恵子 真光寺 浄土真宗大谷派 阿　部　正　信

2014.11.20 アウトレットモール・レラ
アウトレット物品
販売施設

粟　津　義　幸

2015.02.12 駒そば亭
地域活性化事業
施設

武　石　忠　俊

2015.03.19 フジボウル ボウリング場 村　上　倫　行

2015.05.28 ミルティーロ ジェラート製造 加　藤　輝　明

2016.12.08 斉　藤　えみこ キリンビール㈱千歳工場 ビール製造 名　川　　　誠

2017.10.12 阿　部　正　信 北海道ガス㈱千歳支店 都市ガス販売 高　橋　憲　司

2018.04.12 ㈱デンソー北海道
車載用半導体
製品製造

根　橋　聖　治

担当　職業奉仕委員会　
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会員職場例会会場

施　設　名 業　種 利 用 用 途 会　員　名

ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
（ザパークバー、アストラル含む）

ホテル 例会場・夜間例会 落　合　和　昭

キリンビール㈱北海道千歳工場
ビアレストラン・ハウベ

レストラン 夜間移動例会 櫻　井　　　隆

丸駒温泉㈱支笏湖丸駒温泉旅館 温泉旅館 夜間移動例会 佐々木　義　朗

㈱マリアージュインベルコ
千歳支社ベルクラシックリアン

総合結婚式場
新年交礼会
夜間移動例会

今　野　良　紀

駒そば亭 飲食業
昼移動例会
夜間移動例会等

武　石　忠　俊

フジボウル ボウリング場 夜間移動例会 村　上　倫　行

レストランインター レストラン
夜間移動例会
ローターアクト例会場

瀧　澤　順　久

オレンジホール クラブ 夜間移動例会 藤　本　敏　廣

フジパークゴルフ場 パークゴルフ
パークゴルフ会
夜間移動例会

藤　本　敏　廣

シャムロックカントリークラブ ゴルフ場 木曜会 武　石　忠　俊

ちとせインターゴルフクラブ ゴルフ場 木曜会 瀧　澤　順　久

担当　親睦活動委員会・職業奉仕委員会・木曜会　

例会場であった「レストラン西洋軒」

創立当時の例会場

「レストラン西洋軒」

　1968年４月26日設立総会において例
会場を「レストラン西洋軒」と決定した。
　しかし会員の増加、車利用会員増加な
どで駐車場確保が困難となり、1997年６
月19日「西洋軒さよなら例会」を最後に
例会場を千歳全日空ホテルにロータリー
事務局とともに移転した。
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ロータリー財団

区　分

年度別
クラブ表彰 ポール・ハリス・

フェロー
マルチプル・ポール・

ハリス・フェロー

2008 ～ 09年度 酒　井　　　宏 末　廣　　　孝
瀧　澤　順　久
本　宮　輝　久

2009 ～ 10年度 今　村　靜　男 瀧　澤　順　久
川　端　　　清 岩崎　暉久　⑵

中村　堅二　⑵
中山　和朗　⑵

2010 ～ 11年度 佐々木　　　昭
平　間　和　弘
藤　本　敏　廣
本　宮　輝　久
佐々木金治郎　⑵
丹治　秀一　⑶

2011 ～ 12年度 浅　沼　廣　幸
瀧澤　順久　⑵
本宮　輝久　⑵

2012 ～ 13年度 今　野　良　紀 五十嵐　　　宏
髙　橋　　　都 村　上　倫　行

村田　研一　⑵
瀧澤　順久　⑷

2013 ～ 14年度 川　端　　　清
長澤　邦雄　⑵

2014 ～ 15年度 浅　利　美恵子 大　西　信　也
五十嵐　桂　一 川端　　清　⑷
加　藤　輝　明 藤本　敏廣　⑵
藤　川　俊　一 瀧澤　順久　⑸

（福　田　裕　子） 福田　武男　⑹
2015 ～ 16年度 大　澤　雅　松 （福　田　裕　子）

榊　原　　　潤 末廣　　孝　⑵
川端　　清　⑷
瀧澤　順久　⑹
福田　武男　⑻

担当　ロータリー財団委員会　
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10年間の記録第3部

米山記念奨学会

年　　度 ク ラ ブ 受 賞 個 人 受 賞
2008 ～ 09年度 米山功労クラブ（６回目） 浅　沼　廣　幸（米山功労者１回目）

中　山　和　朗（米山功労者２回目）
藤　本　敏　廣（米山功労者３回目）
福　田　武　男（米山功労者13回目）

2009 ～ 10年度 瀧　澤　順　久（米山功労者１回目）
2010 ～ 11年度 該当者なし
2011 ～ 12年度 瀧　澤　順　久（米山功労者２回目）
2012 ～ 13年度 瀧　澤　順　久（米山功労者３回目）

福　田　武　男（米山功労者14回目）
2013 ～ 14年度 米山功労クラブ（７回目） 該当者なし
2014 ～ 15年度 該当者なし
2015 ～ 16年度 村　上　倫　行（米山功労者１回目）
2016 ～ 17年度 長　澤　邦　雄（米山功労者４回目）

福　田　武　男（米山功労者15回目）
※メジャードナー

2017 ～ 18年度 今　野　良　紀（米山功労者１回目）
福　田　武　男（米山功労者16回目）

※メジャードナー

担当　米山記念奨学委員会　

2016 ～ 17年度 佐　藤　晴　一 五十嵐　桂　一
村田　研一　⑵

（福田　裕子）⑵
川端　　清　⑸
瀧澤　順久　⑺

福　田　武　男
（メジャードナー）

2017 ～ 18年度 沼　田　常　好 今　村　靜　男
加　藤　輝　明
今　野　良　紀
藤　川　俊　一

（福田　裕子）⑶
瀧澤　順久　⑻

福　田　武　男
（メジャードナー）
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交換留学生高畠すみれさん、フィンランドより帰国
（2008/08/02）

ゴスペル歌手 kiki さん、紫明女子学院でコンサート
（2008/07/27）

市制施行50周年を祝う市民の集いを市内５クラブ
協働で約1,000人を招き開催（08/09/06）

交換留学生アカキ・クーメリ君、通常例会で帰国挨拶
（2008/08/07）

千歳ローターアクトクラブが３クラブ共同提唱へ
共同認証式（08/12/06）ガバナー公式訪問、クラブ協議会を開催

（08/10/30）

５クラブ交流チャリティーゴルフ＆懇親会を開催
（09/06/19）北電厚真発電所を例会で視察（09/04/16）

写真で見る10年



144

10年間の記録第3部

アウトレットモール・レラでの移動例会開催
（09/09/10）千歳市民納涼盆踊り会場での「盆踊り例会」開催

（09/08/21）

岩塚製菓での移動例会開催（09/10/29）丸駒温泉での夜間移動例会を開催（09/09/17）

ＧＳＥスウェーデンチームが来訪、歓迎例会を開催
（10/04/08）

電気自動車についての卓話後、試乗会を開催
（10/02/18）

富士山空港開港記念に伴う歓迎例会を開催
静岡・掛川グリーンＲＣ来千（10/05/13）

友好クラブ神戸南ＲＣとの親睦ゴルフコンペ開催
（10/04/15）

写真で見る10年
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早朝例会：千歳神社例大祭後の清掃（10/09/04）「第１回交友会」木曜会ゴルフコンペ開催
（10/08/19）

地区年次大会へ参加（札幌）（10/10/17）全国交通安全運動「セーフティコール」参加
（10/09/21）

クリスマス家族会を開催（10/12/16）
丸駒温泉での夜間移動例会開催（10/11/04）

引継ぎの為の新旧三役会を開催（11/06/28）第２回炉辺談話を開催（11/05/12）

写真で見る10年
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10年間の記録第3部

ガバナー公式訪問・クラブ協議会を開催
（11/08/18）

「私達は忘れない　東日本大震災」街頭啓発・募金
活動の実施（11/07/11から毎月11日実施）

友好クラブ：神戸南ロータリークラブ来千夜間例会
を開催（11/09/29）

支笏湖を「歩こうか会」開催（11/09/22）

長沼ＲＣ創立20周年記念式典に参加（11/11/20）

デンソーエレクトロニクスでの企業訪問例会を開催
（11/11/10）

新千歳空港で東日本大震災募金活動を実施
（12/03/11）「絆で結ぶ♥あったか千歳」事業開催（12/03/11）

写真で見る10年
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由仁ＲＣ創立20周年記念式典に参加（12/09/09）
ガバナー公式訪問、佐々木昭パスト会長が

第７グループガバナー補佐に就任（12/07/19）

地区年次大会へ参加（静内）（12/10/14）

45周年記念事業として。グリーンベルトに
桜を植樹・記念碑を建立（12/09/20）

千歳商工会議所主催優良・永年勤続従業員表彰式に
おいてロータリー会長賞を授与（12/11/23）

新千歳空港「万葉の湯」で夜間移動例会を開催
（12/11/22）

第25回第７グループＩＭをホスト開催
（13/03/17）

千歳市へがん予防の為の寄付金を贈呈
（12/02/06）

写真で見る10年
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10年間の記録第3部

千歳プロバスクラブの例会へ参加（13/08/06）ガバナー公式訪問・クラブ協議会を開催
（13/07/25）

友好クラブ：神戸南ロータリークラブをお招きして
の夜間例会を開催（13/09/19）

千歳ローターアクトクラブの露店を支援
（13/08/20）

分収造林「ロータリーの森林」での早朝移動例会を
開催（13/10/31）

地区年次大会へ参加（江別）（13/10/20）

年度の最後の活動となる「さよなら例会」を開催
（14/06/26）真光寺で夜間移動例会を開催（14/04/24）

写真で見る10年
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「ロータリーデー」に向けての野菜の収穫（14/09/04）

千歳市民納涼盆踊り会場での夜間移動例会開催
（14/08/20）

丸駒温泉での夜間移動例会を開催（14/10/16）

「ロータリーデー」夜間移動例会開催（14/09/18）

アウトレットモール・レラで夜間移動例会を開催
（14/11/20）

友好クラブ：神戸南ロータリークラブへ訪問
（14/10/26 〜 28）

早朝例会でＡＮＡクラウンプラザホテル前から千歳
駅まで会員で清掃奉仕活動（15/04/02）駒そば亭で昼移動例会を開催（15/02/12）

写真で見る10年
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10年間の記録第3部

千歳ローターアクトクラブがホストを務める
第43回地区協議会に参加（15/09/05）

キリンビアレストランハウベで夜間移動例会を開催
（15/07/16）

ガバナー公式訪問・クラブ協議会を開催
（15/09/24）

友好クラブ：神戸南ロータリークラブ来千夜間例会
を開催（15/09/10）

沢山のご来賓をお招きし、新年交礼会を開催
（16/01/07）河畔公園に桜の木を植樹する昼移動例会を開催（15/11/05）

年度の最後の活動となる「さよなら例会」を開催
（14/06/30）

分収造林「ロータリーの森林」での早朝移動例会を
開催（16/06/02）

写真で見る10年
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盆踊り会場でのポリオ募金活動
（セントラルＲＣ合同）（16/08/19）

ガバナー公式訪問・クラブ協議会を開催（16/07/28）

神戸南ロータリークラブ友好クラブ締結10周年、神戸空
港開港10周年を記念して、掛け時計を寄贈（16/10/30）

「千歳川桜プロジェクト」６団体合同懇親会を開催（16/10/14）

昼移動例会でキリンビール千歳工場を見学（16/12/08）

「千歳川桜プロジェクト」植樹会を実施（16/11/12）

「百年記念の森」での早朝移動例会を開催（17/05/11）駒そば亭で夜間移動例会を開催（17/03/16）

写真で見る10年
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10年間の記録第3部

50周年記念事業として車椅子100台を千歳市
の各施設へ寄贈（17/09/15）

ＡＮＡハスカップガーデンで夜間移動例会開催
（17/07/20）

早朝ＲＣ活動で「ロータリーの森林」の樹木の成長
を昇降機に乗って計測する瀧澤会長（17/10/05）

神戸南ロータリークラブ来千歓迎会を開催
（17/09/20）

北ガスフレアスト千歳で「男の料理教室」を開催
（17/10/12）

第30回第７グループＩＭをホスト開催
（由仁ＲＣ合同）（18/06/02）

50周年記念事業で子育て支援センターに
大型遊具を寄贈（17/12/21）

写真で見る10年
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第 ４ 部

千歳ローターアクトクラブの
誕生と30年

千歳ローターアクトクラブ創立30周年記念式典
2018年５月19日　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

式　典　次　第

13：00～ 受付

14：00～ 記念式典（場所：ＡＮＡクラウンプラザ千歳）

 １．点　　鐘   .........................................................................................................  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 ２．開会宣言   .........................................................................................................  創立30周年記念式典実行委員長　佐々木　文　也
 ３．国歌・ローターアクトソング斉唱

 ４．来賓紹介   .........................................................................................................  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 ５．参加ロータリークラブ紹介   ..................  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 ６．参加ローターアクトクラブ紹介   .......  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 ７．式　　辞   .........................................................................................................  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 　　　　　　 創立30周年記念式典実行委員長　佐々木　文　也
 ８．提唱ロータリークラブ会長挨拶   .............................................   Ｒ .Ｉ.第2510地区会長　瀧　澤　順　久　様

 　　　　　　　　　　　　　　　 Ｒ.Ｉ.第2510地区ガバナーエレクト　小　山　　　司　様

 　　　　　　　　　　　　　　　 Ｒ.Ｉ.第2510地区ＲＡ委員長　川　下　和　光　様

 10．祝電披露

 11．提唱ロータリークラブ感謝状贈呈

 12．記念事業発表

 13．閉会宣言   .............................................................................................................  創立30周年記念式典実行委員長　佐々木　文　也
 14．点　　鐘   .............................................................................................................  千歳ローターアクトクラブ会長　村　山　はるか
 諸事連絡

15：30～ 記念プログラム（場所：ＡＮＡクラウンプラザ千歳）

 記念プログラム「和菓子作り体験」

18：00～ 祝賀会（場所：ＡＮＡクラウンプラザ千歳）

 １．挨　　拶   .............................................................................................................  創立30周年記念式典実行委員長　佐々木　文　也
 ２．乾　　杯

 ３．祝　　宴

 ４．手に手つないで

 ５．挨　　拶   ..............................................................................................................................  Ｒ .Ｉ.第2510地区ＲＡ代表　山　下　彩　夏　様

20：30～ 二次会（場所：ＴＯＮ80）
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国歌・ローターアクトソング斉唱

君が代は　千代に八千代に
さざれ石の　いわおとなりて
こけのむすまで

君 が 代

世界は広し　われらは若し
いのちの限り　誇りに生きん
熱き血糊を　誠と愛に
そぞぎつくして　悔いあるべきや
ローターアクト　ローターアクト
われら若人
ローターアクト　ローターアクト
若さ燃ゆるよ

作詞：東京ＲＣ
作曲：矢野　一郎

ピアノ：東京銀座ＲＣ
伴奏編曲：服部　　正

ローターアクトの歌
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

【国際ロータリー第２５１０地区】
■千歳ロータリークラブ

◎瀧澤　順久 ○大澤　雅松 ●喜多　康裕 　佐藤　秀雄 　福田　武男
　浅利美恵子 　五十嵐桂一 　五十嵐　宏 　伊藤　一三 　内川　重之
　遠藤　晴美 　大西　信也 　岡崎　　進 　岡田　信行 　落合　和昭
　川端　　清 　木村　聡史 　今野　良紀 　塩澤　寛子 　末廣　　孝
　高橋　憲司 　武石　忠俊 　沼田　常好 　馬場　伸裕 　羽生　伴子
　藤川　俊一 　前田　浩志 　宮川　浩一 　村田　研一 　山中　正一
　吉岡　　毅 　安達　正子 　阿部　正信 　荒　　洋一 　稲川　和伸
　今村　静男 　小笠原　良 　小畑　　彰 　甲斐くり子 　加藤　輝明
　菊地　　稔 　木村　榮治 　斉藤えみこ 　齊藤　博徳 　榊原　　潤
　櫻井　　隆 　佐々木義朗 　佐藤　晴一 　菅原　正行 　武石　考司
　玉山　敬吏 　丹治　秀一 　長澤　邦雄 　中山　和朗 　南雲　州治
　根橋　聖治 　野寄　豊文 　馬場　正憲 　林　　　貴 　林　　俊樹
　羽山　昇蔵 　平間　和弘 　藤本　敏廣 　三上　　洋 　牟田　裕一
　村上　倫行 　村松　繁克 　村松　英明 　吉本　　修

■恵庭ロータリークラブ
◎横手　義信 ●弘中司嘉子 　水野　　凡 　大場　優光 　尾谷　敏利
　小野田正和 　久野　　等 　齋藤　茂生 　白鳥　洋子 　舘内　正子
　西村　英晃 　三浦　孝治 　ファム テュ フォン 　秋山　有洋 　姉崎　敏一
　石川　俊則 　伊藤　光司 　岩下　則雄 　大川　健一 　大川　武志
　掃部　　晃 　川口　了久 　川原　光男 　菊池　勝利 　日下　健三
　工藤　拓己 　作田　貴幸 　櫻田　弦樹 　鈴木伊左男 　鈴木　　毅
　鈴木　忠治 　高田　英季 　竹田　一則 　堤　　由延 　敦澤　君治
　中川　富雄 　中里　邦治 　野口　宗英 　野呂　雅樹 　濱田　　誠
　早瀬　源一 　弘中　正利 　福田　　悟 　前田　利和 　宮内　光則
　村上　利雄 　村本　満男 　山澤　興治 　山口幸一郎 　鷲田　正昭

ご参加名簿

（敬称略）

国際ロータリー第2510地区 ガバナーエレクト　小　山　　　司（札幌ＲＣ）
 ガバナーノミニー　福　田　武　男（千歳ＲＣ）
 副代表幹事　石　山　嘉　治（森 Ｒ Ｃ）
 地区ローターアクト委員長　川　下　和　光（森 Ｒ Ｃ）

ご来賓御芳名

ご参加ロータリークラブ御芳名
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【国際ロータリー第２５００地区】
■稚内ローターアクトクラブ

●早崎　怜央 　北崎あずさ 　越田　華鈴 　佐藤　竜次 　藤田　貴大
【国際ロータリー第２５００地区】
■赤平ローターアクトクラブ

　山下　彩夏 　石川　　樹 　小野寺知香 ◎長谷川大介 　武田　洋平
■札幌幌南ローターアクトクラブ

◎深貝友香梨 　伊東かほり 　上浦由梨子 　三浦　幸恵
■千歳ローターアクトクラブ

◎村山はるか ○寺西　理紗 　佐々木文也 　森　　琢哉
　汪　　可怩（ＯＧ） 　北村　秀美（ＯＧ） 　白木　郁江（ＯＧ）

※　◎会長　○副会長　●幹事

※　◎会長　○副会長　●幹事

参加ローターアクトクラブ

■千歳セントラルロータリークラブ
◎四方　信次 　関根　　悟 　菅原百合子 　笹谷　俊尚 　臼田　　暢
　大下　和志 　羽生　有三 　高塚　信和 　田口　　廣 　黒坂　幸子
　坂井　　治
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

日程：2018年（平成30年）５月19日（土）
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

平成30年５月19日ＡＮＡクラウ
ンプラザホテル千歳において千
歳ローターアクトクラブは30周
年記念式典を執り行いました。

千歳ローターアクトクラブ創立３０周年
記念式典・祝賀会
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開会を待つアクトメンバー

緊張気味の会長と実行委員長

式典前
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

会長挨拶

創立30周年実行委員長挨拶

　皆様、本日はご来場いただき誠にありがとうござい
ます。
　千歳ローターアクトクラブは、ご来賓の皆様・提唱
ロータリークラブの皆様・ＯＢＯＧの皆様の日々のご
協力をいただき、この度、創立30周年を迎えることが
できました。心より御礼申し上げます。

　今回の記念式典に向けて、打ち合わせを行ってきました。また、私を含め経験の浅いメンバー
が多く、更には動けるメンバーの少ない中での準備だったため、ご案内を始めといたしました連
絡など、ご迷惑をおかけしました事を、お詫び申し上げます。しかしながら、こういった経験を
含めまして次への一歩とし、成長に繋げていきたいと思っておりますので、どうか皆様、温かい
目で見守っていただけますと幸いです。
　ここで、今回の記念式典のテーマについてご説明させていただきたいと思います。Continue 
The Story ～未来へ～というテーマは、よくゲーム等で一度負けたりしたところから続けてプレ
イしたいときに使う「コンテニュー」という単語と、アクトの活動を「ストーリー」という単語
に置き換え、繋げることで「これからも千歳ローターアクトクラブの活動は続いていく」という
願いを込めてつけられました。
　最後になりますが、当クラブが創立30周年を迎えるにあたり、これまで関わってくださった皆
様に感謝申し上げ、挨拶とかえさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

創立 30 周年実行委員長　佐々木　文　也　

　皆様、本日はご来場いただき誠にありがとうござい
ます。
　千歳ローターアクトクラブは1988年（昭和63年）に、
創立会員21名をもって誕生しました。
　それ以来、地域社会・国際社会のあらゆるニーズに

取り組みながら、スポンサーであるロータリークラブ、アクトのＯＢＯＧの皆様、他の地区のロー
ターアクトクラブの方々と親睦を深め、協力し合い、様々な活動に取り組んできました。
　活動の中で、自身のスキルアップ、人間性のレベルアップ等、ローターアクトクラブとは、自
己成長ができる場であるということも、忘れてはいけない事だと思います。
　仲間と共に、競い合い、助け合い、ここまでの歴史を作り上げてきたのではないか、そして今
後も作り上げて行くのだと思っています。最後になりますが、当クラブが創立30周年を迎えるに
あたり、この様に多くの皆様に参加しお祝いいただけることに感謝し挨拶とかえさせていただき
ます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

会　長　村　山　はるか　
千歳ローターアクトクラブ

記念式典
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提唱ロータリークラブ
会長挨拶

来賓挨拶

会　長　瀧　澤　順　久　様

　小　山　　　司　様

　川　下　和　光　様

千歳ロータリークラブ

ＲＩ第 2510 地区
　　ガバナーエレクト

ＲＩ第 2510 地区
　　ローターアクト委員長
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

提唱ロータリークラブへ
感謝状贈呈

千歳ロータリークラブへ

恵庭ロータリークラブへ

千歳セントラルロータリークラブへ

閉会宣言
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和菓子職人と一緒に上和生の製造体験をしました！

美味くできました！　山下　彩夏　地区代表

衛生第一　皆さん似合っています！

プロ並み!?

乾杯の御発声

ガバナーノミニー　福　田　武　男　様
ＲＩ第 2510 地区

記念プログラム「和菓子作り体験」

記念プログラム

記念祝賀会
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

締め

懇親会の様子

ビンゴゲーム大会の様子

会長　四　方　信　次　様
千歳セントラルロータリークラブ
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　千歳ローターアクトクラブは1988年６月11日に北海道15番目のクラブとして誕生した。提唱ク
ラブは千歳ロータリークラブであり、1988年５月12日にＲＩより設立証明書が交付された後、６
月11日にチャーターメンバー21名が参加して「千歳ローターアクトクラブ設立証明書伝達式」が
行われた。

　すでにご存知のように、1960年代に入って
から“ロータリーは青少年の能力を開発する
力を十分に発揮していないのではないか？”
という疑問が多くの世界のロータリアンから
寄せられるようになった。これに対処するた
め､「個々の青年男女の能力開発に当たって
役に立つ知識や技能を高め、それぞれの地域
社会における物質的あるいは社会的ニーズと
取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の
人々の間によりよい信頼関係を推進する機会

を提供する」という目的でローターアクトクラブが1968年に設立された。
　この1968年は奇しくも提唱クラブである私たちの千歳ロータリークラブが発足した年である。
千歳ロータリークラブでは創立20周年を記念して、髙慶繁博社会奉仕委員会委員長と末廣 孝青少
年委員会委員長を中心として千歳ローターアクトクラブ設立の道筋を作った。

伊藤ＲＡ初代会長が武石千歳ＲＣ会長と握手

千歳ローターアクトクラブ設立証明書伝達式で挨拶をする伊藤嘉浩会長

千歳ローターアクトクラブの誕生と30年
～北海道では15番目のクラブ。３クラブ提携による活動へ～
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

　（以下、ロータリークラブ、ローターアクトクラブを、それぞれＲＣ、ＲＡＣと略記）
　1976年 6月  千歳ＲＣ・チャーターメンバー浅利作造が第４回ＲＩ第351地区ＲＡＣ年

次大会で結成の必要性を強調
　1987年 8月  250地区ＲＡ委員長・井倉氏、美幌ＲＡＣ会長・向野（ひがの）氏､ ＲＡ地

区代表・深田氏の指導を受ける
 9月 3日 青少年フォーラム「ローターアクトクラブ提唱について」開催（末廣　孝

委員長）ゲスト：ＲＡＣ地区代表　常盤美恵子氏（札幌大学ＲＡＣ）
 10月 25日 坂本　忠地区ガバナー（札幌）が地区大会で「千歳ＲＣが提唱し、千歳Ｒ

ＡＣが産声を上げつつあり、健全な誕生を」と紹介
 11月 12日 坂本　忠地区ガバナー（札幌）公式訪問時に「武石年度内に誕生を｣ と末

廣青少年委員長が確約
　1988年 2月 25日 千歳ＲＣ例会で、①３月初めにＲＡＣ設立についての委員会を開催　②18

～ 28歳までの方の推薦を要請
 3月 31日 入会予定者10名確保。「目標20名確保」と会員に再度要請
   来道中のＲＩ会長　チャールズ・Ｃ・ケラー氏が千歳空港から帰国時、武

石忠俊20代会長らが見送り、その際、同行した坂本地区ガバナー（札幌）
が「千歳ＲＡＣが年内に誕生」と紹介

 4月 6日 地区ＲＡＣ委員長　宮沢　正（札幌北）とＲＡ地区代表　常盤美恵子氏が
来訪され、ＲＡＣ結成準備を指導　入会予定者13名

 4月 7日 武石忠俊会長が「千歳ＲＣ創立20周年記念式典でＲＡＣ誕生を紹介する」
と発表　末廣　孝青少年委員長が「現在、入会予定者14名、発足時までに
は20名にしたい」と協力要請

 4月 17日 千歳ＲＣ創立20周年記念式典で「地区ＲＡＣ委員長　宮沢　忠氏の指導に
より、千歳ＲＡＣのキーメンバーを紹介するに至った」と発表

 4月 28日 ＲＡＣ入会予定者15名が参加して第１回会議を開催
 5月 12日 ＲＡＣ設立準備会入会予定者16名が参加して第２回会議を開催

【役員予定者】 会長：伊藤嘉浩　副会長：白木美和子　幹事：五十嵐桂一
 会計：中島明美　理事：髙慶美和・渋谷　剛・髙田夕子

【会員】 三浦友恵・河野裕喜・藤松浩司・山田　茂・種川まゆみ・松村義実・
 比原美和子・長谷川雅子・寺田隆徳　以上16名

 5月 13日 地区ガバナー　坂本　忠氏（札幌）がＲＩに千歳ＲＡＣ申請のために渡米
し、直接、書面提出

   ５月12日付で千歳ＲＡＣ証明書発行、正式承認
 5月 18日 千歳ＲＡＣ設立に伴い、地区ＲＡ委員長　宮沢　正氏（札幌北）より30万

円の寄贈受け、地区から17万円相当の備品等の支援受ける
 5月 19日 千歳ＲＣ例会において齊藤公彦ＰＣより「ＲＡＣ誕生と惜しみない協力を」

｢ＲＡＣの火を消さないように」との協力要請あり
 5月 21日 新旧理事会でＲＡＣ結成の経緯について報告　６月11日、証明書伝達式挙

行予定
 5月 22日 第16回ＲＡ協議会開催　入会予定者７名とＲＣ会員５名が参加

千歳ローターアクトクラブ誕生までの軌跡
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 5月 25日 ＲＩより千歳ＲＡＣ設立証明書（1988年５月12日付）を郵送受理
 5月 26日 武石会長から国際ロータリー日本支局奉仕室・伊藤義久室長からの千歳Ｒ

ＡＣ結成のお祝い文書受理の報告あり　６月11日、千歳ＲＡＣ設立証明書
伝達式式典及び祝賀会開催

   チャーターメンバー：21名、提唱クラブ：千歳ＲＣ、北海道15番目誕生、
千歳ＲＣ創立20周年記念事業の一環として設立

青木ひとみ・五十嵐桂一・伊藤嘉浩・河野裕喜・木村聡史・渋谷　剛・白木美和子・杉村龍生・
高田夕子・髙慶美和・高畠　裕・種川まゆみ・寺田隆徳・中島明美（恵庭）・長谷川雅子・
比原美和子・藤松浩司・松村義実・三浦友恵（苫小牧）・山田　茂・渡辺八智代

以上21名（カッコ書き以外は千歳）

チャーターメンバー（五十音順）

チャーターメンバーの皆さん
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

2008－09年度
◆「千歳セントラルＲＣが正式提唱」
　　12月16日「千歳セントラルＲＣクリスマス家族会」場所：ホテル日航千歳において、千歳

セントラルＲＣが正式に提唱クラブとなり提唱式が行われた。
　会員数18名

2009－10年度
◆アジア第一ゾーンローターアクト代表者会議に参加！
　　９月19日（土）、『メイプルイン幕張』にて国際ロータリー第2790地区ローターアクトがホ

ストの第10回アジア第一ゾーンローターアクト代表者会議に参加。
◆環境フェアに参加！
　　10月17日（土）場所：千歳市民文化センター
　　千歳セントラルＲＣの参加事業にブースを一部借りて参加。エコキャップをご持参頂いた方

には、千歳セントラルＲＣの「ふれあい農園」直送のじゃがいもをプレゼント。
◆北海道交流会を開催！
　　第2500地区と第2510地区のローターアクトクラブが一堂に集まる北海道交流会が11月22日
（日）と23日（勤労感謝の日）の２日間にわたって、千歳市内で開催。22日は、エアポートホ
テルアネックスを会場に、式典とプログラム（ペットボトルロケットづくり）、懇親会を行い、
ベルクラシック・リアンに会場を移して２次会を開いて親睦交流を深めた。

　　23日には千歳市東丘の北海道箱根牧場で、ペットボトルロケットを打ち上げた。
◆米山梅吉記念館訪問（静岡県）
　　千歳セントラルＲＣの皆様と、千歳ＲＣからは齊藤会員、羽芝会員、丹野会員が同行。２日

目には長泉ＲＣの創立25周年の記念例会にも出席、米山梅吉のお墓参りに行く。

2010－11年度
◆読み聞かせ事業
　　昨年から行っている市からの委託事業でもある大型絵本等の「読み聞かせ」の今年度第１回・

２回目を千歳市内保育所にて行う。

2011－12年度
◆東日本大震災の被災地への地区ローターアクト現地視察
　　地区ローターアクト委員会蛯名副委員長（札幌幌南ＲＣ）が主催で、千歳ローターアクトク

ラブ西村副会長、赤平および札幌幌南から各１名の合計３名が参加し、10月８日（土）から10
日（月）の日程で被災地の現地視察とローターアクトクラブとの交流会を開催。

◆会員増強のための打ち合わせ会を開催
　　６月19日（火）、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳多目的ルームにおいて千歳ローターアク

トクラブの喫緊の課題である「会員増強のための打ち合わせ会」を開催。

2012－13年度
◆「社会福祉功労賞〜ボランティア功労」を受賞！
　　千歳ローターアクトクラブが２月16日（土）、千歳市民文化センターで開かれた千歳市社会

福祉大会において「社会福祉功労賞～ボランティア功労」を受賞。

千歳ローターアクトクラブ10年の動き



169

2013－14年度
◆2510地区ローターアクトの交流キャンプ
　　７月26日（金）、27日（土）　洞爺湖一周。
　　洞爺湖をゴミ拾いし、歩きながら一周。
◆第12回北海道ローターアクト交流会 in 芦別に参加
　　10月５日（土）～６日（日）芦別温泉スターライトホテルにて開催された「2013−14  第12

回北海道ローターアクト交流会 in 芦別」に参加。
◆赤松林太郎チャリティーピアノコンサートを開催
　　12月９日（月）、東日本大震災復興支援、赤松林太郎チャリティーピアノコンサートを開催。

2014－15年度
◆札幌幌南創立40周年記念式典、ローターアクト研修会・福島県（３月）に参加

2015－16年度
◆国際ロータリー第2510地区ローターアクト第43回地区協議会 in 千歳市
　　９月５日（土）、北ガス文化ホール・ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳にて開催された、国

際ロータリー第2510地区ローターアクト第43回地区協議会をホスト。
◆海外研修
　　１月　研修先：台湾　参加：５名
◆第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議に参加
　　３月30日（水）、京都で開催された第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回アジア太

平洋地域ローターアクト会議に千歳からは北村直前会長、吉岡会員の２名で参加。
◆初めての試みである国際フードパーティ in 千歳 FOOD PARTY を実施！
　　５月29日（日）、北ガス文化ホール調理室にて初めての試みである国際フードパーティ in 千

歳を実施する。

2016－17年度
◆国際ロータリー第2510地区ローターアクト、第１回会長幹事会に参加
　　７月10日（日）、国際ロータリー第2510地区ローターアクト、第１回会長幹事会に千歳ロー

ターアクトクラブから吉岡会長・鳥越幹事の２名が参加。　会場：北海道クリスチャンセン
ター

◆国際ロータリー第2510地区　地区大会に参加
　　10月２日（日）、2510地区大会に千歳ローターアクトクラブから吉岡会長、汪直前会長が参

加。
◆初の試みとなるチャリティフリマ実施！
　　５月20日（土）、グリーンベルト春まつり会場にて初の試みとなるチャリティフリマを実施。

募金活動とチャリティフリマの売上の合計売上金22,734円を千歳ＲＣを通してポリオ・プラス
基金へと寄付。

　　チャリティフリマの活動の様子が千歳民報の紙面に掲載、千歳ローターアクトクラブと千歳
ママ友の会の活動のＰＲにも繋がる。

2017－18年度
◆北海道ローターアクト交流会をホストとして参加（11月18日〜 19日）
◆千歳ローターアクトクラブ30周年記念式典・祝賀会を開催する！（５月19日）
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千歳ローターアクトクラブ誕生と30年第4部

千歳ＲＡＣ小史
2008－09年度（渡邊　陽介　会長）
 7月 10日㈭ 第１回定例会　㈱ちとせインターゴルフ
  13日㈰ おんこ祭（恵庭ＲＣ）　サッポロビール
  24日㈭ 合同移動例会　チケット販売（千歳ＲＣ）　キリンビール
   合同移動例会　チケット販売（恵庭ＲＣ）　キャッスル恵庭
   合同移動例会　チケット販売（千歳セントラルＲＣ）　ホテル日航千歳
 8月 14日㈭ 第２回定例会　㈱ちとせインターゴルフ
  20日㈬ 千歳市民納涼盆踊り　出店　グリーンベルト
  28日㈭ 第３回定例会　盆踊り出店報告　㈱ちとせインターゴルフ
 9月 1日㈪～ 3日㈬　千歳神社祭り　出店　千歳神社
  4日㈭ 移動例会　神社祭後清掃（千歳ＲＣ）
  7日㈰ 小学生写生大会（千歳ＲＣ）手伝い　サーモンパーク周辺（小学生写生大会）
  11日㈭ 合同移動例会　千歳・千歳セントラル・ＲＡＣの親睦　
   ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
  25日㈭ 第４回定例会（専門知識開発委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
10月 9日㈭ 第５回定例会（国際奉仕委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  23日㈭ 第６回定例会（クラブ奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  26日㈰ 地区協議会（ロータリー地区大会）　札幌市
11月 13日㈭ 第７回定例会（社会奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  27日㈭ 第８回定例会（専門知識開発委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
12月 5日㈮ 移動例会　ＲＡＣ忘年会（３役担当）
  18日㈭ 合同移動例会　クリスマスチャリティー家族会　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
  24日㈬ 合同移動例会　クリスマス例会　キャッスル恵庭
 1月 8日㈭ 合同移動例会　新年交礼会（千歳ＲＣ）　千歳平安閣
  23日㈮ 第９回定例会（国際奉仕委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
   （終了後、ＲＡＣ新年会）　ＲＡＣ新年会（３役担当）
 2月 12日㈭ 第10回定例会（クラブ奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  26日㈭ 第11回定例会（社会奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ 
 3月 19日㈭ 合同移動例会　親睦ボウリング大会　フジボウル
  26日㈭ 第12回定例会（専門知識開発委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
 4月 9日㈭ 第13回定例会（国際奉仕委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  23日㈭ 第14回定例会（クラブ奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ 
 5月 14日㈭ 第15回定例会（社会奉仕委員担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  28日㈭ 第16回定例会（専門知識開発委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
 6月 11日㈭ 第17回定例会（国際奉仕委員会担当）　㈱ちとせインターゴルフ
  20日㈯ 地区大会　ホテルレオパレス札幌
  23日㈫ 合同移動例会（千歳セントラルＲＣ最終例会）
  24日㈬ 合同移動例会（恵庭ＲＣ最終例会）
  25日㈭ 合同移動例会　さよなら例会（千歳ＲＣ）　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
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2009－10年度（吉岡　毅　会長）
 7月 5日㈰ おんこ祭　場所：サッポロビール庭園（恵庭）
  9日㈭ 第１回定例会　場所：レストラン・インター
  14日㈫ 千歳ＲＡＣがふれあい農園を体験
  16日㈭ 合同夜間移動例会　場所：キリンビール
 8月 13日㈭ 第２回定例会　場所：レストラン・インター
  20日㈭ 千歳市民納涼盆踊り出店　場所：グリーンベルト
  25日㈫ 北海少年院　第２回講演会（千歳ＲＣ主催）
 9月 4日㈮ 千歳神社祭り後の早朝清掃例会
  24日㈭ 第３回定例会　場所：レストラン・インター
10月 8日㈭ 第４回定例会　場所：レストラン・インター
  17日㈯ 環境フェア　場所：千歳市民文化センター
11月 5日㈭ 第５回定例会　場所：レストラン・インター
  12日㈭ 第６回定例会　場所：レストラン・インター
 22日㈰・23日㈪　第８回北海道ローターアクト交流会 in 千歳
12月17日㈭ 合同夜間例会　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
 1月 7日㈭ 合同移動例会　場所：西洋軒
 2月12日㈮ 定例会　場所：ホテル日航千歳
  25日㈭ ４クラブ合同移動例会　場所：フジボウル
 3月11日㈭ 定例会　場所：ホテル日航千歳
  18日㈭ ５クラブ合同夜間移動例会　場所：リアン
 4月 8日㈭ 定例会　場所：レストラン・インター
 5月11日㈫ 米山梅吉記念館訪問　場所：静岡県
  27日㈭ 定例会　場所：レストラン・インター
 6月10日㈭ 第12回定例会　場所：レストラン・インター

2010－11年度（石黒　哲也　会長）
 7月 4日㈰ 恵庭ＲＣと共同で恵庭市のサッポロビール庭園おんこ祭の出店の手伝い
   場所：恵庭サッポロビール庭園
  8日㈭ 第１回定例会　「盆踊り提案・承認」　場所：レストラン・インター
  15日㈭ 合同移動例会　「盆踊りチケット販売」千歳ＲＣ　場所：キリンビール園
  20日㈫ 合同移動例会　「盆踊りチケット販売」千歳セントラルＲＣ　場所：ホテル日航千歳
  28日㈬ 合同移動例会　「盆踊りチケット販売」恵庭ＲＣ　場所：キャッスル恵庭
 8月12日㈭ 第２回定例会・役員会　「盆踊り出店準備」　場所：レストラン・インター
  20日㈮ 千歳市民納涼盆踊り　場所：千歳市グリーンベルト
 9月 4日㈯ 合同移動例会　「千歳神社祭後清掃」　場所：千歳神社
  12日㈰ 千歳セントラルＲＣ20周年式典
  18日㈯ アジア第一ゾーンＲＡ代表者会議
  24日㈮ 第３回定例会（会社例会）
10月 7日㈭ 第４回定例会（会社例会）
  9日㈯ 第38回ＲＡ地区協議会
  17日㈰ ロータリークラブ地区年次大会
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11月23日㈯・27日㈬　読み聞かせ事業
12月16日㈭ 合同移動例会　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
 1月 6日㈭ 合同移動例会　場所：リアン
 3月10日㈭ 合同親睦ボウリング大会　場所：フジボウル
 6月 9日㈭ 第12回定例会、18時　場所：レストラン・インター

2011－12年度（仲山　未来　会長）
 7月14日㈭ 第１回定例会を開催　レストラン・インター
  21日㈭ 夜間移動例会＜ＲＡＣ合同＞　キリンビール千歳工場ビアレストラン　ハウベ
 8月19日㈮ 夜間移動例会（盆踊り）＜ＲＡＣ合同＞
 9月 4日㈰ 千歳ＲＣ早朝例会（ＲＡＣ合同早朝清掃例会）
10月 8日㈯～ 10日㈪　東日本大震災のＲＡ現地視察
  13日㈭ ＲＡＣ第４回定例会を開催　レストラン・インター
11月10日㈭ 第５回定例会を開催　レストラン・インター
 1月12日㈭ 新年交礼会 < アクト合同例会 >　リアン
 2月 9日㈭ ＲＡＣ第８回定例会を開催
 3月 1日㈭ 千歳ＲＡＣ主催の「ＲＣとの親睦ボウリング大会」を開催
  8日㈭ 千歳ＲＡＣ第９回定例会を開催　リアン
 4月12日㈭ 第10回定例会を開催　レストラン・インター
 5月10日㈭ 第11回定例会を開催
 6月14日㈭ 第12回定例会を開催　レストラン・インター
 6月19日㈫ 「会員増強のための打ち合わせ会」　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　多目的ルーム
 6月28日㈭ 千歳ＲＣさよなら例会《ＲＡＣ合同例会》

2012－13年度（西村　英晃　会長）
 7月 1日㈰ おんこ祭り　出店お手伝い
  17日㈫ 準備定例会
  18日㈬ 今年度第１回定例会を開催　千歳活動交流センターミナクール
 28日㈯・29日㈰　地区交流キャンプ　小樽市
 8月17日㈮ 夜間移動例会（盆踊り例会～千歳ＲＡＣ合同例会）
 9月 4日㈫ 早朝清掃例会（千歳神社例大祭後のＲＡＣ合同例会）
  13日㈭ 千歳ＲＡＣ第３回定例会
10月13日㈯・14日㈰　ＲＣ地区大会　新ひだか町
 27日㈯・28日㈰　北海道ローターアクト交流会　富良野市
11月16日㈮ 千歳ローターアクトクラブ第４回定例会
12月18日㈫ クリスマス家族会　（千歳セントラルＲＣ主催）
  20日㈭ クリスマス家族会　（千歳ＲＣ主催）
  26日㈬ クリスマス家族会　（恵庭ＲＣ主催）
 1月 8日㈫ 新年交礼会　（恵庭ＲＣ主催）
  9日㈬ 新年交礼会　（千歳セントラルＲＣ主催）
  10日㈭ 第14回定例会　新年交礼会（合同移動例会）（千歳ＲＣ）
   西村英晃会長挨拶
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 2月21日㈭ 定例会（新年会）
 3月 7日㈭ 定例会（親睦ボウリング大会）
 4月18日㈭ 定例会（４クラブ合同例会）
 6月20日㈭ 千歳ＲＡＣ最終例会　ベルクラシック・リアン

2013－14年度（吉岡　毅　会長）
 7月12日㈮ 2510地区ＲＡ委員会に続きローターアクトの会長幹事会
  17日㈬ 千歳セントラルＲＣ親睦夜間例会＆新入会員歓迎会＆ローターアクト合同例会
   ローターアクトクラブの新入会員予定者２名オブザーバー参加
  18日㈭ 夜間移動例会（千歳ローターアクトクラブ合同例会）
  20日㈯ 千歳市民納涼盆踊り大会での露店の前売りチケットの販売
  23日㈫ 8月20日の千歳グリーンベルトの盆踊り出店に向けた会議
 7月26日㈮・27日㈯　2510地区ローターアクトの交流キャンプ洞爺湖一周
 8月 6日㈫ 恵庭ＲＣの定例会にオブザーブ参加
  20日㈫ 夜間移動例会（ＲＡＣ合同）
10月 3日㈭ 千歳ＲＡＣ　第５回定例会を開催
 5日㈯・6日㈰　場所：芦別温泉スターライトホテル
   「2013-14　第12回北海道ローターアクト交流会 in 芦別」
   ものづくり体験、ミニバレーボール交流会
11月 9日㈯ 第41回地区協議会 in 室蘭北
  20日㈬ 第６回定例会ワイン例会
12月 9日㈪ 東日本大震災復興支援、赤松林太郎チャリティーピアノコンサートを開催
 1月 8日㈬ 千歳ＲＣ新年交礼会　場所：リアン平安閣
  15日㈬ 恵庭ＲＣ新年交礼会　場所：釜めしいちえ
 3月13日㈭ 親睦ボウリング大会　場所：千歳活動交流センターミナクール
 6月21日㈯ 国際ロータリー第2510地区ローターアクトの第41回地区大会
   場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

2014－15年度（北村　秀美　会長）
 7月 6日㈰ おんこ祭り手伝い
  24日㈭ 第１回定例会
 8月20日㈬ 千歳市民納涼盆踊り大会
 9月 4日㈭ 千歳神社清掃
 20日㈯・21日㈰　第13回北海道交流会　（帯広市）
10月 4日㈯・5日㈰　ＲＣ地区大会・青少年プログラムテーブルマナー講座に参加
11月 6日㈭ 汪さん主催の台湾卓話例会を実施「日本のニュースが報道しない台湾、香港、中国

の三角関係について」
12月 6日㈯ 札幌幌南ＲＡＣ創立40周年記念式典に参加
 2月21日㈯・22日㈰　温泉交流会に参加（洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドホテル）

 ローターアクト研修会に参加（福島県）
 6月27日㈯ 第42回地区大会に参加
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2015－16年度（汪　可怩　会長）
 7月14日㈫ 定例会
  16日㈭ 盆踊りのチケット販売　【場所】キリンビール千歳工場
  28日㈫ 定例会
 8月11日㈫ 定例会
  19日㈬ 地区協議会の準備　【場所】千歳活動交流センターミナクール
  20日㈭ 定例会
 9月 4日㈮ 定例会
  5日㈯ 第43回地区協議会　【場所】北ガス文化ホール、ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
  8日㈫ 定例会
10月13日㈫ 定例会
  25日㈰ ハロウィンジャックオランタンを作ろう　【場所】恵み野会館
  27日㈫ 定例会
11月10日㈫ 定例会
  16日㈪ 長沼ＲＣ定例会卓話（汪会長卓話）　【場所】長沼町内
  24日㈫ 定例会
12月 8日㈫ 定例会
  15日㈫ 定例会
  17日㈭ 定例会
  24日㈬ 定例会
 1月 5日㈬ 定例会
  7日㈮ 定例会
  22日㈮ 海外研修　【場所】台湾
 2月 9日㈫ 定例会
  13日㈯ もっと市民協Ｄｏ！大交流会　【場所】中心街コミュニティセンター
  23日㈫ 定例会
 3月 8日㈫ 定例会
  18日㈯ ＡＰＲＲＣ及び全国研修会　【場所】京都
  22日㈫ 定例会　【場所】フジボウル
 4月 2日㈯ 第７グループインターシティミーティング　【場所】ホテルグランテラス千歳
  12日㈫ 定例会
  26日㈫ 定例会
 5月10日㈫ 定例会
  14日㈯ 長沼国際交流フェスティバル　【場所】長沼町民会館
  29日㈰ 初めての試みである国際フードパーティ実施（定例会）
 6月14日㈫ 定例会
  21日㈫ 最終定例会

2016－17年度（吉岡　毅　会長）
 7月 3日㈰ 第27回「おんこ祭」　場所：サッポロビール北海道工場
  5日㈫ 提唱クラブの千歳セントラルＲＣの第１回定例会に参加
  10日㈰ 国際ロータリー第2510地区ローターアクト、第１回会長幹事会
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   場所：北海道クリスチャンセンター
  12日㈫ 第１回定例会
 21日㈭・26日㈫・27日㈬　各提唱ＲＣ夜間例会出席
  ８月アクトで出店する盆踊り大会の前売りチケットを販売
  31日㈰ 千歳市民納涼盆踊り大会の出店申込と新年度の挨拶として、千歳市民夏まつり実行

委員会の事務局にメンバー数名で訪問
 8月 9日㈫ 第5回定例会　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
  19日㈮ 納涼盆踊りで出店
  27日㈯ 納涼盆踊り打ち上げ反省会　場所：ゆきあかり
 9月 4日㈰ 提唱ＲＣである千歳ＲＣの早朝例会に５名で参加前日まで行われていた千歳神社祭

りの会場の清掃活動を行った。
  13日㈫ 定例会
10月 2日㈰ 2510地区年次大会　千歳ＲＡＣから吉岡、汪２名参加
  3日㈪ スポーツ交流例会
  11日㈫ 定例会
  22日㈯ 赤平ＲＡＣホストの地区協議会に参加
  25日㈫ 第12回定例会
11月 8日㈫ 定例会
  22日㈫ 千歳ＲＡＣ第14回定例会（親睦ワイン例会）
12月15日㈭ 千歳ロータリークラブのクリスマス家族会へ参加
  20日㈫ 千歳セントラルＲＣのクリスマス会へ参加
  21日㈬ 恵庭ＲＣの年忘れ家族交流例会クリスマス会へ参加
  27日㈫ 第19回定例会（親睦夜間例会）
 1月10日㈫ 千歳セントラルＲＣの新年会へ参加
  11日㈬ 恵庭ＲＣ夜間例会（新年交礼会）へ参加
  12日㈭ 千歳ＲＣの新年会へ参加
  31日㈫ 新年会
 2月14日㈫ 定例会
  28日㈫ 第22回定例会「卓話」　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
 3月14日㈫ 定例会
  28日㈫ 千歳ＲＣ、恵庭ＲＣ、千歳セントラルＲＣ、千歳ＲＡＣＯＢ会、千歳ＲＡＣとの合

同親睦ボウリング例会
 4月11日㈫ 定例会
  18日㈫ 定例会
 5月16日㈫ 定例会
  20日㈯ グリーンベルト春まつり会場にて初の試みとなるチャリティフリマを実施
   売上金は千歳ＲＣを通してポリオ・プラス基金へと寄付
 6月13日㈫ 第29回定例会（最終例会）　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

2017－18年度（村山　はるか　会長）
 7月11日㈫ 定例会
  18日㈫ 定例会
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 8月10日㈭ 定例会
  18日㈮ 千歳市納涼盆踊り大会露店出店
 9月12日㈫ 定例会
  26日㈫ 定例会
10月10日㈫ 定例会
  24日㈫ 定例会
11月14日㈫ 定例会
 18日㈯・19日㈰　第16回北海道ローターアクト交流会（千歳市）
  28日㈫ 定例会
12月17日㈰ 千歳ＲＡＣ忘年会
  19日㈫ 千歳セントラルＲＣクリスマス例会
  20日㈬ 恵庭ＲＣクリスマス例会
  21日㈭ 千歳ＲＣクリスマス例会
 1月 9日㈫ 千歳セントラルＲＣ新年会
  11日㈭ 千歳ＲＣ新年会
 2月13日㈫ 定例会
  27日㈫ 定例会（新入会員歓迎会）
 3月13日㈫ 定例会
  21日㈬ ボウリング例会
 4月10日㈫ 定例会
  15日㈰ 定例会
 5月 8日㈫ 定例会
  15日㈫ 定例会
  19日㈯ 千歳ＲＡＣ30周年式典　（ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳）
 6月 4日㈪ 千歳ＲＡＣ30周年式典反省会、次年度会長決定
  15日㈮ 定例会
  26日㈫ 最終定例会
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【５周年記念事業】（５代会長　木村　聡史）
　　1993年（平成５年）３月14日　千歳平安閣

◆千歳ミニ・バレー協会に「ミニ・バレーボール」を寄贈
　　スポーツ振興を図るために千歳ミニ・バレー協会にミニ・バレーボールを寄贈。

【10周年記念事業】（10代会長　喜多　康裕）
　　1998年（平成10年）５月16日　千歳エアポートホテルアネックス

◆千歳市に「地域福祉推進基金」として10万円を寄贈
　　千歳市が提唱する「地域福祉推進基金」として10万円を寄贈。

【20周年記念事業】（20代会長　相川　真一郎）
　　2008年４月27日　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

◆千歳市立図書館に「手づくり絵本」３冊を寄贈
　　ローターアクターが日頃夢に描いていた話を基に手づくりで絵本３冊を作成し、千歳市立図

書館に寄贈。
◆「献血」支援活動
　　2008年4月27日、会場前において献血支援活動を行い、会員が積極的に参加するとともに、

出席者を対象に献血を呼び掛け、ロータリアン及びアクター24名、ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル千歳社員ら21名が献血。

【30周年記念事業】（30代会長　村山　はるか）
　　2018年５月３日　デイハウス えみな

◆千歳市の介護施設「デイハウス えみな」へ手作りの昇降台６台を寄贈
　　お年寄りが車輌に乗降する為の昇降台６台をメンバーが手作りして寄贈。

千歳ローターアクトクラブ周年記念事業

▲全員が未経験で手探りで苦戦しながら製作！

▲耐久性のテスト！

　ローターアクトクラブの
「奉仕活動」を通じての自
身のスキルアップという目
的に則って、活動が出来
て、会員たちも誇らしげで
ありました。

▲村山RAC会長、佐々木実行委員長が
　株式会社えみな　糸田雅弘事務長に
　昇降台を贈呈（2018/5/3）
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年　度 会　長 副会長 幹　事 会員数 千歳 RC 委員長

結成時 87 ～ 88年 伊藤　嘉浩 白木美和子 五十嵐桂一 21名 末廣　　孝
初　代 88 ～ 89年 伊藤　嘉浩 白木美和子 五十嵐桂一 19名 吉田　英俊
２ 代 89 ～ 90年 五十嵐桂一 沢田ひとみ 藤松　浩司 17名 平間　和弘
３ 代 90 ～ 91年 河野　裕喜 白木美和子 沢田ひとみ 32名 福田　武男
４ 代 91 ～ 92年 白戸　樹嘉 木村　聡史 白木美和子 24名 木村　勝也
５ 代 92 ～ 93年 木村　聡史 佐々木淳一 山内　美和 26名 藤谷　信弘
６ 代 93 ～ 94年 佐々木淳一 山内　美和 鎌野　裕美 26名 坂井　是樹
７ 代 94 ～ 95年 下出　　仁 鎌野　裕美 中村　智樹 24名 金山　　暁
８ 代 95 ～ 96年 山田　英樹 喜多　康裕 岩田　英明 19名 城戸　通直
９ 代 96 ～ 97年 佐々木淳一 中村　智樹 玉根　　歩 20名 喜多　清皓
10 代 97 ～ 98年 喜多　康裕 佐々木淳一 三浦　友恵 15名 坂井　是樹
11 代 98 ～ 99年 小川　聖子 山田　英樹 田中ゆかり 12名 木村　勝也
12 代 99 ～ 00年 田中ゆかり 羽山　朋之 村谷　栄樹 15名 村田　研一
13 代 00 ～ 01年 前田　浩志 黒坂　幸子 高橋美和子 15名 大西　信也
14 代 01 ～ 02年 佐藤　伸哉 植松　俊博 河尻　朋子 17名 柿崎　隆行
15 代 02 ～ 03年 黒坂　幸子 河尻　朋子 桜庭　真理 18名 喜多　清皓
16 代 03 ～ 04年 中澤　　啓 板垣　裕志 齊藤　　心 20名 五十嵐桂一
17 代 04 ～ 05年 川下　和光 大矢　麻美 椎葉　秀樹 16名 五十嵐桂一
18 代 05 ～ 06年 池田　　聡 河尻　朋子 金住ゆかり 11名 藤本　敏廣
19 代 06 ～ 07年 滝澤　裕子 長野　　塁 齊藤　麻紀 16名 大西　信也
20 代 07 ～ 08年 相川真一郎 中塩香緒理 鈴木　郁美 16名 山波　俊一
21 代 08 ～ 09年 渡邊　陽介 枝村　達也 福田　美里 18名 今野　良紀
22 代 09 ～ 10年 吉岡　　毅 石黒　哲也 丹野　夏海 今野　良紀
23 代 10 ～ 11年 石黒　哲也 西村　英晃 小森　俊明
24 代 11 ～ 12年 仲山　未来 西村　英晃 滝沢　祐子 8名 菅原　正行
25 代 12 ～ 13年 西村　英晃 北村　秀美 吉岡　　毅 4名 菅原　正行
26 代 13 ～ 14年 吉岡　　毅 北村　秀美 金沢　明法
27 代 14 ～ 15年 北村　秀美 東野　健太 佐藤あさみ 喜多　康裕
28 代 15 ～ 16年 汪　　可怩 土門　哲也 村山はるか 14名 前田　浩志
29 代 16 ～ 17年 吉岡　　毅 丸山　達也 鳥越　　翼 10名 前田　浩志
30 代 17 ～ 18年 村山はるか 寺西　理紗 五十嵐唯香 14名 山中　正一

千歳ローターアクトクラブ歴代三役 ·会員数
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第 ５ 部

千歳ロータリークラブ

50 年 間 の 記 録

橋下徹氏記念講演会『実行と決断〜未来に向けての進路〜』
2018年４月13日　北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）
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これまでの周年記念事業

創立時
記念事業

5周年
記念事業

◆「青少年健全育成宣言都市」塔を贈呈
　1968年（昭和43年）６月26日創立総会　同年９月22日ＲＩ加盟認証状伝達式

「創立記念事業」として、青少年健全育成のためのシンボル「青少年健全育成宣
言都市」塔を建立し、千歳市に寄贈した。

初代会長　吉田　信一・２代会長　右近　久雄

◆千歳市に「緑の都市づくり」及び「スポーツ振興」基金を贈呈
　1973年（昭和48年）４月26日。千歳市では、アンカレジ市との姉妹提携を機に、
｢緑に囲まれた都市づくり」のため、｢アンカレジの森」を計画した。その造成
基金の一部として「グリーンバンク」に10万円を預託した。また、スポーツ振
興基金として５万円を千歳市体育協会に贈呈した。

５代会長　新沼　武雄

▲完成当時の写真（「十年のあゆみ」より） ▲現在の写真 （千歳市上長都国道36号線）

▲ ｢アンカレジの森｣ 入口 ▲ ｢アンカレジの森｣（パークゴルフ場）
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15周年

10周年
記念事業

記念事業

◆「青少年の主張コンクール」の開催
　1983年（昭和58年）４月28日（千歳市民会館）。青
少年の健全育成を図る目的から、次代を担う中学生及び
高校生による ｢青少年の主張コンクール」を行った。

◆千歳市スポーツセンターにブロンズ像・演台を寄贈
　1978年（昭和53年）４月26日。新装となった千歳市スポーツセンターのシン
ボルともなるブロンズ像１基、演台（ロータリーマーク入り・脇台２台）１セッ
ト（120万円相当）を寄贈し、スポーツ宣言都市として市民へ広くアピールした。

10代会長　谷本　和夫

15代会長　村上　正治

▲ブロンズ像 ▲演　　　台

▲発表テーマ（1983/4/28）

○中学校の部（敬称略・優秀賞以上）
　最優秀賞 浅　野　貴　子　「働くことの大切さ」
　優 秀 賞 小　森　政　英　「未来のある人」
　優 秀 賞 樋　田　泰　文　「僕の体験」
　優 秀 賞 吉　田　　　恵　「健康の大切さ」
　優 秀 賞 田　原　美和子　「転　校」
○高等学校の部
　最優秀賞 成　田　七　七　「私に生き方」
　優 秀 賞 佐々木　由紀子　「私はこう生きたい」
　優 秀 賞 長　山　康　彦　「悩める十代」
　優 秀 賞 神　山　敦　子　「私の青春」

▲審査委員
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20周年
記念事業 ◆千歳市立図書館に大ステンドグラスを寄贈

　1988年（昭和63年）４月17日。1988年２月に新設された千歳市立図書館の
開館を機に、｢夢と希望の宇宙～新しい世界」をテーマにした大ステンドグラス
を寄贈した。このステンドグラスは来館者の集うメインフロアーのドーム天窓
一面に配されており、陽光を受け、彩が美しく輝く空間が見る人を魅了している。

20代会長　武石　忠俊

25周年
記念事業 ◆千歳市スポーツセンター前に桜の樹木を寄贈

　1993年（平成５年）４月18日。千歳市民の憩いとスポーツの場所である千歳
市スポーツセンター周辺を緑豊かな地域とするため、千歳川左岸から青葉公園
に通じる遊歩道の両側に桜並木のトンネルをつくる“夢”を託し、桜160本と桂
20本を植樹し、千歳市に寄贈した。植樹以来、毎年、桜の花が咲く前に桜並木
の下草刈りと清掃奉仕を行って環境保全に努めている。

25代会長　髙慶　繁博

▲25周年記念植樹標示板前で（1993/4） ▲桜開花時の写真（2008/5）

▲大ステンドグラス

▲移動例会での集合写真（2008/3）
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30周年
記念事業 ◆千歳市に福祉車「やませみ号」を寄贈

　1998年（平成10年）４月29日。高齢者のデイサービスや入浴サービスなどの
高齢者福祉対策の一助として、車椅子及びストレッチャー付きの福祉車１台を
千歳市に寄贈した。福祉車の愛称を千歳市の鳥ヤマセミから「やませみ号」と
命名した。千歳市ではこの「やませみ号」を財団法人千歳福祉サービス公社（略
称：ほっとす）に配置し、現在も高齢者福祉のために活用している。

30代会長　藤谷　信弘

35周年
記念事業 ◆「子どもを育むシンポジウム～『夢・未来 子どもに期待するものは』」を開催

　2003年（平成15年）４月24日。犯罪の多様化と生活環境の変化などにより、
子どもが、そして子どもを取り巻く環境に大きな変化が見られ、次代を担う子
どもの将来に危機感が持たれている。今こそ「子どもをどう育むべきか」を市
民と有識者がともに考え、議論する時だと考え、シンポジウムを開催した。

35代会長　村松　克重

▲シンポジウム会場（2003/4/24） ▲フォーラム小冊子

▲寄贈車両「やませみ号｣（1998/4） ▲「やませみ号」の設備（1998/4）
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40周年
記念事業

◆千歳市子育て総合支援センターに「幼児用絵本・学童用図書」及び
　「本棚２台」寄贈

　2008年４月に開設された千歳市子育て総合支援センターは、千歳市初の地域
子育ての拠点となっている。同センターを利用する幼児や学童が日常的に「本」
に触れ、読書を身に付けて貰うため、幼児用絵本と学童用図書及び環境整備の
ための木製本箱を寄贈した。

◆㈳千歳地区交通安全協会に「交通安全広報車」１台を寄贈
　社団法人千歳地区交通安全協会は、多発する交通事故防止と千歳市民への交通安全啓発活動
を行い、地域における「安全と安心」の確保に努め、大きな成果を挙げている。日夜、酷暑寒
冷の中、広範な地域において交通事故抑止活動を行うための一助として、同協会に「交通安全
広報車」を寄贈した。

2008年（平成20年）４月27日　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

40代会長　福田　武男

▲山口市長に目録を渡す中村実行委員長（2008/4/27） ▲寄贈した書棚

▲千歳市からの感謝状▲幼児用図書（寄贈の一部）
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◆「千歳プロバスクラブ」設立支援
　定年などで一線を退き、千歳の地に縁があり、千歳を新たな住処として永住する方々のため
に、皆さんが互いに交流を通じて親睦を深め、心豊かに暮らせる地域づくり、地域社会参加を
することを目標に、クラブの設立を提唱した。2008年（平成20年）４月27日に設立宣言をし、
６月24日、会員27名をもって設立総会を行った。北海道では、札幌・旭川に次ぐ３番目の発
足である。

▲山田睦雄設立準備委員長による
設立宣言（2008/4/27） ▲設立総会での記念写真（2008/6/24）

▲式典で特製鍵を受け取った酒井義則氏
（2008/4/27）

▲交通安全広報車を伝達して（2008/4/14）

▲千歳地区交通安全協会からの感謝状 ▲交通事故防止のための広報活動中（2008/5）
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▲山口市長から感謝状を受領する
　村田会長（2012/9/19）　

▲桜の木の植樹と石碑を建立（2012/9/20）

45周年
記念事業 ◆千歳川親水公園造成地に桜の木寄贈及び「四つのテスト」刻銘石碑建立

　2012年（平成24年）９月19日。千歳市のグリーンベルト整備事業および清流
千歳川親水公園造成に伴い、千歳市に桜の木11本を贈呈した。９月20日には、
桜の木の植樹とともに「四つのテスト」を刻銘した石碑を建立、除幕式を行い、
市民へのＰＲ活動を行った。

45代会長　村田　研一
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50年間の緑化活動

◎千歳市の木「白樺」を植樹
　1970年（昭和45年）５月、明治百年、開道
百年、千歳ＲＣ創立１周年記念として東雲
町グリーンベルトに植樹。1971年５月17日
に白樺６本補植。

◎「アンカレジの森」造成基金寄贈
　1973年（昭和48年）４月26日、創立５周年
記念事業として「アンカレジの森」造成基
金として「グリーンパーク基金」に10万円
寄付。

◎10周年記念事業として「白樺」を植樹
　1978年（昭和53年）５月、北進小・中学校、
千歳警察署、千歳川周辺に「白樺」を植樹。

▲東雲町グリーンベルト

◎北進小・中学校校庭脇に白樺植樹
　1971年（昭和46年）５月17日、白樺100本
を植樹。1972年に白樺20本、1974年30本、
1975年にカラ松20本植樹。

◎千歳青葉公園に「白樺」を植樹
　1976年（昭和51年）５月５日、千歳青葉公
園に白樺100本を植樹。

▲北進小・中学校校庭内

▲千歳川周辺

▲「アンカレジの森」

▲千歳市スポーツセンター・青葉公園
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◎千歳開基百周年記念で植樹
　1979年（昭和54年）10月26日、千歳開基百年、
ＲＩ創立75年記念事業、千歳ＲＣ創立10周年記
念事業として泉沢市民公園に「ロータリーの森」

（325㎡）を造成、1980年（昭和55年）桜40本、ツツ
ジ80本植樹。

◎「記念樹～いちい」の植樹
　1985年（昭和60年）５月30日、千歳市民文化センター落成、＇85年国際森林年を祝して、千歳
市民文化センター前に樹齢350年の「いちい大木」を会員の手で植樹し、千歳市に寄贈。

◎千歳川の両岸に芝桜を植栽
　1986年（昭和61年）清流千歳川の千歳橋から
仲の橋まで両岸（約800ｍ）に芝桜を植栽。その
後、1988年、1995年から1997年の３年間、芝
桜の補植を実施。

「ロータリーの森」造成時（1980/5）

▲

▲重機による移植作業（1998/5/30） ▲威風堂々の「いちいの木」（2008/5） ▲記念樹石碑

▲早朝例会で散策後、記念撮影（2017/5/11）▲「ロータリーの森」（2008/5）

千歳川両岸に芝桜（1986/5）

▲
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植樹25年目の樹高測定結果14.8ｍ

▲

（2017/10/5）　

▲2度目の看板の建て替え（2017/10/5）

◎紫明女子学院の校庭に桜の木など植樹
　1991年（平成３年）３月28日、同年４月25日、紫明女子学院の校庭に樹齢35年の千島桜１本、
桜の苗木100本、いちいの木１本を植樹・寄贈。いずれもクラブ会員の寄付により植樹。1996
年（平成８年）４月25日桜の補植を実施。

◎分収造林「ロータリーの森林」を造成・植樹
　1992年（平成４年）５月17日、環境保全事業の
一環として千歳市蘭越の国有林2.83ha を借用、
アカエゾ松7,820本を「分収造林～ロータリーの
森林（もり）」植林。以来、毎年６月、早朝例会
で下草刈り、下枝切りなどを行うなど継続事業
を実施。

▲植樹12年目大きく成長（2004/5/27）

▲看板の建て替え
　（2005/7/3）

▲初めての下枝切り作業
（2008/6/12）

▲校庭の桜並木 ▲校庭の千島桜など

▲植林後初の下草刈り（1992/8/13）
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　2016年（平成28年）５月11日、故 佐々木
昭パスト会長の奥様のご厚意により提供い
ただいたハスカップにて植替え
を実施。

ハスカップの植替え（2016/5/11）

▲

◎千歳市スポーツセンター前に桜の並木道を造成・植樹
　1993年（平成５年）４月29日、創立25周年記念事業として、
千歳市民の憩いの場所である千歳市スポーツセンター周辺を
緑豊かにするために「千歳市スポーツセンター・桜並木のト
ンネル」をつくることを“夢”として桜120本、桂20本を植
樹し、千歳市に寄贈。以来、毎年、桜が開花する前に早朝例
会を通じて下草刈りや清掃活動の継続事業を実施。

◎道の駅「サーモンパーク」に「ハスカップ花壇」を造成
　2006年（平成18年）４月６日、千歳サケのふるさと館と同施設の道の駅「サーモンパーク」
に千歳の名産のハスカップの樹を植樹。ハスカップの樹を花壇として訪れる人々にハスカップ
の良さを知ってもらうために看板を設置し、子どもや車いす利用者も見易くし、ＰＲ。

▲記念植樹作業中に（1993/4）

▲早朝例会での
　記念撮影
　（2007/5/10）▲標示板・看板などの補修も（2005/5/12）

▲満開の桜並木
　（2008/5）

25周年記念植樹

▲

標示板前で記念撮影 　
（2015/5/7）　

▲雨の中での植栽作業（2006/4/20）

▲植栽場所見学で
　（2007/5/10）
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◎千歳川親水公園造成地に桜の木を植樹
　2012年（平成24年）９月20日、創立45周年
記念事業として、千歳市のグリーンベルト整
備事業および清流千歳川親水公園造成に伴い、
桜11本を植樹し、千歳市に寄贈。

◎「千歳川桜プロジェクト」にエゾヤマザクラの
　成木を植樹

　2016年（平成28年）11月12日、千歳市が主催する「千
歳川桜プロジェクト」に対し、エゾヤマザクラの成木
１本を植樹し、寄贈。

◎千歳ＲＣと神戸南ＲＣの「友好クラブ締結10周年」記念植樹
　2015年（平成27年）11月５日、神戸南ＲＣとの「友好クラブ締結10周年」記念として、
2012年（平成24年）に親水公園に建立したロータリーの「四つのテスト」石碑に友好クラブ神
戸南ＲＣ名を刻し、あわせて対岸のポエム広場に桜の木10本を植樹。

記念植樹の様子（2012/9/20）

▲

▲植樹式後の記念撮影（2016/11/12）

▲植樹３年目の桜の木と友好クラブ神戸南ＲＣ名を刻した石碑
（2015/11/5） ▲ポエム公園での植樹の様子（2015/11/5）
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

08/ 8/ 7 災害被災地への義援
金寄付

岩手・宮城内陸地震被災地義援金 32,000円を地区経由
で寄付

末廣　　孝
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

08/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 ＲＡＣ主催−千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加 ＲＡＣ会長
渡邉　陽介

クラブ運営
活動報告

08/ 9/21 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

末廣　　孝
環境保全

クラブ運営
活動報告

08/ 9/22 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加

末廣　　孝
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

08/ 9/29 交通安全広報車寄贈
【感謝状】

北海道交通安全協会長から「千歳地区交通安全協会に
交通安全広報車」寄贈に伴い感謝状受賞

【千歳民報掲載】

末廣　　孝
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

08/12/24 歳末助け合い寄付 「クリスマス家族会」の益金10万円を千歳市社会福祉
協議会・北海道募金会千歳分会に寄託【千歳民報掲載】

末廣　　孝
親睦活動

クラブ運営
活動報告

09/ 4/ 6 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加

末廣　　孝
社会奉仕

会　報
4/9付

09/ 4/ 9 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

末廣　　孝
社会奉仕

会　報
4/16付

09/ 6/ 4 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の不用雑木つ
る切り等の除伐作業

末廣　　孝
環境保全

会　報
6/11付

09/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 ＲＡＣ主催−千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

ＲＡＣ会長
吉岡　　毅

会　報
9/10付

09/ 9/24 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加

岩崎　暉久
社会奉仕

会　報
10/8付

09/ 9/28 災害被災地への義援
金寄付

兵庫県西 ･ 北部豪雨災害と台湾台風災害への義援金
50,000円を寄付

岩崎　暉久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

09/12/29 千歳市への寄付 千歳市へ図書購入資金として 50,000円を寄付 岩崎　暉久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

10/ 2/ 4 災害被災地への義援
金寄付 ハイチ大地震災害への義援金 45,000円を寄付 岩崎　暉久

社会奉仕
会　報
2/18付

10/ 4/12 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加

岩崎　暉久
社会奉仕

会　報
4/22付

10/ 6/ 3 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の不用雑木つ
る切り等の除伐作業【千歳民報掲載】

岩崎　暉久
社会奉仕

会　報
6/10付

10/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
9/12付

10/ 9/21 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
9/30付

10/10/ 8 乳がん撲滅運動参加 乳がん撲滅「ピンクリボン運動チャリティーゴルフコ
ンペ」を開催し、178,000円を寄付【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
10/21付

10/10/21 分収造林の下枝切り
作業奉仕 分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い 佐々木金治郎

環境保全
会　報
10/28付

50年間の社会奉仕・国際奉仕・社会貢献運動
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

10/11/11 災害被災地への義援
金寄付

奄美地方豪雨災害への義援金 32,000円を寄付
【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

11/ 1/13 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 65,000円を寄付【千歳民報掲載】 佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
1/13付

11/ 3/16 災害被災地への義援
金寄付

ニュージーランド地震災害への義援金 32,500円を寄付
【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
国際奉仕

クラブ運営
活動報告

11/ 3/17 災害被災地への義援
金寄付 東日本大震災への義援金 100,500円を寄付 佐々木金治郎

社会奉仕
クラブ運営
活動報告

11/ 4/ 4 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
4/14付

11/ 4/21 災害被災地への義援
金寄付 東日本大震災への義援金（2回目）50,000円を寄付 佐々木金治郎

社会奉仕
クラブ運営
活動報告

11/ 5/16 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（北栄小
学校付近国道36号線）に参加

佐々木金治郎
社会奉仕

会　報
5/19付

11/ 6/ 2 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
環境保全

会　報
6/9付

11/ 6/ 5 災害被災地への義援
金寄付

「奉仕５クラブ合同チャリティーゴルフコンペ」を開
催し、東日本大震災への義援金 61,012円を寄付

【千歳民報掲載】

佐々木金治郎
木曜・
ＰＧ会

会　報
6/16付

11/ 7/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（１回目）
ＪＲ千歳駅前にて４名参加、東日本大震災への義援金
20,759円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
7/21付

11/ 8/11 災害被災地支援街頭
啓発

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発（２回目）
イオン千歳店にて11名参加

今村　靜男
社会奉仕

会　報
8/25付

11/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加 今村　靜男
社会奉仕

会　報
9/8付

11/ 9/11 災害被災地支援街頭
啓発

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発（３回目）
千歳青葉陸上競技場入口前にて８名参加

今村　靜男
社会奉仕

会　報
9/15付

11/ 9/26 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加

今村　靜男
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

11/10/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（４回目）
千歳タウンプラザ前にて８名参加、東日本大震災への
義援金 13,685円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
10/27付

11/10/20 交通安全街頭啓発活
動

通常例会実施日にＡＮＡクラウンプラザホテル千歳前
の道々早来千歳線において「セーフティコール」を独
自に実施

今村　靜男
社会奉仕

会　報
10/27付

11/10/27 分収造林の下枝切り
作業奉仕 分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い 今村　靜男

環境保全
会　報
11/10付

11/11/ 8 女性特有のガン啓発
活動

「女性特有のガンに対する啓発活動」チャリティーゴ
ルフコンペを開催し、99,200円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
11/17付

11/11/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（５回目）
ちとせモール前にて７名参加、東日本大震災への義援
金 11,933円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
11/17付
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

11/11/17 災害被災地への義援
金寄付 タイの大洪水への義援金 32,000円を寄付 今村　靜男

国際奉仕
会　報
11/24付

11/12/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（６回目）
千歳タウンプラザ前にて７名参加、東日本大震災への
義援金 5,205円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
12/15付

12/ 1/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（７回目）
ちとせモール前にて５名参加、東日本大震災への義援
金 5,823円を寄付　

今村　靜男
社会奉仕

会　報
1/19付

12/ 1/12 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 65,000円を寄付 今村　靜男
社会奉仕

会　報
1/19付

12/ 2/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（８回目）
ちとせモール前にて６名参加、東日本大震災への義援
金 5,633円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
2/16付

12/ 3/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（９回目）
ちとせモールイベントホールにて９名参加、東日本大
震災への義援金 26,331円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
3/18付

12/ 3/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（10回目）
新千歳空港センタープラザにて11名参加、東日本大震
災への義援金 32,009円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
3/18付

12/ 4/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（11回目）
ちとせモールにて４名参加、東日本大震災への義援金
5,995円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
4/19付

12/ 4/25 ユネスコ支援 「ユネスコ世界寺子屋運動」への支援として、書き損
じ葉書145枚を千歳ユネスコ協会に進呈

今村　靜男
国際奉仕

会　報
5/10付

12/ 5/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（12回目）
ちとせモールにて４名参加、東日本大震災への義援金 
8,953円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
5/17付

12/ 6/11 災害被災地への義援
金寄付

「私達は忘れない　東日本大震災」の街頭啓発・募金
活動（13回目）
ちとせモールにて３名参加、東日本大震災への義援金 
12,431円を寄付

今村　靜男
社会奉仕

会　報
6/21付

12/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
9/9付

12/ 9/20 緑化活動 創立45周年事業として千歳川親水公園に桜11本を植
樹し、千歳市に寄贈【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
9/24付

12/ 9/24 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
10/4付

12/10/25 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

村田　研一
環境保全

会　報
11/8付

13/ 1/10 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 85,000円を寄付【千歳民報掲載】 村田　研一
社会奉仕

会　報
1/17付
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

13/ 2/ 6 女性特有のガン啓発
活動

「女性特有のガンに対する啓発活動」として、千歳市
に「女性特有のがん検診の受診率アップパネル」を贈
呈【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
2/14付

13/ 4/ 8 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
4/11付

13/ 4/11 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

村田　研一
社会奉仕

会　報
4/18付

13/ 6/ 6 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

村田　研一
環境保全

会　報
6/13付

13/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

川端　　清
社会奉仕

会　報
9/12付

13/ 9/24 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

川端　　清
社会奉仕

会　報
10/3付

13/10/31 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

川端　　清
環境保全

会　報
11/14付

14/ 1/22 千歳市社会福祉協議
会への寄付

千歳市社会福祉協議会に 59,000円を寄付
【千歳民報掲載】

川端　　清
社会奉仕

会　報
1/30付

14/ 4/ 3 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動

川端　　清
社会奉仕

会　報
4/7付

14/ 4/ 7 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

川端　　清
社会奉仕

会　報
4/17付

14/ 6/ 6 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

川端　　清
環境保全

会　報
6/12付

14/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
9/11付

14/ 9/18 ポリオ撲滅募金への
寄付

第2510地区ロータリーデーとして企画した収穫祭の野
菜販売益金 104,000円を「ポリオ撲滅募金」として寄付

【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
9/25付

14/ 9/22 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
9/25付

14/ 9/25 災害被災地への義援
金寄付 広島での豪雨災害への義援金 42,500円を寄付 藤本　敏廣

社会奉仕
会　報
10/5付

14/10/30 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
環境保全

会　報
11/6付

15/ 4/ 2 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
4/16付

15/ 5/11 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
5/14付

15/ 5/21 災害被災地への義援
金寄付

バヌアツ共和国を直撃した大型サイクロンの被災地へ
110,000円を寄付

藤本　敏廣
社会奉仕

会　報
5/28付

15/ 6/ 4 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

藤本　敏廣
環境保全

会　報
6/11付

15/ 8/27 球団への支援 千歳リトルシニア球団の「リトルシニア東アジア宮崎
大会」出場に当たり、球団へ 43,000円を支援

沼田　常好
社会奉仕

会　報
9/4付

15/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
9/10付
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

15/ 9/10 緑化活動への寄付 千歳市に友好クラブ神戸南ＲＣ共に「桜の木植樹基金」
として 50,000円を寄付【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
9/17付

15/ 9/24 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
10/4付

15/10/27 災害被災地への義援
金寄付 台風第18号等大雨災害への義援金 24,000円を寄付 沼田　常好

社会奉仕
クラブ運営
活動報告

15/10/29 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

沼田　常好
環境保全

会　報
11/5付

15/11/ 5 緑化活動 千歳川河川敷（ポエム広場）に桜の木11本を植樹
【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
11/12付

15/12/ 3 赤い羽根共同募金 「赤い羽根共同募金～カンバッチ募金」　募金額　
19,000円

沼田　常好
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

16/ 1/ 7 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 70,000円を寄付【千歳民報掲載】 沼田　常好
社会奉仕

会　報
1/14付

16/ 3/ 3 災害被災地への義援
金寄付 台湾南部大地震災害へ義援金 36,000円を寄付 沼田　常好

国際奉仕
会　報
3/10付

16/ 4/ 7 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
4/11付

16/ 4/11 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加【千歳民報掲載】

沼田　常好
社会奉仕

会　報
4/21付

16/ 4/28 災害被災地への義援
金寄付 熊本県等地震災害へ義援金 40,000円を寄付 沼田　常好

社会奉仕
会　報
5/12付

16/ 5/12 緑化活動 サケのふるさと千歳水族館前「ハスカップ花壇」にハ
スカップの木を補樹【千歳民報掲載】

沼田　常好
環境保全

会　報
5/21付

16/ 6/ 2 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

沼田　常好
環境保全

会　報
6/9付

16/ 7/20 千歳川桜プロジェク
トへの寄付

６民間奉仕団体でつくる「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）」が
千歳市への事業支援として、100万円を寄付

【千歳民報掲載】

大西　信也
三　役

会　報
8/19付

16/ 8/19 ポリオ撲滅募金活動
千歳市民納涼盆踊り大会にて千歳セントラルＲＣと共
同で募金活動を実施。募金合計金額 50,216円

【千歳民報掲載】

大西　信也
社会奉仕

会　報
8/25付

16/ 8/22 千歳川桜プロジェク
ト募金活動

６民間奉仕団体でつくる「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）」が
イオン千歳店とちとせモールで「千歳川桜プロジェク
ト」への募金と広報活動を実施。６民間奉仕団体での
募金合計金額は 61,897円【千歳民報掲載】

大西　信也
社会奉仕

会　報
9/4付

16/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

大西　信也
社会奉仕

会　報
9/15付

16/ 9/26 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加

大西　信也
社会奉仕

会　報
10/20付

16/10/13 分収造林の下枝切り
作業奉仕 分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い 大西　信也

環境保全
会　報
10/20付

16/11/10 子供就学支援基金へ
の寄付 子供就学支援基金へ 16,000円を寄付 大西　信也

国際奉仕
会　報
12/8付
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実施日 活　動　名 活　動　内　容 会長・委員会 掲　載

16/11/12 緑化活動
千歳市が主催する「千歳川桜プロジェクト」に対し、
エゾヤマザクラの成木１本を植樹し、寄贈

【千歳民報掲載】

大西　信也
三　役

会　報
11/24付

17/ 1/31 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 73,000円を寄付【千歳民報掲載】 大西　信也
社会奉仕

会　報
2/16付

17/ 4/10 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加

大西　信也
社会奉仕

会　報
4/18付

17/ 4/13 早朝清掃奉仕参加 早朝のＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動は途中より吹雪のため中止

大西　信也
社会奉仕

会　報
4/18付

17/ 5/25 アカ族支援プロジェ
クト

第７グループ合同支援事業として、タイのアカ族に古
着をＲＩ第3360地区チェンライＲＣに贈る事業を実施

大西　信也
三　役

クラブ運営
活動報告

17/ 6/ 8 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払いは
現地集合するも雨天により中止

大西　信也
環境保全

会　報
6/15付

17/ 9/ 4 早朝清掃奉仕参加 千歳神社大祭後の早朝清掃奉仕作業参加
【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

17/ 9/ 5 車椅子寄贈
【周年事業】

千歳ＲＣ創立50周年記念事業として千歳市休日夜間急
病センター「ささえーる」に車椅子２台を寄贈

【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
50周年実行

クラブ運営
活動報告

17/ 9/15 車椅子寄贈
【周年事業】

千歳ＲＣ創立50周年記念事業として千歳市に車椅子
100台を寄贈【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
50周年実行

クラブ運営
活動報告

17/ 9/25 交通安全街頭啓発活
動参加

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加

瀧澤　順久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

17/10/ 5 分収造林の下枝切り
作業奉仕 分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い 瀧澤　順久

環境保全
クラブ運営
活動報告

17/11/ 7 車椅子寄贈
【周年事業】

千歳ＲＣ創立50周年記念事業としてタイのバンコクに
て修理車椅子９台を寄贈【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
50周年実行

クラブ運営
活動報告

17/12/21 大型遊具寄贈
【周年事業】

千歳ＲＣ創立50周年記念事業として千歳市内の子育て
支援センター３カ所に大型遊具を寄贈【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
50周年実行

クラブ運営
活動報告

18/ 1/11 千歳市への寄付 千歳市奨学基金へ 82,000円を寄付 瀧澤　順久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

18/ 2/22 災害被災地への義援
金寄付 台湾東部大地震災害へ義援金 53,000円を寄付 瀧澤　順久

国際奉仕
クラブ運営
活動報告

18/ 2/22 ユネスコ支援 「ユネスコ世界寺子屋運動」への支援として、書き損
じ葉書155枚を千歳ユネスコ協会に進呈

瀧澤　順久
国際奉仕

クラブ運営
活動報告

18/ 4/ 5 早朝清掃奉仕参加 早朝、ＪＲ千歳駅～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
周辺の清掃奉仕活動【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

18/ 4/ 9 交通安全街頭啓発活
動参加

春の全国交通安全運動「セーフティコール」（道道早
来千歳線）に参加

瀧澤　順久
社会奉仕

クラブ運営
活動報告

18/ 4/13 記念講演会
【周年事業】

千歳ＲＣ創立50周年記念事業として橋下徹氏を招き
「決断と実行～未来に向けての進路～」と題し、記念
講演会を北ガス文化ホールにて開催【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
50周年実行

クラブ運営
活動報告

18/ 5/24 分収造林の下枝切り
作業奉仕

分収造林「ロータリーの森林（もり）」の下枝払い
【千歳民報掲載】

瀧澤　順久
環境保全

クラブ運営
活動報告
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年  月  日 受　　賞　　内　　容 年度会長名

1971/	6/13 会員増強活動により「地区最優秀活動賞」受賞（地区協議会） 右近宗信年度

1972/	9/24 札幌冬季オリンピックサービスセンター開設活動により「ガバ
ナー表彰」を受賞 新沼武雄年度

1977/	6/16 ロータリー財団基金1500％達成により「地区ガバナー表彰」を
受賞 内藤詩郎年度

1983/	6/20 青少年育成活動により「地区ガバナー表彰」受賞（地区協議会） 村上正治年度

1984/	6/17 ＲＩ会長プログラムに対して他クラブの範たる活動が評価され、
ＲＩスケルトン会長賞を受賞（地区協議会） 中浦忠男年度

1987/10/	 1 「優秀クラブ賞」及び「会員増強クラブ賞」を受賞 武石忠俊年度

1988/10/	 1 「ＲＩ会長並びにガバナー特別表彰」「会員増強特別優秀賞」「青
少年奉仕優秀賞」の三部門で受賞 田中達昭年度

1989/10/	 7 「優秀クラブ賞」を受賞 村上光輝年度

1991/	4/27 千歳セントラルＲＣ設立スポンサークラブとして「拡大部門賞」
「ポリオ・キャンペーン賞」を受賞 佐藤秀雄年度

1993/	4/23 地域浄化・環境保全 （分収造林・森林づくり） で「優秀クラブ
賞」を受賞 髙慶繁博年度

1995/	4/23 分収造林～「ロータリーの森林（もり）」の森林づくり事業で「ガ
バナー表彰」受賞 長澤邦雄年度

1998/	5/23 「小学生写生大会」が評価され「地区ガバナー賞」、会員増強地
区第３位により「会員増強優秀賞」を受賞 藤谷信弘年度

2004/	5/29 ＲＡＣ− ｢2003年～ 2004年度ローターアクト最優秀クラブ賞｣
を受賞 ＲＡＣ中澤啓年度

2004/10/17 ロータリー財団表彰「財団一人当たり寄付優秀クラブ・第１位｣
｢財団寄付優秀クラブ・第３位」を受賞 服部隆志年度

2006/10/14 ㈶ロータリー米山記念奨学会「１千万円達成クラブ表彰」受賞 五十嵐宏年度

地区大会等でのクラブ表彰受賞一覧

注：ロータリー財団個人表彰及び㈶ロータリー米山記念奨学会クラブ・個人表彰は別掲
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50周年記念

会長座談会

　50周年記念誌にここ10年のロータリーの動きを掲載したいという
ことで、第41代の末廣パスト会長から第50代の私まで歴代会長の座
談会を企画いたしましたところ、皆様お忙しいところをお集まりいた

だき、ありがとうございます。
　当クラブは地域の奉仕団体ですので、その時々の時代背景、経済情勢、地域の状況などが、活
動に大きく影響してきます。また、個性あふれる会長さんたちの考え方や行動がクラブ運営に反
映されるのは、間違いありません。そうしたことをご自身はどうとらえていたか、記念誌に記録し、
次の世代の人たちに伝えることは、51年目からのクラブ運営にとって、大きな参考になることと
思います。本日は、よろしくお願いいたします。

　過去10年間の会長経験者の中には、退会されてしまった方、他界
された方もいらっしゃいます。その年度については、幹事経験者の方
にもご出席いただいておりますので、ご承知おきください。それでは
まず、第41代会長だった末廣孝さんから口火を切っていただきます。

収録日時
　平成30年３月23日（金）18：30 〜

収録場所
　ベルクラシック・リアン千歳平安閣チャペル

開会のご挨拶
瀧　澤　順　久　第50代会長　

司会　大　澤　雅　松　第50代副会長　

　就任早々、千歳市制50周年の記念式典は市が行うが、記念祝賀会
は民間でという話になり、それを市内のロータリークラブ、ライオン
ズクラブそれぞれ２クラブと青年会議所の５団体で開いたのは、大き
な思い出です。ロータリーとライオンズ、青年会議所が共同で大きな
催しを開いたのは、画期的な出来事になったと思います。
　また、友好クラブになっていた神戸南ＲＣが創立25周年だという

ので、記念行事に出席してご挨拶してきたのも、大きな思い出になっています。

末　廣　　　孝　第41代会長　



200

千歳ロータリークラブ  50年の記録第5部

　私の場合は、村田年度で幹事をしていましたし、いつかはやらなけ
ればならないものならと引き受けました。

　私が会長だった時に、創立45周年記念を迎え、この記念事業とし
てグリーンベルトと千歳川の交わるところに造成された河畔公園に桜
を記念植樹し、合わせて「四つのテスト」を刻み、ロータリーマーク
も掲げた記念碑を建立しました。そこは今、市民の憩いの場になって
います。

　私の年度は、本当に色々な出来事がありました。年度スタートに向
けて準備を本格化していた３月に東日本大震災が発生し、被災地支援
を掲げるなど方向性を大きく変え、毎月街頭で防災の呼び掛けと被災
地支援の募金を行い、震災発生の１年後に千歳セントラルＲＣと共催
でチャリティーイベントを開きました。クラブの中では、現役の会員
４人が私の年度亡くなったのに加え、退会はされていましたが会長を

経験した方々も亡くなりました。まさに波乱の年度でした。

　入会してまだいくらも経たないうちに40周年があり、すごいこと
をする団体だなと思ったのを覚えています。私の年度は、地区からの
補助金制度が変わった年で、いろいろ準備して申請したのですが、地
区の審査を通らなかったので補助金は使えず、結果的にこれといった
大きなことはできませんでしたが、次年度に繰越金を多く残して無事
に１年間を過ごせたかなと思っています。

今　村　靜　男　第 44 代会長　

村　田　研　一　第 45 代会長　

沼　田　常　好　第48代会長　

　ロータリー歴は、この中では末廣さんの次ぐらいでしたが、あまり
熱心ではない会員でした。会長になったのも、クリスマス家族会で１
時間ぐらい粘られ、引き受けました。

川　端　　　清　第46代会長（兼 岩崎暉久年度幹事）　

藤　本　敏　廣　第47代会長　
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　40周年の座談会にも、パスト会長に交じって、何かの委員長の立
場で出席していました。10年後に再び出席できて、感慨深いものがあ
ります。

　会長のお話を頂いたときに、二足のわらじを履いていたので、何か
を犠牲にしなければ務まらないと思いました。商工会議所も観光連盟
も犠牲にはできないと思い、結局は会社を犠牲にして引き受けようと
思いました。その代わり、記念すべき第50代会長を経験することが
できました。

大　西　信　也　第49代会長　

瀧　澤　順　久　第50代会長　

司会　ひと通り、お話を頂きました。ありがとうございます。それでは次に、各年度で共通の大
きな課題だった会員拡大に関して、ご苦労などをお聞かせください。



202

千歳ロータリークラブ  50年の記録第5部

末廣　40周年を70人で迎えたのに、その次の私の年度で60人ほどに減少しました。会員減少は
全国的なもので、地区ガバナーの掲げた目標も「少なくとも現状維持、できれば一人増」の
会員拡大でした。

今村　さっきも言いましたが、入会させた数だけ亡くなってしまい、増加にはなりませんでした。
川端　会員数の減少に歯止めを掛けようと、新入会員を大事に育てることに配慮しました。ロー

タリーの中に自分の居場所があり、出番があると自覚できれば、継続してくれると思いまし
た。委員会構成でも、入会から日が浅い会員とベテラン会員を委員長と副委員長にして、互
いのモチベーションを高め、新入会員の居場所を明確にし、出番を作ったつもりです。

瀧澤　新入会員に対しては、自分自身が分からないままにロータリーにいたので、自分が会長の
年度は、ロータリーに親しんでもらい、互いをよく知ってもらおうと、炉辺談話の前に新入
会員と理事との懇談会を開いて、少しでも多くの人を知り、ロータリーになじんでもらえる
ようにしました。

藤本　入ってすぐに退会するようなことのないように、私の年度では予算を付けて、親睦委員会
が大いに活動できるようにした。親睦を深めることが退会防止になったと思います。

末廣　親睦は大切。（酒を）飲まなきゃだめだよ。（笑）
藤本　丸駒例会の日に台風が来て、陸路がふさがれそうになったのに、親睦委員会が中心になっ

て例会を決行したのも、終わってみれば、いい思い出になっていますね。
司会　会員増強にもつながる対外的なアピールがなかなかできないでいた千歳ＲＣが、市民にア

ピールできるようになっていきました。村田年度で河畔公園に桜を植樹し記念碑を建立した
のは、そうしたアピールになったのでは。

沼田　村田年度の幹事として桜の植樹に取り組んだが、それだけでは誰が植えたか分からないと、
四つのテストの記念碑を建てました。私が会長の年度はさらに、川をまたいでハローワーク
の方に大きめの桜を植えました。

司会　桜の植樹の輪がさらに大きく広がったのは、大西年度でした。
大西　千歳川桜プロジェクトを進める市民サポートの会として、千歳セントラルＲＣ、２つのラ

イオンズクラブ、青年会議所、国際ソロプチミストとの共同事業をして、たまたま、私がサポー
トの会の代表になって、セレモニーなどでご挨拶しました。

司会　千歳セントラルＲＣとの連携では、今村年度に東日本大震災発生から１年後に、復興支援
事業を共同で開催していますね。

今村　国際ソロプチミスト千歳が毎年開いているチャリティーディナーショーに招かれて同席し
ていた千歳セントラルＲＣの羽生会長（当時）との間で、ディナーショーでこれだけ集まっ
てもらえるなら、年が明けてからの3・11（震災発生の日）から１年の時にもチャリティーイ
ベントをできるのでは、と話が進んで実現しました。被災地から千歳に避難してきている方
もいるし、千歳には被災した県の県人会もあります。結局は個人情報もあるので、チャリ
ティーで集めた善意は、県人会を通じて避難している方々へ支援できるようにした。何か役
に立つ物をプレゼントするというより、一番役に立つのはお金だということで、お金を渡し
ました。

司会　物よりお金ということですが、50周年では「物」である車椅子をタイまで持って行って贈
り、喜んでいただきました。

瀧澤　修理して使えるようにした車椅子のことです。海外に寄贈するには輸送費がかかる。そこ
でボランティアに応じた方にお願いして手荷物として車椅子を運んでもらっているのです。
我々も車椅子を手荷物として実際に搭乗し、タイに行って現地の方に直接お渡ししました。
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受け取った方に感激してもらい、こちらも涙が出ました。本当にいい経験をすることができ
ました。

村田　先日、千歳市民病院に入院した時、病院の車椅子に「千歳ロータリークラブ寄贈」と書か
れていて、私も感激しました。

大西　市民病院といえば、現在地に移転するときに不要になったベッドを海外に送ったことも
あった。確か佐藤ガバナー年度の時だったと思う。

司会　さまざまな事業を展開してきた千歳ＲＣですが、会員数が多いというだけでなく、さまざ
まな人材が集まっているのも魅力となっている気がします。村田年度の時に村田さんは、ロー
タリーは図書館のように、何でも知ることができると話されていましたね。

村田　生まれも育ちも違う、異業種の人たちが集まっているのがロータリークラブ。クラブを通
じて会員同士が知人になり、友人となって、親友になるなど付き合いが深まる人たちもいる。
それぞれの分野のことに本当に詳しい人たちがいることを互いに知り合っておけば、ロータ
リークラブは図書館のように、それまで知らなかったことを知ることができる場になるとい
うような意味です。

司会　千歳ロータリークラブには現地法人の社長、支店長、工場長など地元出身ではない人が、
かなりいます。そうした方々の見識や経験は本当に素晴らしいのですが、突然、転勤してし
まうことがありました。いくつか記憶に残っていることがあると思います。

村田　私が７月から会長になる年度に向けた準備で、年明けから副会長をお願いしていたホテル
支配人が、春の異動で転勤して、慌てて別の人にお願いしたことがありました。

末廣　企業が全国、あるいは全道一斉に奉仕団体から退会したということもありました。銀行な
ど金融機関が次々に退会したこともあったし、今は戻ってきているが、北電が全道のロータ
リーやライオンズから一斉に退会したことがありました。

大西　転勤族ではないが、健康上の理由で役員を引き受けられなかった人もいました。佐々木金
治郎さんは、心臓が良くないと言ってなかなか役に就かれませんでしたが、会長を引き受け
てくれて、それを務め終えてから、心臓のご病気で亡くなってしまわれました。

佐藤　佐々木金治郎会長のときに幹事をしていました。金治郎さんが会長を引き受けた経緯につ
いては、皆さんがお話している通りです。何年も辞退していたが、ご家族の理解と後押しが
あって、引き受けることを決断したと聞いています。佐々木金治郎会長の時に東日本大震災
が発生しました。金治郎さんはご出身が福島の原発のすぐ側でした。多くの親戚や知人、友
人がいた場所です。ロータリーの会長をしながら、誰に言うこともなく親戚の避難先に行っ
て支援金を手渡すなど被災地の支援をしていました。

瀧澤　当時金治郎さんは、千歳観光連盟の副会長も務めていました。公職をいくつも抱えながら、
大変だったと思います。支笏湖からの遠距離を、例会はじめロータリー活動のために出てき
てくれていましたし、支笏湖の湖底にお酒を沈めてクラブ50周年の時に引き揚げてほしいと

故 佐々木金治郎パスト会長の思い出をお話する、
佐藤晴一  佐々木金治郎年度幹事
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言い残してくれたことなど、いかにロータリーを愛していたことか。
司会　岩崎年度のことも、幹事だった川端さんから、お話し願えれば。
川端　岩崎年度では、スタート前の組閣で幹事に内定されていた人が急に退会して、副会長にな

るはずだった私が幹事になりました。副会長には、千歳の装苑の創業者で、この後に亡くな
られた加藤さんに急きょお願いしました。三役がいずれも、かなりの高齢だということで

「ロータリーの友」にも掲載され、話題になったほどでした。この年度には、これといった
事業はなかったと思いますが、岩崎さんは例会の会長挨拶をきちんとしていたし、皆さんの
ご協力で何とか１年間、クラブを運営することができました。

末廣　会長挨拶といえば、大西さんは事前に書き上げた原稿を読み上げていました。最初の頃は、
年度の最後には原稿を読まずに挨拶すると言っていましたが、やはり最後まで原稿を読んで
いた。（笑）

今村　昼の例会の食事ですが、弁当の事前注文と実際の出席者が合致せず、足りなかったり余っ
たりしていました。そこで、私の年度では、例会場で弁当を食べるのではなく、レストラン
でランチビュッフェを食べてから例会場に入って例会というスタイルにしました。賛否両論
ありましたが、例会は弁当という固定概念を崩すきっかけになったかと思います。

瀧澤　私は神戸南ＲＣの例会での素晴らしい食事を見て、千歳ＲＣももっとおいしい食事にでき
ないかと思いました。それで自分が会長になった時こそそれを実現しようと、月に１回「季
節の食事」を取り入れました。結果的に出席率向上にもなりましたが、それよりもおいしい
食事をしたかったからでした。

沼田　私の年度では、仕事などで出席できない場合の連絡をもらうようにして、食事の数と出席
者の数が大きく食い違わないようにしました。

藤本　畑で農作物を育てて、それを収穫し、食材として食べる試みも、年度がまたがってしまい
ましたが、やってみました。会員に農作業に参加してもらい、自ら種をまき、草取りをして
収穫したものを、収穫祭として食べてもらいました。あれは楽しい思い出になったのではな
いかと思います。

司会　春の畑起こしや種まきの様子をクラブ会報や千歳民報に掲載するために現地で写真を撮っ
ていましたが、トラクターを運転する佐々木昭パスト会長が大いに活躍していました。とこ
ろが、佐々木さんは、夏にガンだと分かり、その年に亡くなられた。

今村　佐々木昭さんは、私が会長をした年度にガバナー補佐でした。その頃から、第７グループ
の中で会員数が少ない北広島、由仁、長沼の各ＲＣから、ガバナー補佐を出すのが困難になっ
てくるという話が出ていましたね。

末廣　私の時は、会長を受けなければ、以前の会長経験者にもう一度、会長をしてもらわなけれ
ばならないと、脅されました。もう10年も前のことになりますが、１年間の会長経験は、本
当に貴重なものになりました。

藤本　何年か体調がすぐれず（会長を）断っていましたが、もうこれ以上は断り切れないと思い、
会長をやってみて、良かったと思いました。

沼田　会長年度は、あっという間の１年でした。その前に幹事も経験していたが、会長をやって
みて、千歳ＲＣがこうやって続いていることを実感しました。会長をやってみて、改めて千
歳ＲＣの良さを実感できた。

川端　会長時代の思い出は、その年度に30周年記念を迎えた神戸南ＲＣの式典に、家内を連れて
行ってきたことです。２人で神戸を訪れて、非常に素晴らしい思い出になった。

今村　クリスマス家族会の時に会長就任を要請されたが、幹事も副会長も未経験の私で良いのか
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司会　大　澤　雅　松　第50代副会長
記録　前　田　浩　志　記念誌編纂委員長
写真　山　中　正　一　記念誌編纂委員会副委員長

と思いつつ、１週間後に発表しなければならず、もう時間がないと迫られて引き受けました。
ところが年が明けて３月に東日本大震災が発生し、年度が始まってからはずっと、3・11の被
災地支援が続きました。そして現役会員やパスト会長のご逝去が相次ぎ、最後は木村照男パ
スト会長を見送って終わりました。気持ちのゆとりが持てないまま１年間を終えた感じでし
た。

大西　私の場合は、イバラの道でした。挨拶が苦手で会長に適していないと思っていましたから。
商工会議所の永年勤続表彰でロータリー会長賞の挨拶をした時は、原稿を見ることもできず、
緊張しました。桜プロジェクトで市民サポートの会代表として挨拶したときも、大変に緊張
しました。私自身は、いくつもの貴重な経験を経て成長できたのではないかと思っています。

瀧澤　50周年の会長を引き受け、先ほど申し上げた通り会社を犠牲にしましたが、その結果とし
て、社員が成長できました。また、１年間を振り返ると、千歳ＲＣが素晴らしいクラブだと
いうことを実感できました。あと25年生きて、75周年の時にまた、会長をやらせていただ
きたいと思っております（笑）。

佐藤　佐々木金治郎さんが会長をしていたときは、幹事だった私に毎日のように電話が掛かって
きていた。例会当日は何回も掛かってきた。かなりのプレッシャーを感じていたのではない
かと思います。また、亡くなった後にご子息の佐々木義朗君が「社長の笑っている写真はほ
とんど無かったが、唯一ロータリーの会長をしていたときに丸駒例会で撮った袢纏姿の写真
では、満面の笑みを浮かべていた」と言っておりました。あの笑顔に千歳ＲＣ会長をやって
良かったという思いが表れているのではないかと思います。

司会　貴重なお話を、ありがとうございました。皆さんの今後ますますのご健勝と千歳ＲＣでの
ご活躍をお祈りし、この座談会が千歳ＲＣの今後に生かされることを期待して、この場での
座談会を閉じさせていただきます。
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交換留学生等交流状況

担当年度 受入交換留学生 派遣交換留学生

1979 ～ 1980年度
・浅利年度
・倉内年度

ポール・リックス（17）
（豪）9650地区バリーナＲＣ
入国1979/1/13　帰国1980/1/4

千歳高校受入

佐々木雅寿（15）札幌南高１年
（豪）9650地区グレンィネスＲＣ
出国1979/3/24　帰国1980/3/20

1991 ～ 1992年度
・佐藤年度
・山田年度

ルーク・アンソニー・ポーラス（17）
（豪）9750地区ガリンパーＲＣ
入国1991/1/22　帰国1992/1/11

千歳北陽高校受入

中村希絵子（17）北星学園高校
（豪）9650地区コウスハーバー南ＲＣ
出国1991/3/23　帰国1992/3/15

1993 ～ 1994年度
・髙慶年度
・沼山年度

グレン・アレン・ジョンソン
（豪）9650地区インペラル東ＲＣ
入国1993/1/23　帰国1994/1/12

千歳北陽高校受入

佐藤　朋子（16）北広島高校２年
（豪）9650地区コウスハーバー南ＲＣ
出国1993/3/11　帰国1994/3/12
オララ・ハイスクール

1994 ～ 1995年度
・沼山年度
・長澤年度

ニッキー・ロザリー・キャンナム
（17）

（豪）9650地区ウールグールガＲＣ
入国1994/1/15　帰国1995/1/9

千歳北陽高校受入

大橋　彩子（17）千歳北陽高校２年
（豪）9650地区タムワースＲＣ
出国1994/3/31　帰国1995/3/23

オクスレ・ハイスクール

1995 ～ 1996年度
・須藤年度
・木村年度

ローズ・シャネル・トレシー（16）
（豪）9500地区ゴーラーＲＣ
入国1996/1/20　帰国1997/1/11

千歳高校受入

中山　千歳（16）北星女子学園高校
（豪）9500地区

アデレードパークスＲＣ
出国1996/3/23　帰国1997/3/14 

1998 ～ 1999年度
・藤谷年度
・大沼年度

サミエル・ジェイコブ・ウィルソン
（17）

（豪）9800地区ペンディコＲＣ
入国1998/1/17　帰国1999/1/8

千歳高校受入

若森　由紀（17）千歳高校３年
（豪）9800地区キャスマインＲＣ
出国1998/3/28　帰国1998/12/22
キャスマイン・セコンダリーコリッジ

1999 ～ 2000年度
・中村年度

（短期留学）

カール・バルディンガー（18）
スイス・チューリッヒ
入国1999/7/12　帰国1999/8/10

千歳高校受入

福田　裕香（16）札幌南稜高校
スイス・チューリッヒ
出国1999/8/10　帰国1999/9/3

2006 ～ 2007年度
・福田年度
・末廣年度

アカキ・クーメリ（16）
フィンランド
入国2007/8/20　帰国2008/8/19

千歳高校受入

高畠すみれ（17）千歳高校３年生
フィンランド
出国2007/8/2　帰国2008/8/2 

○青少年交換留学生 国際奉仕委員会　
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年　　度 ロータリー財団奨学生 備　　考

1992 ～ 1993年度
・髙慶年度

1990 ～ 1991年度ロータリー財団奨学生
　北　田　律　代（千歳梅尾小動物病院勤務）
　豪シドニー大学獣医学部小動物内科留学

千歳ＲＣ推薦
1993/2/28出国

1998 ～ 1999年度
・大沼年度

1998 ～ 1999年度ロータリー財団奨学生
　九谷田　大　輔（札幌南高校）
　研修先　フランスモンベリエ大学

中央大学に進学

1999 ～ 2000年度
・中村年度

1999 ～ 2000年度ロータリー財団奨学生
　小　林　　　愛（北海道大学文学部３年）
　1999/9/19フランス　６ヶ月文化研修派遣

1999/9/19出国
2000/8/13帰国

2000 ～ 2001年度
・上井年度

2000 ～ 2001年度国際親善奨学生
　小　柳　暁　子（一橋大学）

○ロータリー財団奨学生

年　　度 派遣者 備　　考

1979 ～ 1980年度
・浅利年度

土　井　　　亨（当時35歳）
　千歳市役所環境部勤務
　派遣先：米国789地区コネチカット北部
　期　間：1979/4/17 ～ 5/25　42日間

1997/6/4渡島支庁島牧村で不慮
の事故死

1991 ～ 1992年度
・佐藤年度

磯　崎　　　徹（当時31歳）
　千歳市役所都市計画課
　派遣先：米国オレゴン州ポートランド
　期　間：1992/5/8 ～ 6/11　35日間

1992/5/9ポートランド市から６
名来千

○教育活動研究グループ交換（GSE）派遣
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○教育活動研究グループ交換（GSE）交流状況
・1974/9/15 1974 ～ 1975年度　オーストラリアメンバー６名来千
 研修先　サントリー㈱千歳工場、北海道松下工場見学、支笏湖、ホテル翠明閣で

交流会

・1979/11/11 ～ 14　1979 ～ 1980年度　ＧＳＥメンバー６名受入れ
 研修先　サントリー㈱千歳工場、北海少年院、キリンビール㈱千歳工場、千歳窯、

インディアン水車、千歳ふ化場見学
 ホームステイ　７会員宅

・1990/6/2 ～ 3　1989 ～ 1990年度　豪州ＲＩ980地区メンバー
 研修先　千歳市土地開発公社、支笏湖・丸駒温泉旅館、北海少年院、ホテル日航

千歳で歓迎晩さん会

・1992/5/9 1991 ～ 1992年度　米国アリゾナ州ポートランド地区メンバー６名
 研修先　キリンビール㈱千歳工場、キッコーマン㈱千歳工場、千歳市立図書館
 　　　　5/ 9　キリンガーデンで歓迎昼食会
 　　　　5/10　シャムロックで歓迎昼食会

・1995/5/26 1993 ～ 1994年度　米国カルフォルニアＲＩ5160地区メンバー４名
 代　表　ソビロ・エワ氏（女性、旅行会社社長）
 研修先　キッコーマン㈱千歳工場、サントリー㈱千歳工場、キリンビール㈱千歳

工場、㈱エッグファーム、支笏湖・丸駒温泉旅館

・2000/4/25 1999 ～ 2000年度　米国アリゾナ州ＲＩ5500地区メンバー６名
 代　表　Ｍ・グレイグ氏歓迎会開催

・2002/10/17 2002 ～ 2003年度　フィリピン第3830地区メンバー６名
 ＧＳＥ歓迎移動例会
 ホスト：千歳セントラルＲＣ　千歳ＲＣ３名のホストファミリー受入れ
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1970年～1971年 1975年４月～1987年４月

米空軍司令官 千歳市長
　マックマーン大佐 　東　峰　元　次　氏

1974年～1975年 2003年７月～

米空軍司令官 千歳市長
　L.D. ホリス少佐 　山　口　幸太郎　氏

1972年～1973年 1987年４月～1995年４月

米空軍司令官 千歳市長
　スミス中佐 　梅　沢　健　三　氏

1959年４月～1975年４月

千歳市長
　米　田　忠　雄　氏

1973年～1974年 1995年４月～2003年６月

米空軍司令官 千歳市長
　D.E. シューブ大尉 　東　川　　　孝　氏

名  誉  会  員
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会員数の推移

年　　度 会　　長 年度始 入会者 退会者 増減数 年度末 備考
設立総会時 吉田　信一 22名 22名 チャーターメンバー
1968 ～ 1969 吉田　信一 22名 19名 7名 12名増 34名
1969 ～ 1970 右近　久雄 34名 11名 7名 5名増 38名
1970 ～ 1971 山崎　　満 38名 13名 5名 8名増 46名
1971 ～ 1972 千葉　　正 46名 12名 9名 3名増 49名
1972 ～ 1973 新沼　武雄 49名 9名 3名 6名増 55名
1973 ～ 1974 北岡　体一 55名 9名 10名 ▲1名減 54名
1974 ～ 1975 近川　宗信 54名 7名 5名 2名増 56名
1975 ～ 1976 小原　正男 56名 11名 8名 3名増 59名
1976 ～ 1977 内藤　詩郎 59名 7名 8名 ▲1名減 58名
1977 ～ 1978 谷本　和夫 58名 16名 8名 8名増 66名 創立10周年
1978 ～ 1979 浅利　作造 66名 10名 4名 6名増 72名
1979 ～ 1980 倉内　　清 72名 9名 15名 ▲6名減 66名
1980 ～ 1981 藤川　昭三 66名 20名 10名 10名増 76名
1981 ～ 1982 斎藤　　弘 76名 13名 6名 7名増 83名
1982 ～ 1983 村上　正治 83名 10名 12名 ▲2名減 81名
1983 ～ 1984 中浦　忠男 81名 17名 9名 8名増 89名
1984 ～ 1985 丹治　秀一 83名 12名 6名 6名増 95名
1985 ～ 1986 髙田　昭治 95名 12名 14名 ▲2名減 93名 瞬時100名突破
1986 ～ 1987 齊藤　公彦 93名 15名 8名 7名増 100名 100名
1987 ～ 1988 武石　忠俊 100名 23名 10名 13名増 113名 創立20周年
1988 ～ 1989 田中　達昭 113名 13名 12名 1名増 114名
1989 ～ 1990 村上　光輝 114名 8名 10名 ▲2名減 112名

1990 ～ 1991 佐藤　秀雄 112名 8名 10名 ▲2名減 110名 千歳セントラル誕生
12/6最大121名を記録

1991 ～ 1992 山田　睦雄 110名 14名 11名 3名増 113名
1992 ～ 1993 髙慶　繁博 113名 10名 15名 ▲5名減 108名 創立25周年
1993 ～ 1994 沼山佐太郎 108名 13名 16名 ▲3名減 105名
1994 ～ 1995 長澤　邦雄 105名 8名 13名 ▲5名減 100名
1995 ～ 1996 須藤　文夫 100名 8名 10名 ▲2名減 98名
1996 ～ 1997 木村　照男 98名 11名 16名 ▲5名減 93名
1997 ～ 1998 藤谷　信弘 93名 9名 10名 ▲1名減 92名 創立30周年
1998 ～ 1999 大沼　三郎 92名 3名 14名 ▲11名減 81名
1999 ～ 2000 中村　堅次 81名 7名 13名 ▲6名減 75名
2000 ～ 2001 上井　昭一 75名 11名 11名 増減なし 75名
2001 ～ 2002 横田　義弘 75名 3名 10名 ▲7名減 68名
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地区・分区の分割や呼称の変遷

2002 ～ 2003 村松　克重 68名 9名 5名 4名増 72名 創立35周年
2003 ～ 2004 佐々木　昭 72名 4名 11名 ▲7名減 65名
2004 ～ 2005 服部　隆志 65名 8名 12名 ▲4名減 61名
2005 ～ 2006 中山　和朗 61名 11名 4名 7名増 68名
2006 ～ 2007 五十嵐　宏 68名 3名 7名 ▲4名減 64名
2007 ～ 2008 福田　武男 64名 12名 13名 ▲1名減 63名 創立40周年
2008 ～ 2009 末廣　　孝 63名 1名 7名 ▲6名減 57名
2009 ～ 2010 岩崎　暉久 57名 4名 7名 ▲3名減 54名
2010 ～ 2011 佐々木金治郎 54名 6名 6名 増減なし 54名
2011 ～ 2012 今村　靜男 54名 6名 11名 ▲5名減 49名
2012 ～ 2013 村田　研一 49名 5名 4名 1名増 50名 創立45周年
2013 ～ 2014 川端　　清 50名 6名 4名 2名増 52名
2014 ～ 2015 藤本　敏廣 52名 8名 6名 2名増 54名
2015 ～ 2016 沼田　常好 54名 10名 6名 4名増 58名
2016 ～ 2017 大西　信也 58名 10名 5名 5名増 63名
2017 ～ 2018 瀧澤　順久 63名 創立50周年
☆2017年７月　新会員　７名入会　70名

○1968年（昭和43年）設立時当時、ＲＩ350地区（北海道全区域）第４分区であった。
　第４分区　札幌、札幌南、札幌東、札幌西、札幌幌南、江別、千歳の７クラブ

○1970年（昭和45年）１月30日、クラブ数の増加に伴い、北海道が二分割され千歳ＲＣはＲＩ
351地区所属となり、さらに「第４分区」から「第５分区」に変更となる。

　第５分区　千歳、えりも、三石、様似、静内、苫小牧、苫小牧北、浦河の８クラブ

○1978年（昭和53年）７月１日よりＲＩ地区番号が「第351地区」から「第251地区」に変更となる。
　第５分区千歳、えりも、三石、様似、静内、苫小牧、苫小牧北、浦河の８クラブ

○1984年（昭和59年）９月15日、地区分区分割に伴い、ＲＩ第251地区分区が「第５分区」から「第
７分区」に変更となる。

　第７分区　北広島、恵庭、千歳、苫小牧、苫小牧北、白老の６クラブ

○1992年（平成４年）７月１日、ＲＩ第251地区が「第2510地区」に呼称変更となる。

○2000年（平成12年）７月１日、クラブ数の増加に伴い、第７分区内クラブを組織変更する。
　第７分区　北広島、恵庭、千歳、千歳セントラル、長沼、由仁の６クラブとなる。

○2001年（平成13年）７月１日、「分区」から「グループ」と呼称変更となる。
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1905年
（明38）

ロータリー誕生
2.23

シカゴの青年弁護士ポール・ハーシー・
ハリスら３名によりロータリーが誕生

1920年
（大09）

東 京 R C
10.20

初代会長 米山梅吉、幹事 福島喜三次が就任
チャーターメンバー24名

1932年
（昭07）

札 幌 R C
12.3

東京ＲＣがスポンサークラブとなり創立
チャーターメンバー30名

第二次世界大戦でロータリー運動休止

1949年
（昭24）

1951年

1936年

1952年

1956年

1957年

1959年

千 歳 R C
4.26

札幌ＲＣがスポンサークラブで初代会長
吉田信一、幹事 内藤詩郎が就任
チャーターメンバー22名

1960年

1968年
（昭43）

1969年

1970年

1977年

1992年

2005年 国際ロータリー100周年

2018年
（平30）

千歳RC創立50周年・千歳RAC創立30周年記念式典
4.21

地区呼称

無 　 地 　 区

全 国
第 70 地 区

全 国

第 60 地 区

東北・北海道

第 60 地 区

東北・北海道

第 3 5 0 地 区

北 海 道 全 域

第 3 5 0 地 区

北海道二分割
第 3 5 1 地 区

西 北 海 道

第2510地区

西 北 海 道

第 2 5 1 地 区

1988年
（昭63）

千 歳 R A C
6.11

千歳ＲＣがスポンサークラブで創立総会
チャーターメンバー21名

1991年

1978年

1990年
（平02）

千歳セントラルRC
11.19

千歳ＲＣがスポンサークラブで創立総会
チャーターメンバー38名

千歳ロータリークラブ系統図
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会員の年別入退会（名簿）

入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
◎1968（昭和43）年　創立会員　22名

CM 浅　利　作　造 取締役社長 ㈱浅利商店  68 ・ 4  故04 ・ 10
CM 千　葉　　　正 代表取締役社長 ㈲木芸社  68 ・ 4  91 ・ 4
CM 服　部　康　冶 院　長 千歳第一病院  68 ・ 4  故73 ・ 11
CM 岩　崎　豊　治 社　長 ㈱西洋軒  68 ・ 4  81 ・ 2
CM 川原田　省　三 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  68 ・ 4  70 ・ 11
CM 毛　内　利　夫 社　長 ㈱千両寿司  68 ・ 4  故78 ・ 1
CM 宮　崎　登志夫 社　長 ㈱宮崎金物店  68 ・ 4  69 ・ 3
CM 森　本　吉　雄 社　長 ㈲もりもと  68 ・ 4  69 ・ 4
CM 中　澤　啓　次 支社長 ㈱苫小牧民報社千歳支社  68 ・ 4  73 ・ 6
CM 内　藤　詩　郎 院　長 内藤医院  68 ・ 4  71 ・ 6
CM 新　沼　武　雄 取締役 ㈲新沼クリーニング商会  68 ・ 4  88 ・ 6
CM 小　原　正　男 取締役会長 ㈱オバラ  68 ・ 4  故95 ・ 12
CM 大　橋　良　夫 社　長 ㈱大丸大橋食料店  68 ・ 4  69 ・ 1
CM 押　見　哲　脩 住　職 大禅寺  68 ・ 4  71 ・ 3
CM 髙　慶　繁次郎 社　長 ㈱千歳マルエイ商会  68 ・ 4  68 ・ 7
CM 谷　本　和　夫 局　長 支笏湖郵便局  68 ・ 4  故00 ・ 12
CM 辻　本　昭　三 代表者 千歳種苗農園  68 ・ 4  故76 ・ 8
CM 右　近　久　雄 社　長 千歳木工㈱  68 ・ 4  故80 ・ 9
CM 牛　田　勝　之 工場長 日本金網㈱北海道工場  68 ・ 4  69 ・ 3
CM 山　口　正　路 経営者 割烹ベニス  68 ・ 4  71 ・ 6
CM 山　崎　　　満 専務取締役 千歳興行㈱  68 ・ 4  74 ・ 9
CM 吉　田　信　一 社　長 ㈱吉田商店  68 ・ 4  故81 ・ 12

◎1968（昭和43）年 ～ 1969（昭和44）年度　初代会長　吉　田　信　一

23 前　川　啓　一 社　長 ㈱まえかわ  68 ・ 6  74 ・ 2
24 加　藤　光　三 店　主 ポイント  68 ・ 6  77 ・ 6
25 上　田　　　勇 電気技士 米国陸軍千歳基地  68 ・ 7  69 ・ 12
26 羽　馬　聞　正 住　職 大谷派真光寺  68 ・ 7  69 ・ 8
27CM 近　川　宗　信 代表取締役 ㈲近川文具店  68 ・ 7  故99 ・ 11
28 長　嶺　　　覚 代表取締役 ㈱長嶺商事  68 ・ 7  故93 ・ 9
29 鷲　見　吉　正 経営者 石上美容室  68 ・ 8  75 ・ 11
30 山　本　歳　雄 社　長 第一精肉㈱  68 ・ 8  69 ・ 12
31 長　野　太一郎 社　長 ㈱長野カメラ  68 ・ 9  68 ・ 11

※勤務先・役職は入会時　「故」記載は、在会中逝去
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
32 比　原　三　二 専務取締役 ㈱千歳青果  68 ・ 9  70 ・ 4
33 荒　川　　　渉 代　表 朝日新聞販売店  68 ・ 9  69 ・ 10
34 中　松　　　憲 代　表 月光寿司  68 ・ 9  71 ・ 7
35 尾　崎　二　郎 副院長 伊勢病院  68 ・ 9  69 ・ 2
36 松　嶋　健　一 院　長 松嶋病院  69 ・ 2  71 ・ 12
37 北　岡　体　一 取締役社長 ㈱北岡土地  69 ・ 2  故87 ・ 6
38 土　屋　正　造 北海道支社長 日本画センター  69 ・ 2  84 ・ 7
39 遠　藤　正　一 代　表 スター写真館  69 ・ 2  77 ・ 12
40 三　井　秀　一 代　表 三井薬店  69 ・ 4  72 ・ 5
41 金　井　正　道 工場長 北海道金網㈱北海道工場  69 ・ 6  70 ・ 3

◎1969（昭和44）年 ～ 1970（昭和45）年度　第２代会長　右　近　久　雄

42 山　本　交　銘 店　主 ニュー東京理容院  69 ・ 9  73 ・ 12
43 小牛田　　　実 経営者 養鶏場  69 ・ 10  70 ・ 3
44 松　田　一　郎 店　主 ニュージャパン  69 ・ 10  74 ・ 6
45 小　西　清五郎 社　長 ㈱こにし呉服店  69 ・ 10  83 ・ 2
46 藤　川　昭　三 千歳事業所長 ㈱地崎建設  69 ・ 10  73 ・ 6
47 髙　田　昭　治 代表取締役社長 千歳印刷㈱  70 ・ 1  09 ・ 6
48 亀　山　松　三 社　長 ㈱亀山生花店  70 ・ 2  80 ・ 2
49 倉　内　　　清 取締役 ㈱三恵  70 ・ 3  93 ・ 6
50 井　上　平八郎 代表者 井上商店  70 ・ 3  故71 ・ 9
51 菊　地　嘉　弘 局　長 日本電信電話局千歳局  70 ・ 4  71 ・ 1
52 吉　田　正　史 所　長 吉田行政書士  70 ・ 9  76 ・ 2

◎1970（昭和45）年 ～ 1971（昭和46）年度　第３代会長　山　崎　　　満

53 田　中　達　昭 社　長 ㈱大栄建設設計事務所  70 ・ 7  01 ・ 6
54 宮　本　　　勝 店　主 まるみ靴店  70 ・ 10  79 ・ 7
55 齊　藤　公　彦 会　長 ㈱豊輪  70 ・ 11  11 ・ 3
56 田　中　節　夫 支店長 札幌信用金庫千歳支店  70 ・ 11  72 ・ 1
57 田　中　義　男 社　長 ㈱千歳測量  70 ・ 11  74 ・ 6
58 黒　田　完　治 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  70 ・ 12  73 ・ 4
59 安孫子　留　七 社　長 ㈲福三屋商店  70 ・ 12  71 ・ 6
60 加　藤　忠　男 代　表 加藤陶器店  70 ・ 5  78 ・ 6
61 荒　川　航　至 代　表 朝日新聞販売所  70 ・ 5  71 ・ 6
62 今　井　光　男 店　主 今井肉店  70 ・ 11  故80 ・ 12
63 清　水　茂　晴 社　長 ㈱清水電気商会  71 ・ 2  71 ・ 5
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
64 工　藤　四　郎 局　長 日本電信電話局千歳局  71 ・ 2  73 ・ 6
65 伊　藤　常　正 代　表 伊藤塗工店  71 ・ 3  故92 ・ 11

◎1971（昭和46）年 ～ 1972（昭和47）年度　第４代会長　千　葉　　　正

66 市　川　　　守 支店長 北海道銀行千歳支店  71 ・ 8  73 ・ 12
67 小　柳　憲　司 支配人 千歳空港カントリークラブ  71 ・ 8  73 ・ 6
68 内　藤　詩　郎 院　長 内藤医院  71 ・ 8  故80 ・ 12
69 村　上　正　治 代表取締役社長 ㈱フジ商工  71 ・ 10  03 ・ 12
70 橋　本　志　造 代　表 春日湯  71 ・ 12  74 ・ 12
71 中　浦　忠　男 代表取締役社長 北栄興燃㈱  72 ・ 1  故00 ・ 8
72 石　田　一　生 所　長 ㈱岩倉商事千歳営業所  72 ・ 1  72 ・ 7
73 坂　野　幸　吉 支店長 札幌信用金庫千歳支店  72 ・ 3  74 ・ 6
74 佐々木　治　雄 支店長 ㈱トーホー自工千歳支店  72 ・ 3  76 ・ 6
75 佐　藤　英　信 店　主 セーターのさとう  72 ・ 4  76 ・ 4
76 坂　井　忠　義 支部長 日本生命千歳支部  72 ・ 5  74 ・ 3
77 高　間　善　蔵 社　長 ㈱丸善  72 ・ 5  81 ・ 1
78 野　沢　昭　一 所　長 ㈱北日本石油千歳営業所  72 ・ 5  73 ・ 6
79 斉　藤　　　弘 院　長 千歳中央外科病院  72 ・ 9  91 ・ 6
80 高　田　伊佐男 所　長 毎日新聞千歳中央販売所  72 ・ 9  73 ・ 10

◎1972（昭和47）年 ～ 1973（昭和48）年度　第５代会長　新　沼　武　雄

81 丹　治　秀　一 代表取締役会長 ㈱丹治秀工業  72 ・ 9
82 岩　田　敏　男 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  72 ・ 9  75 ・ 9
83 吉　田　清　光 社　長 ㈱新川砂利工業  72 ・ 9  76 ・ 2
84 岸　田　邦　典 社　長 ㈱博信堂  72 ・ 11  80 ・ 2
85 立　入　　　亨 社　長 ㈱かねも商事  73 ・ 4  76 ・ 6
86 立　石　正　男 局　長 日本電信電話公社千歳局  73 ・ 4  76 ・ 6
87 東海林　外喜夫 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  73 ・ 5  76 ・ 5
88 加　藤　武　仁 会　長 ㈲装苑  73 ・ 6  11 ・ 2
　
◎1973（昭和48）年 ～ 1984（昭和49）年度　第６代会長　北　岡　体　一

89 久　高　喜　好 支店長 北海道相互銀行千歳支店  73 ・ 7  76 ・ 6
90 平　野　　　博 常務取締役 ㈱北海道空港  73 ・ 9  86 ・ 6
91 加　藤　弘　行 支店長 ㈱北海道銀行千歳支店  73 ・ 10  77 ・ 6
92 熊　谷　良　雄 代表取締役社長 ㈱北開建設興業  73 ・ 10  97 ・ 6
93 川　名　二　郎 工場長 ㈱東洋製缶千歳工場  73 ・ 12  75 ・ 10
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
94 田野上　　　信 支部長 明治生命㈱千歳支部  73 ・ 12  75 ・ 11
95 三　浦　孝　治 支店長 札幌信用金庫千歳支店  73 ・ 12  79 ・ 2
96 三　崎　富　重 所　長 千歳配膳人紹介所  74 ・ 2  故88 ・ 6
97 小　西　　　清 専務理事 ㈳千歳観光連盟  74 ・ 3  74 ・ 9

◎1974（昭和49）年 ～ 1975（昭和50）年度　第７代会長　近　川　宗　信

98 高　田　伊佐男 所　長 毎日新聞中央販売所  74 ・ 7  75 ・ 3
99 井　坂　由　雄 社　長 ㈱井坂自動車  74 ・ 9  76 ・ 6
100 青　木　貞　夫 代　表 青木燃料金物  74 ・ 7  85 ・ 6
101 北　村　正　彦 代　表 サングリーン総業  74 ・ 11  76 ・ 12
102 星　野　信　夫 局　長 日本電報電話公社千歳局  75 ・ 1  78 ・ 2
103 仲　村　長　市 社　長 ㈲千歳工機  75 ・ 1  故86 ・ 4
104 須　藤　文　夫 運用部長 山三ふじや営業企画部  75 ・ 3  99 ・ 6

◎1975（昭和50）年 ～ 1976（昭和51）年度　第８代会長　小　原　正　男

105 大　隅　保　和 工場長 麒麟麦酒㈱千歳工場  75 ・ 7  78 ・ 5
106 奥　野　文　蔵 社　長 クリーン開発㈱  75 ・ 7  77 ・ 6
107 村　上　光　輝 代表取締役 ㈱村上組  75 ・ 7  01 ・ 6
108 黒　崎　武　志 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  75 ・ 10  78 ・ 2
109 盛　　　　　大 支店長 北海道相互銀行千歳支店  76 ・ 1  79 ・ 2
110 籾　山　精　治 店　主 スリーエス写真店  76 ・ 2  81 ・ 12
111 西　口　末　松 校　長 千歳自動車学校  76 ・ 2  80 ・ 10
112 米　沢　清　世 社　長 ㈱三雄  76 ・ 2  81 ・ 2
113 前　田　茂　政 社　長 ㈱北栄自動車  76 ・ 2  76 ・ 4
114 高　野　安　雄 工場長 ㈱東洋製缶千歳工場  76 ・ 4  77 ・ 6
115 帰　山　荘　一 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  76 ・ 6  78 ・ 6
116 今　井　　　武 社　長 ㈱今井商事・葉山旅館  76 ・ 6  故85 ・ 8

◎1976（昭和51）年 ～ 1977（昭和52）年度　第９代会長　内　藤　詩　郎

117 藤　川　昭　三 代表取締役社長 千歳建設㈱  76 ・ 7  故07 ・ 2
118 伊　藤　照　正 社　長 支笏湖観光ホテル  76 ・ 7  故81 ・ 11
119 小　池　文　夫 社　長 ㈱白生舎  76 ・ 7  故78 ・ 4
120 北　山　大　丸 工場長 サントリー㈱千歳プラント  77 ・ 1  78 ・ 6
121 ラフィック・ハルン 店　長 パキスタン・ショップ  77 ・ 1  78 ・ 6
122 高　瀬　俊　明 支店長 北海道銀行千歳支店  77 ・ 1  80 ・ 2
123 安　田　晃　次 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  77 ・ 1  79 ・ 7
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
◎1977（昭和52）年 ～ 1978（昭和53）年度　第10代会長　谷　本　和　夫

124 蔵　谷　　　博 社　長 ㈱蔵谷組  77 ・ 7  故85 ・ 11
125 小　川　岩　雄 代表取締役 ㈱小川ふとん店  77 ・ 7  故96 ・ 6
126 井　上　正　雄 代表取締役 ㈱井上書店  77 ・ 7  03 ・ 12
127 大　庭　　　進 工場長 ㈱ミドリ十字千歳工場  77 ・ 8  87 ・ 10
128 山　本　歳　雄 社　長 ㈱山本商事  77 ・ 8  79 ・ 9
129 安　部　　　敬 工場長 東洋製缶㈱千歳工場  77 ・ 8  80 ・ 2
130 五十嵐　　　実 代表取締役 ㈱ミノルデザイン工房  77 ・ 9  90 ・ 3
131 吉　本　俊　春 教　師 エリザベスダンス教習所  77 ・ 10  93 ・ 3
132 武　石　忠　俊 代表取締役 シャムロックカントリークラブ  78 ・ 2
133 布　施　弘　次 局　長 日本電信電話公社千歳局  78 ・ 2  81 ・ 3
134 浦　部　聖　雄 営業部長 札幌東商事㈱  78 ・ 3  86 ・ 6
135 岩　切　三　郎 代表取締役 ㈱千歳岡部電気商会  78 ・ 3  88 ・ 6
136 鎌　田　武二郎 所　長 ㈱北海道電力千歳営業所  78 ・ 3  80 ・ 3
137 藤　田　美　治 代表取締役 ㈱北建工業  78 ・ 3  98 ・ 12
138 福　永　郷　正 常務取締役 ㈱福永物産  78 ・ 4  88 ・ 2
139 越　原　　　誠 工場長 麒麟麦酒㈱千歳工場  78 ・ 6  79 ・ 10

◎1978（昭和53）年 ～ 1979（昭和54）年度　第11代会長　浅　利　作　造

140 成　沢　新　吉 支店長 国際空港商事㈱千歳支店  78 ・ 7  79 ・ 9
141 三　浦　正　道 支部長 第一生命相互会社千歳支部  78 ・ 7  83 ・ 3
142 菊　地　一　正 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  78 ・ 7  80 ・ 12
143 平　塚　鎮　男 社　長 ㈱千歳窯  78 ・ 10  85 ・ 9
144 萱　場　幸太郎 代表取締役社長 ㈱萱場左官工業  78 ・ 11  89 ・ 7
145 田　代　智　彦 院　長 黒百合書学院  79 ・ 2  79 ・ 7
146 中　村　敏　郎 支店長 札幌信用金庫千歳支店  79 ・ 2  81 ・ 3
147 斉　藤　征　義 常務取締役 ㈱山三ふじや  79 ・ 3  82 ・ 12
148 角　谷　八　朗 工場長 サントリー㈱千歳工場  79 ・ 6  81 ・ 7

◎1979（昭和54）年 ～ 1980（昭和55）年　第12代会長　倉　内　　　清

149 掛　田　信　夫 支社長 ㈱苫小牧民報社千歳支社  79 ・ 7  87 ・ 5
150 大　宮　勇　蔵 常勤監査役 ホテル日航千歳  79 ・ 7  88 ・ 6
151 藤　村　茂　盛 支店長 北海道相互銀行千歳支店  79 ・ 8  81 ・ 6
152 種　村　貞　敏 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  79 ・ 10  81 ・ 6
153 古　市　幸　男 支店長 ＪＡＵ札幌  79 ・ 10  82 ・ 7
154 加　藤　安　彦 院　長 加藤病院  79 ・ 9  85 ・ 1
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
155 小　川　英　雄 店　主 小川薬局  79 ・ 12  故91 ・ 8
156 東　山　嘉　樹 工場長 キリンビール㈱千歳工場  79 ・ 12  82 ・ 7
157 松　嶋　健　一 院　長 松嶋病院  80 ・ 1  故81 ・ 5
158 天　野　晴　美 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  80 ・ 4  83 ・ 4

◎1980（昭和55）年 ～ 1981（昭和56）年度　第13代会長　藤　川　昭　三

159 佐　藤　秀　雄 所　長 司法書士佐藤・市原合同事務所  80 ・ 7
160 板　橋　孝　雄 支店長 北海道銀行千歳支店  80 ・ 7  84 ・ 4
161 今　井　　　武 社　長 ㈱今井商事  80 ・ 7  故85 ・ 8
162 村　松　克　重 会　長 千歳行政事務代行社  80 ・ 9  故12 ・ 5
163 五十嵐　　　宏 会　長 ㈲五十嵐理容院  80 ・ 9
164 島　田　敏　彦 副社長 ㈱カルストーン  80 ・ 8  81 ・ 7
165 本　田　次　義 代表取締役社長 ㈲愛生運輸  80 ・ 9  95 ・ 7
166 河　埼　房之助 社　長 ㈱白光舎  80 ・ 9  83 ・ 1
167 石　橋　道　彦 工場長 東洋製缶㈱千歳工場  80 ・ 9  83 ・ 6
168 長　岡　義　一 店　主 長岡畳店  80 ・ 9  83 ・ 12
169 沼　山　佐太郎 顧　問 ㈲沼山ファーム  81 ・ 1  11 ・ 12
170 四　方　信　義 社　長 ㈱千歳板金  81 ・ 1  81 ・ 6
171 八　杉　一　博 店　主 八杉商店  81 ・ 1  99 ・ 6
172 髙　慶　繁　博 代表取締役会長 北央三菱自動車販売㈱  81 ・ 3  09 ・ 2
173 大　沼　三　郎 代表取締役 ㈲大沼クリーニング  81 ・ 3  04 ・ 6
174 上　井　昭　一 代表取締役 ㈱中央運輸  81 ・ 3  故15 ・ 8
175 坂　口　雄　一 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  81 ・ 3  83 ・ 3
176 杉　本　　　健 局　長 千歳電報電話局  81 ・ 3  84 ・ 2
177 岩　崎　暉　久 代表取締役 ㈱西洋軒  81 ・ 3  12 ・ 6
178 高　橋　市　志 支店長 札幌信用金庫千歳支店  81 ・ 4  85 ・ 3

◎1981（昭和56）年 ～ 1982（昭和57）年度　第14代会長　斎　藤　　　弘

179 大　島　　　貢 支店長 北海道相互銀行千歳支店  81 ・ 7  84 ・ 3
180 渋　田　　　晃 常務理事 千歳信用組合  81 ・ 7  96 ・ 6
181 若　松　克　人 代表取締役 ㈱若松銘木店  81 ・ 7  93 ・ 12
182 清　水　正　康 校　長 北海道千歳北陽高等学校  81 ・ 8  83 ・ 3
183 高　野　征　浩 工場長 ㈱サントリー千歳プラント  81 ・ 9  83 ・ 7
184 山　田　睦　雄 代表取締役会長 山田木材㈱  81 ・ 11  10 ・ 6
185 田　村　正　男 取締役社長 / 校長 ㈱千歳自動車学校  82 ・ 6  97 ・ 6
186 喜　多　清　皓 代表取締役 ㈲千歳スポーツ  82 ・ 3  故08 ・ 5
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
187 後　藤　重　治 所　長 後藤重治土地家屋調査士  82 ・ 3  故99 ・ 1
188 金　　　三千三 社　長 ㈱末廣電気  82 ・ 4  82 ・ 7
189 谷　川　幸　市 社　長 ㈱明治家製菓  82 ・ 4  84 ・ 1
190 岡　田　恭　平 所　長 ㈱中央旅行サービス千歳営業所  82 ・ 6  84 ・ 4
191 木　村　良　臣 工場長 キリンビール㈱千歳工場  82 ・ 6  87 ・ 1

◎1982（昭和57）年 ～ 1983（昭和58）年度　第15代会長　村　上　正　治

192 木　村　照　男 代表取締役 ㈱千歳水道設備  82 ・ 8  故12 ・ 6
193 渡　辺　章　弘 支店長 国際空港事業㈱千歳支店  82 ・ 9  83 ・ 6
194 中　村　堅　次 院　長 日の出歯科医院  83 ・ 1  16 ・ 6
195 早　坂　義　人 代表取締役 ㈲早坂商店  83 ・ 1  02 ・ 6
196 長　澤　邦　雄 理事長・院長 医療法人社団長沢産婦人科医院  83 ・ 2
197 榊　原　武　雄 取締役営業部長 山三ふじや  83 ・ 4  00 ・ 6
198 黒　神　英　男 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  83 ・ 4  85 ・ 10
199 佐々木　金治郎 代表取締役 丸駒温泉㈱  83 ・ 4  故15 ・ 6
200 森　　　　　康 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  83 ・ 5  84 ・ 7
201 窪　田　明　英 支部長 第一生命相互会社千歳支部  83 ・ 5  86 ・ 3

◎1983（昭和58）年 ～ 1984（昭和59）年度　第16代会長　中　浦　忠　男

202 坂　井　是　樹 代表取締役 ㈲排水設備センターさかい  83 ・ 7  99 ・ 3
203 小　林　　　玄 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  83 ・ 8  85 ・ 6
204 喜　多　成　行 社　長 ㈱喜多屋  83 ・ 11  86 ・ 12
205 村　上　哲　雄 専務取締役 前口石油㈱  83 ・ 7  92 ・ 6
206 古　口　喜　大 支店長 国際空港事業㈱千歳支店  83 ・ 8  86 ・ 3
207 伊　藤　八　郎 専務取締役 ㈱伊藤木材店  83 ・ 8  00 ・ 6
208 小　坂　　　進 所　長 日本電信電話公社  83 ・ 8  85 ・ 2
209 野　本　哲　也 工場長 サントリー㈱千歳プラント  83 ・ 9  86 ・ 3
210 田　代　正　人 工場長 東洋製缶㈱千歳工場  83 ・ 10  85 ・ 10
211 武　士　義　治 代　表 郷土の味たけし  84 ・ 1  94 ・ 12
212 山　本　　　茂 取締役会長 ㈱博信堂  84 ・ 2  89 ・ 1
213 山　本　一　夫 局　長 千歳電報電話局  84 ・ 3  85 ・ 1
214 阿　部　一　郎 支店長 北海道相互銀行千歳支店  84 ・ 5  86 ・ 3
215 丹　治　福　栄 所　長 ㈱中央旅行サービス千歳営業所  84 ・ 4  87 ・ 1
216 山　口　幸太郎 代表取締役 ㈱三美  84 ・ 4  03 ・ 6
217 鈴　木　正　義 代表取締役 ㈲協和建設  84 ・ 5  94 ・ 6
218 辻　村　直　志 支店長 北海道銀行千歳支店  84 ・ 5  87 ・ 3
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◎1984（昭和59）年 ～ 1985（昭和60）年度　第17代会長　丹　治　秀　一

219 渡　部　淑　郎 専務取締役 ㈲長野カメラ  84 ・ 7  03 ・ 12
220 末　廣　　　孝 代表取締役 ㈱よみうりメディアサービス  84 ・ 8
221 島　田　　　実 事務長 吉田小児科医院  84 ・ 8  故98 ・ 10
222 横　田　義　弘 代表取締役 ㈱よこ田  84 ・ 12  04 ・ 6
223 溝　田　真　人 代表取締役社長 ㈱千草  84 ・ 12  93 ・ 4
224 井　原　紀　元 支店長 札幌信用金庫千歳支店  85 ・ 3  89 ・ 2
225 生　駒　　　昇 代表取締役 ㈱生駒商事  85 ・ 5  88 ・ 6
226 中　本　陽　三 代表取締役 ㈱中本造園  85 ・ 5  故04 ・ 11
227 平　間　和　弘 専務取締役 ㈱戸田／ノース・スター・ツーリスト  85 ・ 5
228 中　村　清太郎 代表取締役 中村綜建㈱  85 ・ 5  12 ・ 6
229 吉　田　英　俊 取締役支配人 ㈱豊興産千歳エアポートホテル  85 ・ 5  92 ・ 12
230 木　村　勝　也 代表取締役 ㈲木村物産  85 ・ 5  00 ・ 3

◎1985（昭和60）年 ～ 1986（昭和61）年度　第18代会長　髙　田　昭　治

231 渡　辺　　　聰 常務取締役 北海道空港㈱  85 ・ 8  92 ・ 6
232 岡　山　博　保 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  85 ・ 9  88 ・ 2
233 足　立　勝　二 総務課長 ㈱大金アール・エム  85 ・ 10  90 ・ 6
234 坂　東　　　昇 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  85 ・ 11  88 ・ 12
235 塚　原　義　孝 営業部長 日本生命保険相互会社千歳営業部  86 ・ 1  86 ・ 3
236 高　橋　義　治 工場長 サントリー㈱千歳プラント  86 ・ 1  89 ・ 7
237 藤　井　堅　二 店　長 ㈱北海道ニチイ千歳店  86 ・ 1  86 ・ 9
238 岩　橋　　　博 局　長 ＮＴＴ千歳電報電話局  86 ・ 4  89 ・ 3
239 谷　川　勝　己 営業部長 日本生命保険相互会社千歳営業部  86 ・ 4  88 ・ 3
240 前　橋　秀　雄 支社長 東京海上火災保険㈱千歳支社  86 ・ 4  89 ・ 5
241 八　杉　新　一 支部長 第一生命保険相互会社千歳支部  86 ・ 5  88 ・ 3
242 文　屋　文　稔 指導員 障害者社会復帰施設  86 ・ 5  88 ・ 6

◎1986（昭和61）年 ～ 1987（昭和62）年度　第19代会長　齊　藤　公　彦

243 倉　本　清　司 支店長 北海道相互銀行千歳支店  86 ・ 8  88 ・ 2
244 山　下　武　男 支店長 国際空港事業㈱千歳支店  86 ・ 8  88 ・ 9
245 近　藤　宏　彦 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  86 ・ 10  87 ・ 5
246 奥　本　　　裕 店　長 ㈱北海道ニチイ千歳店  86 ・ 10  89 ・ 8
247 菊　池　精四郎 代表取締役 ㈱伸盛電気工事  86 ・ 12  故01 ・ 12
248 南　口　忠　光 所　長 ㈱中央旅行サービス千歳営業所  87 ・ 3  88 ・ 10
249 小　田　喜　一 行政書士 小田喜一事務所  87 ・ 3  故93 ・ 1
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250 長　島　善　明 工場長 キリンビール㈱千歳工場  87 ・ 4  88 ・ 9
251 竹　川　勝　雄 支店長 北海道銀行千歳支店  87 ・ 4  90 ・ 3
252 川　下　京三郎 代表取締役 ㈲カワシタ塗装  87 ・ 5  04 ・ 12
253 佐　藤　嘉　彦 代表取締役 ㈱佐藤建設工業  87 ・ 5  95 ・ 5
254 金　山　　　曉 専務取締役 ㈱金歳堂  87 ・ 5  02 ・ 6
255 住　吉　宏　志 専務取締役 ㈲住吉商店  87 ・ 5  95 ・ 6
256 安　達　　　洋 専務取締役 ㈲アダチ写真場  87 ・ 5  04 ・ 12
257 佐々木　　　昭 代　表 佐々木農園  87 ・ 5  故14 ・ 12

◎1987（昭和62）年 ～ 1988（昭和63）年度　第20代会長　武　石　忠　俊

258 後　藤　　　護 代表取締役 ㈲千歳平安閣旅行サービス  87 ・ 7  98 ・ 12
259 小笠原　　　良 代表取締役会長 ㈱小笠原商店  87 ・ 7
260 尾　谷　　　透 理事長 医療法人社団尾谷医院  87 ・ 7  09 ・ 6
261 岡　田　　　勝 代　表 ホットフーズ千歳店  87 ・ 7  94 ・ 10
262 佐　藤　　　学 代表取締役 ㈱北日本国土開発  87 ・ 7  93 ・ 11
263 佐　藤　満　雄 代表取締役 ㈱佐藤舗道  87 ・ 7  90 ・ 12
264 細　見　正　美 代表取締役 ㈱日本管財サービス  87 ・ 9  89 ・ 6
265 藤　本　敏　廣 代表取締役会長 フジ商産㈱  87 ・ 9
266 羽　山　昇　蔵 代表取締役 ㈲羽山石材  87 ・ 9
267 久　山　　　晃 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  87 ・ 9  88 ・ 6
268 鳴　海　音　松 代表取締役 ㈱オートセンター日の出  87 ・ 10  92 ・ 6
269 野　村　昌　弘 所　長 ㈱トヨタオート南札幌千歳営業所  88 ・ 1  96 ・ 2
270 新　川　真　徳 代表取締役社長 ㈱ちとせデパート  88 ・ 1  94 ・ 6
271 城　戸　通　直 代　表 シルクロード  88 ・ 1  01 ・ 6
272 塚　本　　　勲 代　表 北栄湯  88 ・ 1  90 ・ 12
273 井　川　欣　市 院　長 千歳腎センター井川病院  88 ・ 1  故89 ・ 2
274 佐　藤　　　進 駅　長 ＪＲ北海道千歳駅  88 ・ 1  89 ・ 3
275 安　田　　　敦 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  88 ・ 3  92 ・ 3
276 鶴　本　正　義 支店長 北海道相互銀行千歳支店  88 ・ 3  90 ・ 6
277 山　家　敏　保 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  88 ・ 3  90 ・ 8
278 藤　谷　信　弘 常務取締役 千歳土建㈱  88 ・ 4  03 ・ 12
279 藤　崎　正　敏 専務取締役 長嶺損害保険事務所  88 ・ 4  04 ・ 6
280 日　向　祥　一 代表取締役 北海道有機農材㈱  88 ・ 4  故15 ・ 5
281 田　代　恵　治 代　表 フォート・タシロ  88 ・ 4  99 ・ 6
282 渡　辺　英　雄 支店長 日本生命苫小牧支社千歳営業所  88 ・ 4  90 ・ 3
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
◎1988（昭和63）年 ～ 1989（平成元）年度　第21代会長　田　中　達　昭

283 村　瀬　親　弘 代表取締役社長 北海道旅客サービス㈱  88 ・ 7  91 ・ 6
284 福　田　武　男 理事長 医療法人社団北楡会  88 ・ 9
285 近　藤　恵　次 所　長 千代田生命保険相互会社千歳営業所  88 ・ 9  91 ・ 2
286 斉　藤　　　昭 代表取締役 ㈱千歳札証ホーム  88 ・ 9  98 ・ 6
287 梶　原　　　勝 代表取締役 ㈲番屋  88 ・ 10  10 ・ 12
288 草　壁　政　一 所　長 ㈱中央旅行サービス千歳営業所  88 ・ 11  89 ・ 2
289 東海林　外喜夫 代表取締役 支笏湖レイクサイドホテル  88 ・ 11  91 ・ 3
290 横　山　　　洋 工場長 キリンビール㈱千歳工場  88 ・ 11  93 ・ 3
291 小　林　　　治 所　長 ㈱中央旅行サービス千歳営業所  88 ・ 11  90 ・ 3
292 鈴　木　喬　雄 支店長 東京防災設備㈱千歳支店  88 ・ 12  90 ・ 6
293 庄　司　勝　美 支店長 国際空港事業㈱千歳支店  88 ・ 12  91 ・ 6
294 佐　藤　健　一 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  89 ・ 2  91 ・ 5
295 石　川　登美雄 支店長 札幌信用金庫千歳支店  89 ・ 3  92 ・ 3
296 鈴　木　和　男 支部長 第一生命保険相互会社千歳支部  89 ・ 4  91 ・ 3
297 佐　藤　邦　明 支局長 北海道新聞社千歳支局  89 ・ 4  91 ・ 7
298 大　西　眞　則 所　長 ＮＴＴ北海道千歳営業所  89 ・ 4  93 ・ 2
299 寿　崎　　　繁 所　長 千代田生命㈱千歳営業所  89 ・ 5  92 ・ 10
300 佐　藤　研　二 支社長 東京海上火災保険㈱千歳支社  89 ・ 6  94 ・ 4

◎1989（平成元）年 ～ 1990（平成２）年度　第22代会長　村　上　光　輝

301 佐　藤　　　清 取締役 千歳インターゴルフクラブ  89 ・ 9  97 ・ 6
302 稲　木　正　夫 所長・教師 二本指笛音楽研修所  89 ・ 10  90 ・ 12
303 信　田　吉　生 常勤監査役 千歳国際ホテル  89 ・ 10  91 ・ 6
304 澤　渡　和　夫 代表取締役 Ｓ・Ｄ企画  89 ・ 11  94 ・ 7
305 岡　村　健　吾 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  89 ・ 11  92 ・ 3
306 三　浦　正　寛 工場長 サントリー㈱千歳プラント  90 ・ 1  93 ・ 8
307 大　野　則　明 支店長 北海道銀行千歳支店  90 ・ 5  92 ・ 1
308 加　藤　　　勇 営業部長 日本生命保険相互会社千歳中央営業部  90 ・ 5  92 ・ 3

◎1990（平成２）年 ～ 1991（平成３）年度　第23代会長　佐　藤　秀　雄

309 熊　谷　健　一 代表取締役 ㈱熊谷建具  90 ・ 7  93 ・ 7
310 正　井　　　薫 経営者 ホームセンター正井  90 ・ 8  92 ・ 6
311 山　田　三重子 専務取締役 ㈱マリアージュインベルコ千歳平安閣  90 ・ 8  06 ・ 5
312 村　井　孝　樹 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  90 ・ 9  93 ・ 2
313 荒　井　慎　一 支店長 ＪＴＢ北海道千歳支店  90 ・ 9  93 ・ 2
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314 柏　原　眞　一 社長室企画担当 ㈱ダイナックス  90 ・ 9  94 ・ 6
315 斉　藤　昌　宏 支店長 ㈱札幌銀行千歳支店  90 ・ 9  93 ・ 6
316 児　玉　良　彦 所　長 北海道コカ・コーラボトリング㈱千歳営業所  90 ・ 11  93 ・ 12

◎1991（平成３）年 ～ 1992（平成４）年度　第24代会長　山　田　睦　雄

317 北　岡　栄　吉 常勤監査役 千歳国際ホテル  91 ・ 7  98 ・ 6
318 掛　田　信　夫 代　表 千歳民報社  91 ・ 7  95 ・ 5
319 平　島　孝　司 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  91 ・ 7  93 ・ 5
320 三　浦　国　夫 支店長 国際空港事業㈱千歳支店  91 ・ 8  97 ・ 7
321 吉　田　皛　彦 取締役工場長 東洋製缶㈱千歳工場  91 ・ 8  94 ・ 9
322 三　橋　雅　人 代表取締役 ㈲サン・ウォール  91 ・ 10  98 ・ 3
323 服　部　隆　志 顧　問 マルハチ急行㈱  92 ・ 1  08 ・ 6
324 谷　本　富　芳 支店長 北海道銀行千歳支店  92 ・ 3  94 ・ 3
325 小　原　徹　夫 代表取締役 ㈱オバラ  92 ・ 4  12 ・ 6
326 三　浦　征　次 代表取締役 道友工業㈱  92 ・ 4  93 ・ 6
327 中　神　滋　光 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  92 ・ 4  93 ・ 7
328 山　田　輝　男 支店長 札幌信用金庫千歳支店  92 ・ 4  97 ・ 3
329 岩　浅　　　孝 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  92 ・ 4  97 ・ 4
330 板　倉　建　三 営業部長 日本生命㈱千歳中央営業部  92 ・ 5  93 ・ 3

◎1992（平成４）年 ～ 1993（平成５）年度　第25代会長　髙　慶　繁　博

331 望　月　正　明 社　長 北海道航空旅客サービス㈱  92 ・ 10  98 ・ 6
332 成　田　　　稔 店　長 ㈱北海道ニチイ千歳店  92 ・ 10  93 ・ 9
333 古　谷　眞　一 代表取締役 古谷商事㈱  93 ・ 1  12 ・ 6
334 石　川　一　郎 代　表 千歳折込センター  93 ・ 1  93 ・ 9
335 寺　西　隆　雄 代表取締役 ㈱ドーリツ防災設備  93 ・ 2  94 ・ 8
336 八　木　米　蔵 支店長 ＪＴＢ北海道千歳支店  93 ・ 3  94 ・ 8
337 越　田　　　勲 所　長 ＮＴＴ千歳営業所  93 ・ 5  94 ・ 3
338 矢　島　泰　司 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  93 ・ 4  95 ・ 4
339 丹　波　正　宏 代表取締役 ㈱丹波組  93 ・ 6  04 ・ 6
340 長　江　尚　之 工場長 キリンビール㈱千歳工場  93 ・ 6  96 ・ 2

◎1993（平成５）年 ～ 1994（平成６）年度　第26代会長　沼　山　佐太郎

341 清　水　茂　俊 支社長 東京海上火災保険㈱千歳支店  93 ・ 8  97 ・ 6
342 中　山　和　朗 会　長 中山建設㈱  93 ・ 8
343 吉　田　邦　俊 支店長 札幌銀行千歳支店  93 ・ 8  94 ・ 4
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
344 三　橋　啓　一 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  93 ・ 8  94 ・ 7
345 鹿　川　光　章 店　長 ㈱北海道ニチイ千歳店  93 ・ 10  95 ・ 5
346 大　内　　　宏 支店長 北海道拓殖銀行千歳支店  93 ・ 10  96 ・ 7
347 佐　藤　幸　満 工場長 サントリー㈱千歳工場  93 ・ 10  95 ・ 7
348 中　島　義　長 所　長 北海道コカ・コーラボトリング㈱千歳営業所  93 ・ 12  95 ・ 12
349 福　田　洋　三 所　長 ＮＴＴ千歳営業所  94 ・ 1  97 ・ 3
350 松　本　英　俊 支店長 北海道銀行千歳支店  94 ・ 5  97 ・ 3
351 高　橋　　　真 支店長 札幌銀行千歳支店  94 ・ 5  97 ・ 1
352 菅　原　文　雄 会　長 北海道テクニカルシステムエンジニア㈱  94 ・ 5  故09 ・ 11
353 粟　田　武　司 店　主 スナック　ボギー  94 ・ 5  95 ・ 12

◎1994（平成６）年 ～ 1995（平成７）年度　第27代会長　長　澤　邦　雄

354 下　里　弥一郎 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  94 ・ 8  97 ・ 6
355 江　本　幸　一 支店長 ＪＴＢ北海道千歳支店  94 ・ 9  96 ・ 1
356 望　月　　　誠 工場長 フランスベッド㈱北海道工場  94 ・ 9  94 ・ 9
357 浅　沼　廣　幸 理事長 医療法人社団廣仁会浅沼皮膚科医院  94 ・ 10  16 ・ 9
358 高　塚　博　守 工場長 フランスベッド㈱北海道工場  94 ・ 11  98 ・ 4
359 末　永　和　平 工場長 東洋製缶㈱千歳工場  94 ・ 11  97 ・ 5
360 高　光　美　幸 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  95 ・ 5  97 ・ 9
361 貴　志　　　淳 代表取締役社長 菱空リゾート開発㈱北海道早来カントリークラブ  95 ・ 5  97 ・ 6

◎1995（平成７）年 ～ 1996（平成８）年度　第28代会長　須　藤　文　夫

362 奥　田　英　一 取締役支店長 国際空港事業㈱千歳支店  95 ・ 7  98 ・ 6
363 三ツ井　徳　保 代　表 千歳民報社  95 ・ 8  99 ・ 6
364 黒　坂　信　夫 代表取締役 ㈱クロサカ  95 ・ 8  03 ・ 6
365 夏　山　好　一 会　長 ケーエヌ三幸㈱  95 ・ 11  08 ・ 3
366 小　川　俊　徳 所　長 北海道コカ・コーラボトリング㈱千歳営業所  96 ・ 1  96 ・ 12
367 加　藤　清　一 工場長 サントリー㈱千歳工場  96 ・ 1  97 ・ 12
368 大　橋　政　信 支店長 ＪＴＢ北海道千歳支店  96 ・ 3  00 ・ 1
369 鬼　頭　淑　芳 工場長 キリンビール㈱千歳工場  96 ・ 4  99 ・ 12

◎1996（平成８）年 ～ 1997（平成９）年度　第29代会長　木　村　照　男

370 二本柳　　　豊 店　長 ㈱マイカル千歳サティ  96 ・ 7  00 ・ 3
371 熊　谷　健　一 代表取締役 ㈱熊谷建具  97 ・ 1  99 ・ 12
372 釜　野　義　博 支店長 札幌銀行千歳支店  97 ・ 2  01 ・ 6
373 竹　内　靖　浩 所　長 ＮＴＴ千歳営業所  97 ・ 3  00 ・ 3
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374 井　上　喜　博 支店長 北海道銀行千歳支店  97 ・ 4  99 ・ 6
375 吉　本　淳　一 支店長 札幌信用金庫千歳支店  97 ・ 5  98 ・ 12
376 曙　　　恒　平 代表理事 協業組合カンセイ  97 ・ 6  故11 ・ 10

◎1997（平成９）年 ～ 1998（平成10）年度　第30代会長　藤　谷　信　弘

377 加　藤　　　直 事務長 資生会千歳病院  97 ・ 7  02 ・ 6
378 村　田　研　一 代表取締役 ㈱エレガンスあかしや  97 ・ 7
379 南　　　　　勝 支店長 全日本空輸㈱千歳空港支店  97 ・ 7  99 ・ 6
380 小　浜　陽　介 指導部長兼支店長 日本生命保険相互会社千歳支店  97 ・ 7  99 ・ 4
381 藤　井　澄　信 支社長 東京海上火災保険㈱千歳支社  97 ・ 8  99 ・ 6
382 長　岡　勝　衛 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  97 ・ 9  01 ・ 3
383 小　澤　康　人 常務取締役総支配人 千歳全日空ホテル  97 ・ 9  02 ・ 6
384 佐　藤　英　治 局　長 千歳郵便局  97 ・ 9  98 ・ 6
385 茂田井　　　宏 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  97 ・ 11  00 ・ 4
386 大　西　信　也 院　長 タイセイ動物病院  97 ・ 11
387 田　中　英　夫 工場長 サントリー㈱千歳工場  98 ・ 6  02 ・ 3

◎1998（平成10）年 ～ 1999（平成11）年度　第31代会長　大　沼　三　郎

388 岡　本　政　昭 局　長 千歳郵便局  98 ・ 7  00 ・ 6
389 廣　重　裕　康 常勤監査役 千歳国際ホテル㈱  98 ・ 9  00 ・ 12
390 前　田　繁　利 支店長 札幌信用金庫千歳支店  99 ・ 2  01 ・ 1

◎1999（平成11）年 ～ 2000（平成12）年度　第32代会長　中　村　堅　次

391 酒　井　　　宏 代　表 ＳＳ−オフィス。  99 ・ 8  13 ・ 6
392 三ッ扇　　　健 支社長 東京海上火災保険㈱千歳支社  99 ・ 8  04 ・ 9
393 大　村　孝　男 代表取締役社長 ㈱バイファ  99 ・ 8  05 ・ 10
394 柴　田　光　彦 支店長 全日本空輸㈱千歳支店  99 ・ 8  00 ・ 3
395 吉　田　信　雄 専務総支配人 北海道早来カントリークラブ  99 ・ 10  00 ・ 6
396 中　里　　　豊 代表取締役社長 ㈱山三ふじや  99 ・ 11  05 ・ 2
397 柿　崎　康　行 支店長 ＪＴＢ北海道千歳支店  00 ・ 2  01 ・ 11

◎2000（平成12）年 ～ 2001（平成13）年度　第33代会長　上　井　昭　一

398 坂　本　昌　弘 工場長 キリンビール㈱千歳工場  00 ・ 7  03 ・ 3
399 藤　井　三　治 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  00 ・ 7  02 ・ 6
400 山　上　和　則 所　長 ＮＴＴ東日本千歳営業所  00 ・ 7  00 ・ 12
401 本　宮　輝　久 千歳市議会議員  00 ・ 8  13 ・ 6
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402 中　村　寛　司 局　長 千歳郵便局  00 ・ 8  01 ・ 6
403 渡　辺　　　勉 支店長 札幌信用金庫千歳支店  01 ・ 2  03 ・ 3
404 西　　　　　誠 所　長 ㈱ＮＴＴドコモ北海道千歳営業所  01 ・ 2  04 ・ 4
405 谷地田　　　武 所　長 北海道電力㈱千歳営業所  01 ・ 4  04 ・ 3
406 今　村　靜　男 代表取締役 ㈲今村花店  01 ・ 7
407 伊　藤　舜　一 代表取締役 ㈱丸豊　伊藤建業  01 ・ 6  08 ・ 3
408 玉　山　敬　史 代　表 玉山保険事務所  01 ・ 7

◎2001（平成13）年 ～ 2002（平成14）年度　第34代会長　横　田　義　弘

409 高　嶋　伸　二 支店長 札幌銀行千歳支店  01 ・ 8  02 ・ 6
410 佐　藤　　　肇 局　長 千歳郵便局  01 ・ 10  02 ・ 6
411 川　端　　　清 代表取締役 ㈲川端  02 ・ 1

◎2002（平成14）年 ～ 2003（平成15）年度　第35代会長　村　松　克　重

412 藤　田　　　豊 部　長 ㈱キャスト空港営業部  02 ・ 7  05 ・ 6
413 髙　橋　　　都 代表取締役 ㈲高橋商店  02 ・ 7  15 ・ 6
414 五十嵐　桂　一 代表取締役 ㈱白光舎  02 ・ 7  08 ・ 6
415 古　川　勝　久 工場長 サントリー㈱千歳工場  02 ・ 7  06 ・ 3
416 岡　本　義　晴 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  02 ・ 7  故02 ・ 9
417 岩　佐　俊　幸 取締役社長 ㈱田園倶楽部北海道  02 ・ 7  04 ・ 12
418 秋　元　達　也 取締役総支配人 千歳全日空ホテル  02 ・ 9  04 ・ 4
419 阿　部　　　悟 工場長 キッコーマン㈱千歳工場  02 ・ 11  06 ・ 12
420 山　本　克　郎 学院長 北海道千歳リハビリテーション学院  03 ・ 1  06 ・ 7

◎2003（平成15）年 ～ 2004（平成16）年度　第36代会長　佐々木　　　昭

421 溝　田　幸　和 工場長 キリンビール㈱千歳工場  03 ・ 7  05 ・ 3
422 小　林　靖　弘 支店長 札幌信用金庫千歳支店  03 ・ 7  04 ・ 12
423 村　上　倫　行 代表取締役 フジ商工㈱  04 ・ 1
424 阿　部　幹　司 支社長 北海道電力㈱千歳支社  04 ・ 5  05 ・ 3

◎2004（平成16）年 ～ 2005（平成17）年度　第37代会長　服　部　隆　志

425 安　住　　　浩 所　長 ㈱ＮＴＴドコモ北海道千歳営業所  04 ・ 7  07 ・ 6
426 石　塚　　　徹 取締役総支配人 千歳全日空ホテル  04 ・ 7  05 ・ 5
427 藤　田　　　仁 代　表 千歳民報社  04 ・ 7  06 ・ 3
428 齊　藤　博　徳 代表取締役社長 ㈱彩光  04 ・ 8  10 ・ 6
429 山　波　俊　一 取締役社長 ㈱田園倶楽部北海道  05 ・ 1  08 ・ 6
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入会順 会員氏名 役職 勤務先 入会 退会
430 瀧　澤　順　久 代表取締役社長 ㈱山三ふじや  05 ・ 4
431 品　田　　　聡 支社長 北海道電力㈱千歳支社  05 ・ 4  08 ・ 3
432 髙　梨　宏　樹 工場長 キリンビール㈱千歳工場  05 ・ 4  08 ・ 3

◎2005（平成17）年 ～ 2006（平成18）年度　第38代会長　中　山　和　朗

433 髙　橋　　　博 取締役空港営業部長 ㈱キャスト空港営業部  05 ・ 7  08 ・ 6
434 藤　芳　一　郎 取締役総支配人 千歳全日空ホテル  05 ・ 7  06 ・ 3
435 大　沼　千枝子 代表取締役 ㈲清報舎  05 ・ 7  10 ・ 6
436 三　井　周　一 支店長 札幌信用金庫千歳支店  05 ・ 7  07 ・ 12
437 佐　藤　晴　一 代表取締役社長 ㈱ジャネット  05 ・ 8
438 浅　利　美恵子 代表取締役 ㈱浅利商店  06 ・ 1
439 森　本　裕　紀 取締役社長 ㈱バイファ  06 ・ 1  08 ・ 6
440 大　澤　雅　松 取締役千歳代表 千歳民報社（苫小牧民報社千歳本社） 06 ・ 4
441 野　津　省　吾 取締役総支配人 千歳全日空ホテル  06 ・ 4  08 ・ 2
442 加　藤　　　隆 代表取締役 ㈲ RYU＇S　CORPORATION  06 ・ 6  09 ・ 6
443 水　野　英　治 工場長 日本新薬㈱千歳合成工場  06 ・ 6  07 ・ 4

◎2006（平成18）年 ～ 2007（平成19）年度　第39代会長　五十嵐　　　宏

444 榊　原　　　潤 常務理事 社団法人千歳観光連盟  06 ・ 7
445 今　野　良　紀 支社長 ㈱マリアージュインベルコ千歳支社  06 ・ 7
446 福　田　　　修 学院長 北海道千歳リハビリテーション学院  06 ・ 7  07 ・ 6

◎2007（平成19）年 ～ 2008（平成20）年度　第40代会長　福　田　武　男

447 堺　　　多一郎 常勤監査役 ㈱ダイナックス  07 ・ 7  09 ・ 6
448 藤　川　俊　一 代表取締役社長 千歳建設㈱  07 ・ 7
449 蔵　井　敦　人 所　長 ㈱ＮＴＴドコモ北海道千歳営業所  07 ・ 7  08 ・ 4
450 加　藤　輝　明 代表取締役 ㈲フジ娯楽  08 ・ 1
451 入　江　武　人 総支配人 千歳アウトレットモール・レラ  08 ・ 1  10 ・ 6
452 合　月　　　宏 千歳支店長 北海道ガス㈱千歳支店  08 ・ 1  09 ・ 6
453 佐　藤　信　明 支店長 札幌信用金庫千歳支店  08 ・ 1  09 ・ 12
454 下　山　徹　哉 ホテル支配人 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  08 ・ 4  12 ・ 2
455 井　上　勝　訓 工場長 キリンビール㈱千歳工場  08 ・ 4  10 ・ 3
456 尾　﨑　伊智朗 支社長 北海道電力㈱千歳支社  08 ・ 4  11 ・ 3
457 沼　田　常　好 代表取締役社長 千歳ニッツウサービス㈱  08 ・ 4
458 夏　山　健　治 代表取締役 ケーエヌ三幸㈱  08 ・ 5  11 ・ 6
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◎2008（平成20）年 ～ 2009（平成21）年度　第41代会長　末　廣　　　孝

459 野　元　和　光 取締役能力開発本部長 ㈱キャスト  08 ・ 7  09 ・ 6

◎2009（平成21）年 ～ 2010（平成22）年度　第42代会長　岩　崎　暉　久

460 宮　本　伸　司 千歳支店長 北海道ガス㈱千歳支店  09 ・ 7  12 ・ 3
461 敦　賀　秀　生 支店長 札幌信用金庫千歳支店  10 ・ 1  10 ・ 12
462 菅　原　正　行 代表取締役 北海道テクニカルシステムエンジニア㈱  10 ・ 1
463 小　森　俊　明 工場長 キリンビール㈱千歳工場  10 ・ 4  13 ・ 3

◎2010（平成22）年 ～ 2011（平成23）年度　第43代会長　佐々木　金治郎

464 村　上　光　輝 代表取締役 ㈱村上組  10 ・ 7  故14 ・ 1
465 佐　藤　彰　二 代表取締役 ㈱ヤング・ライン  10 ・ 7  故11 ・ 10
466 五十嵐　桂　一 代表取締役 ㈱メビウス  10 ・ 7
467 秡　川　勝　文 院　長 はらいかわ整骨院  10 ・ 9  15 ・ 1
468 田　中　敬　二 支店長 札幌信用金庫千歳支店  11 ・ 2  14 ・ 1
469 加　藤　正　浩 支社長 北海道電力㈱千歳支社  11 ・ 4  13 ・ 6

◎2011（平成23）年 ～ 2012（平成24）年度　第44代会長　今　村　靜　男

470 齊　藤　博　徳 代表取締役社長 ㈱彩光  11 ・ 7
471 三　上　　　洋 理事長・院長 医療法人社団　三上内科呼吸器科クリニック  12 ・ 1
472 斉　藤　えみこ 代表取締役 ㈲よつ葉保険企画  12 ・ 1
473 南　雲　州　治 代表取締役 ㈲南広  12 ・ 1
474 藤　井　雅　一 総支配人 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  12 ・ 3  16 ・ 7
475 金　沢　明　法 千歳支店長 北海道ガス㈱千歳支店  12 ・ 3  14 ・ 3

◎2012（平成24）年 ～ 2013（平成25）年度　第45代会長　村　田　研　一

476 菅　野　範　幸 支店長 北洋銀行千歳中央支店  12 ・ 7  14 ・ 6
477 阿　部　正　信 住　職 真宗大谷派真光寺  12 ・ 7
478 伊　藤　一　三 代表取締役 ㈲一成不動産  13 ・ 1
479 前　田　浩　志 代表取締役 ㈱協栄土建  13 ・ 1
480 名　川　　　誠 工場長 キリンビール㈱北海道千歳工場  13 ・ 6  17 ・ 3

◎2013（平成25）年 ～ 2014（平成26）年度　第46代会長　川　端　　　清

481 粟　津　義　幸 総支配人 千歳アウトレットモール ･レラ　マネジメントオフィス  13 ・ 7  15 ・ 12
482 喜　多　康　裕 代表取締役 ㈲千歳スポーツ  13 ・ 7
483 稲　川　和　伸 代表取締役 クラス㈱  13 ・ 8
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484 山　中　正　一 所　長 土地家屋調査士山中正一事務所  13 ・ 8
485 須　川　美　和 支店長 札幌信用金庫千歳支店  14 ・ 1  16 ・ 1
486 高　橋　憲　司 支店長 北海道ガス㈱千歳支店  14 ・ 4

◎2014（平成26）年 ～ 2015（平成27）年度　第47代会長　藤　本　敏　廣

487 牟　田　裕　一 代表取締役 ㈱北斗サービス  14 ・ 7
488 紺　野　富士夫 支社長 キリングループロジスティクス㈱北海道支社  14 ・ 7  16 ・ 3
489 甲　斐　くり子 経営者 ラウンジバー　ボルス  14 ・ 7
490 小　畑　　　彰 院　長 医療法人社団北楡会ファミリー歯科クリニック  14 ・ 7
491 春　木　　　仁 支店長 北洋銀行千歳中央支店  14 ・ 7  16 ・ 3
492 杉　本　正　和 代表取締役社長 ㈱デンソー北海道  14 ・ 9  15 ・ 6
493 岡　崎　　　進 代表取締役 ㈲ジョイコーポレーション  15 ・ 1
494 木　村　聡　史 代表取締役 ㈱千歳水道設備  15 ・ 1

◎2015（平成27）年 ～ 2016（平成28）年度　第48代会長　沼　田　常　好

495 根　橋　聖　治 代表取締役社長 ㈱デンソー北海道  15 ・ 7
496 荒　　　洋　一 理事・総合施設長 社会福祉法人千歳いずみ学園  15 ・ 7
497 伊　藤　正　樹 代表取締役社長 ＡＮＡ新千歳空港㈱  15 ・ 7  17 ・ 3
498 村　松　繁　克 代　表 千歳行政事務代行社  15 ・ 7
499 吉　本　　　修 代表取締役社長 ㈱吉本  16 ・ 1
500 佐々木　義　朗 代表取締役 丸駒温泉㈱  16 ・ 1
501 林　　　俊　樹 支店長 札幌信用金庫千歳支店  16 ・ 1
502 石　﨑　　　薫 支社長 北海道電力㈱千歳支社  16 ・ 4  17 ・ 3
503 今　野　徳　幸 支店長 北洋銀行千歳中央支店  16 ・ 4  18 ・ 3
504 野　寄　豊　文 支社長 キリングループロジスティクス㈱北海道支社  16 ・ 5

◎2016（平成28）年 ～ 2017（平成29）年度　第49代会長　大　西　信　也

505 馬　場　正　憲 常務取締役 笹木産業㈱  16 ・ 7
506 羽　生　伴　子 専務取締役 ㈱メディアコム  16 ・ 7
507 武　石　考　司 専務取締役 ㈱道央養鶏  16 ・ 7
508 吉　岡　　　毅 代表取締役 ㈱ツヨシオカ  16 ・ 8
509 宮　川　浩　一 代表取締役 ㈱ Build I  16 ・ 8
510 落　合　和　昭 総支配人 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳  16 ・ 8
511 塩　澤　寛　子 代　表 ドッグゾーン  16 ・ 9
512 櫻　井　　　隆 工場長 キリンビール㈱北海道千歳工場  17 ・ 4
513 新　川　新　一 代表取締役社長 ＡＮＡ新千歳空港㈱  17 ・ 4  18 ・ 3
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514 岡　田　信　行 支社長 北海道電力㈱千歳支社  17 ・ 4

◎2017（平成29）年 ～ 2018（平成30）年度　第50代会長　瀧　澤　順　久

515 村　松　英　明 工場長 不二電子工業㈱千歳工場  17 ・ 7
516 曙　　　嘉　輝 代表理事 協業組合カンセイ  17 ・ 7
517 林　　　　　貴 代表取締役 ㈱タカコーポレーション  17 ・ 7
518 菊　地　　　稔 代表取締役 ㈲菊地建設  17 ・ 7
519 木　村　榮　治 理事長 一般社団法人遺品整理士認定協会  17 ・ 7
520 遠　藤　晴　美 代　表 ラウンジ　サンタナ  17 ・ 7
521 安　達　正　子 代表取締役 ㈱安達商店  17 ・ 7
522 馬　場　伸　裕 代表取締役社長 ＡＮＡ新千歳空港㈱  18 ・ 4
523 内　川　重　之 支店長 北洋銀行千歳中央支店  18 ・ 4
現員70名（18.06.01現在）
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事務局職員

採用年月日 氏　　名 退職年月日 備　　考

1969年 7月 1日 黒　坂　静　子 1970年 6月30日

1970年 7月 1日 髙　橋　慶　子 1970年10月14日

1970年10月15日 牟　田　鈴　子 1971年 6月30日

1971年 7月 8日 村　元　キヨエ 1973年12月30日

1973年 1月10日 松　尾　ヨウ子 1974年 6月27日

1974年 7月 1日 髙　橋　慶　子 1979年 6月30日

1979年 7月 1日 高　原　恒　子 1988年 7月30日

1988年 8月 1日 川　畑　真奈美 1990年10月31日

1990年11月 1日 水　島　　　　 1991年 8月31日

1991年 9月 1日 佐　藤　由　香 1993年 4月30日

1993年 5月 1日 中　塚　泰　子 2001年 6月30日 1993. 5.13 ～２ヶ月間休暇取得
臨時　高原 恒子

2001年 7月 1日 伊　藤　美　紀 ～現在 2006. 9. 1 ～ 2007.3.31
休暇取得
臨時　関　 直美
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会員名簿

末　廣　　　孝佐　藤　秀　雄

①ゴルフ場事業
②シャムロック興業㈱
③代表取締役
④ 1978年２月入会
⑤ 1934年６月26日生

①司法書士
②司法書士佐藤事務所
③顧　問
④ 1980年７月入会
⑤ 1939年１月11日生

長　澤　邦　雄

①福祉サービス業
②社会福祉法人
北海長生会

③理事長
④ 1983年２月入会
⑤ 1941年１月28日生

①新聞販売
②㈱よみうりメディア
サービス

③代表取締役
④ 1984年７月入会
⑤ 1942年８月15日生

武　石　忠　俊

①シニア・アクチブ
②㈲いがらし理容院
③取締役会長
④ 1980年９月入会
⑤ 1939年４月16日生

五十嵐　　　宏

①木材チップ素材製材
生産販売

②㈱丹治秀工業
③代表取締役会長
④ 1972年９月入会
⑤ 1923年２月６日生

丹　治　秀　一

①職業分類
②勤 務 先
③役　　職
④入会月日
⑤生年月日

氏　名

2018年（平成30年）４月21日
50周年記念式典時在籍

会員数70名
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大　西　信　也羽　山　昇　蔵

①給排水工事
②フジ商産㈱
③代表取締役会長
④ 1987年９月入会
⑤ 1944年８月10日生

①石材業
②㈲羽山石材
③代表取締役
④ 1987年９月入会
⑤ 1951年３月７日生

村　田　研　一

①婦人服販売業
②㈱エレガンスあかし
や

③代表取締役
④ 1997年７月入会
⑤ 1951年８月25日生

①病院（動物病院）
②タイセイ動物病院
③院　長
④ 1997年11月入会
⑤ 1956年９月25日生

藤　本　敏　廣

①

①

総合建設業

歯科医

②

②

中山建設㈱

医療法人社団北楡会

③

③

会　長

会　長

④

④

1993年８月入会

1988年９月入会

⑤

⑤

1941年８月16日生

1949年10月20日生

中　山　和　朗

福　田　武　男

①

①

空港販売店

シニア・アクチブ

②㈱小笠原商店
③代表取締役会長
④ 1987年７月入会
⑤ 1938年８月29日生

②　
③　
④ 1985年５月入会
⑤ 1937年１月５日生

小笠原　　　良

平　間　和　弘
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大　澤　雅　松村　上　倫　行

①不動産管理
②㈲川端
③代表取締役
④ 2002年１月入会
⑤ 1940年10月23日生

①ボウリング
②フジ商工㈱
③代表取締役
④ 2004年１月入会
⑤ 1949年８月17日生

浅　利　美恵子

①菓子一般卸売業
②㈲浅利商店
③代表取締役
④ 2006年１月入会
⑤ 1961年３月19日生

①日刊新聞の発行と
販売

②㈱苫小牧民報社
販売局

③取締役販売局長
④ 2006年４月入会
⑤ 1954年４月14日生

川　端　　　清

①

①

石油製品

食品小売業

②

②

㈱ジャネット

㈱山三ふじや

③

③

代表取締役社長

代表取締役

④

④

2005年８月入会

2005年４月入会

⑤

⑤

1958年３月６日生

1948年２月13日

佐　藤　晴　一

瀧　澤　順　久

①

①

保険代理業

葬祭業

②玉山保険事務所
③代　表
④ 2001年７月入会
⑤ 1957年８月６日生

②㈲いまむら
③代表取締役
④ 2001年７月入会
⑤ 1953年６月21日生

玉　山　敬　吏

今　村　靜　男



235

齊　藤　博　徳加　藤　輝　明

①総合建設業
②千歳建設㈱
③代表取締役社長
④ 2007年７月入会
⑤ 1959年５月29日生

①遊技業
②㈲フジ娯楽
③代表取締役
④ 2007年11月入会
⑤ 1950年４月10日生

五十嵐　桂　一

①社会福祉サービス事
務所

②㈱メビウス
③代表取締役
④ 2010年７月入会
⑤ 1963年１月10日生

①室内装飾業
②㈱彩光
③代表取締役社長
④ 2011年７月入会
⑤ 1958年９月14日生

藤　川　俊　一

①

①

電気工事 ･通信工事
及び電気製品販売

石油製品
②

②北海道テクニカル
システムエンジニア
㈱

千歳ニッツウサービ
ス㈱

③代表取締役
④ 2010年１月入会
⑤ 1970年２月28日生

③代表取締役会長
④ 2008年４月入会
⑤ 1951年１月14日生

菅　原　正　行

沼　田　常　好

①

①

冠婚葬祭業

公益経済団体

②㈱マリアージュイン
ベルコ　千歳支社

②一般社団法人
千歳観光連盟

③

③

取締役支社長

専務理事

④

④

2006年７月入会

2006年７月入会

⑤

⑤

1968年12月８日生

1952年３月８日生

今　野　良　紀

榊　原　　　潤
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稲　川　和　伸阿　部　正　信

①不動産売買
②㈲南広
③代表取締役
④ 2012年１月入会
⑤ 1950年４月17日生

①宗教
②真宗大谷派真光寺
③代表役員	住職
④ 2012年７月入会
⑤ 1957年４月18日生

喜　多　康　裕

①スポーツ用品
②㈲千歳スポーツ
③代表取締役
④ 2013年７月入会
⑤ 1967年10月10日生

①農園経営
②クラス㈱
③代表取締役
④ 2013年８月入会
⑤ 1959年12月11日生

南　雲　州　治

①

①

総合建設業

不動産業

②

②

㈱協栄土建

㈲一成不動産

③

③

代表取締役

代表取締役

④

④

2013年１月入会

2013年１月入会

⑤

⑤

1971年８月18日生

1950年６月27日生

前　田　浩　志

伊　藤　一　三

①

①

損保代理店

内科医
②医療法人社団三上内
科呼吸器科クリニッ
ク

②㈲よつ葉保険企画
③代表取締役
④ 2012年２月入会
⑤ 1966年４月９日生

③理事長、院長
④ 2012年１月入会
⑤ 1948年９月８日生

斉　藤　えみこ

三　上　　　洋
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根　橋　聖　治甲　斐　くり子

①造園業
②㈱北斗サービス
③代表取締役
④ 2014年７月入会
⑤ 1966年１月27日生

①飲食業
②ラウンジバー
ボルス

木　村　聡　史

①管工事業
②㈱千歳水道設備
③代表取締役
④ 2015年１月入会
⑤ 1965年９月16日生

①自動車部品製造
②㈱デンソー北海道
③代表取締役社長
④ 2015年７月入会
⑤ 1960年８月17日生

牟　田　裕　一

①

①

美容業

歯科医

②

②

㈲ジョイコーポレー
ション

医療法人社団北楡会

③代表取締役
④ 2015年１月入会
⑤ 1950年２月16日生

③理事長
④ 2014年７月入会
⑤ 1962年８月27日生

岡　崎　　　進

小　畑　　　彰

①

①

都市ガス事業

土地家屋調査士
②土地家屋調査士
山中正一事務所

③所　長
④ 2013年８月入会
⑤

②北海道ガス㈱
千歳支店

③代　表
④ 2014年７月入会
⑤ 1969年３月12日生

③支店長
④ 2014年４月入会
⑤ 1962年９月９日生

1959年10月17日生

高　橋　憲　司

山　中　正　一
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佐々木　義　朗

①不動産管理
②㈱吉本
③代表取締役
④ 2016年１月入会
⑤ 1955年10月19日生

①温泉旅館
②丸駒温泉㈱
③代表取締役
④ 2016年１月入会
⑤ 1963年１月11日生

吉　本　　　修

①信用金庫
②北海道信用金庫
千歳支店

林　　　俊　樹

①

①

社会保険労務士

福祉サービス業

②労働保険事務組合
千歳行政事務代行社

②社会福祉法人
千歳いずみ学園

③

③

代　表

常務理事 ･
総合施設長

④ 2015年７月入会
⑤ 1964年５月31日生

③支店長
④ 2016年１月入会
⑤ 1960年10月16日④ 2015年７月入会

⑤ 1955年11月７日生

村　松　繁　克

荒　　　洋　一

馬　場　正　憲

野　寄　豊　文

①小型貨物運送
②キリングループ
ロジスティックス㈱
北海道支社

③執行役員
北海道支社長

④ 2016年５月入会
⑤ 1965年２月22日生

①建設業	他
②笹木産業㈱
③常務取締役
④ 2016年７月入会
⑤ 1961年８月25日生

①広告業
②㈱メディアコム
③取締役
④ 2016年７月入会
⑤ 1966年５月11日生

羽　生　伴　子
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櫻　井　　　隆

①ビール製造
②キリンビール㈱
北海道千歳工場

③北海道千歳工場長
④ 2017年４月入会
⑤ 1963年５月24日生

①ペット産業
②ドッグゾーン
③代　表
④ 2016年９月入会
⑤ 1963年３月14日生

塩　澤　寛　子

①ホテル業
②ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル千歳

③総支配人
④ 2016年８月入会
⑤ 1962年５月12日生

落　合　和　昭

宮　川　浩　一

①ＩＴ業
②㈱ツヨシオカ
③代表取締役
④ 2016年８月入会
⑤ 1986年９月17生

①不動産売買
②㈱Build	I
③代表取締役
④ 2016年８月入会
⑤ 1967年６月２日生

吉　岡　　　毅

①養鶏
②㈱道央養鶏
③専務取締役
④ 2016年７月入会
⑤ 1963年10月４日生

武　石　考　司

①

①

自動車部品製造

電力事業

②不二電子工業㈱
千歳工場

③工場長
④ 2017年７月入会
⑤ 1966年１月９日生

②北海道電力㈱千歳
ネットワークセン
ター

③所　長
④ 2017年４月入会
⑤ 1964年11月26日生

村　松　英　明

岡　田　信　行
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①

①

福祉サービス業

総合建設業

②

②

一般社団法人
遺品整理士認定協会

㈲菊地建設
③代表取締役
④ 2017年７月入会
⑤

③理事長
④ 2017年７月入会
⑤ 1963年10月25日生

1968年９月６日生

木　村　榮　治

菊　地　　　稔

内　川　重　之

①地方銀行
②北洋銀行千歳中央支
店

③支店長
④ 2018年４月入会
⑤ 1965年８月16日生

林　　　　　貴

①給排水空調
②協業組合　カンセイ
③代表理事
④ 2017年７月入会
⑤ 1980年２月６日生

①飲食業
②㈱タカコーポレー
ション

③代表取締役
④ 2017年７月入会
⑤ 1959年５月31日生

曙　　　嘉　輝

安　達　正　子

遠　藤　晴　美

①飲食業
②ラウンジ　サンタナ
③代　表
④ 2017年７月入会
⑤ 1960年７月11日

①食品小売業
②㈱安達商店
③代表取締役
④ 2017年７月入会
⑤ 1950年４月17日生

①ハンドリング · 旅客
サービス

②ＡＮＡ新千歳空港㈱
③代表取締役社長	
④ 2018年４月入会
⑤ 1964年10月11日生

馬　場　伸　裕
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　私がこの度の記念誌編纂委員長を依頼されたのは大西信
也会長年度の春だったように記憶しています。創立50周年
を迎える次の年度であります、瀧澤順久会長年度の副会長
を務められる事が決まっていた大澤雅松会員より、例会終
了後にお願いされました。今思い返すに、様々な事業を展
開した50周年実行委員会組織の中でも、実行委員長や記念
事業部会長など、核となる人事の選定時期と同じ位早い依
頼だったのだろうと推察します。その当時、入会５年目と
いう中でのこの抜擢に、正直不安感しかありませんでした
が、過去にクラブ会報委員会の委員長をやらせていただい

た際、大澤副会長には委員として様々な場面でご尽力をいただいたご恩もあった事から、私にはそ
の依頼をお断りする選択肢はありませんでした…。
　言うまでもなく、この記念誌はクラブの伝統であり、積み上げた歴史の成り立ちが凝縮された書
籍です。入会時に40周年時の立派に製本された記念誌をいただいていた為に、その存在は知っては
いましたが、それまでしっかりとその内容を熟読している筈もなく…。記念誌編纂委員長に就任す
る事が決まってから、過去の記念誌も含めて一通り目を通すに至りました。そして当然の如く多岐に
亘ったデータや特集記事など、そのボリュームの大きさに圧倒され、今後の編纂作業、そのボリュー
ムを察するに頭を抱える事となった訳ですが、委員会のメンバーには当時のクラブ会報委員会メン
バーの殆どを配置して下さった事もあり、アクティブなメンバーと一緒に作成していけるという強み
があった事は精神的に良かったと思っています。
　まず、１回目の委員会開催までに行ったのは紙面構成を定める事と担当割り振りをする事です。私
の中では、酒井宏氏が委員長を務められました40周年の記念誌の５部構成が記念誌として最善だと
の思いから、残すべきものは残し、その形を踏襲していく形を取りました。私は主にデータが密集し
ている第３部を担当したのですが、作成に当たって毎年発行されている「会員手帳」や「クラブ計
画と報告書」、何より事務局の伊藤美紀さんが保管しているデータ資料が非常に役に立ちました。
　瀧澤年度４月の50周年記念式典・祝賀会の終了後には、例会数も通算2,500回を超えました。編
纂作業もピークを迎え、委員会メンバー全員で式典部門と祝賀会・ゴルフ会部門に分かれて紙面構
成作業に当たりました。時は既に今野良紀年度に入り、それぞれのメンバーが新たな担いを与えら
れた中で、その活動と併用しながら記念誌編纂作業を継続して頑張ってくれたお蔭で、本記念誌を
やっと発刊する事が出来ました。
　結びに40周年からの10年間のパスト会長（幹事）の皆さまには、その当時の思い出を寄稿いただ
いたり、特集記事であります「会長座談会」開催に際しても快くお引き受け下さり、お陰様で後世
のメンバーにメッセージを残していただく貴重な機会を得る事が出来ましたし、お忙しい中殆どの委
員会に出席下さり、ご助言を下さった大澤副会長、喜多幹事をはじめとする、50周年実行委員会の
皆さまやパスト会長の皆さま、編集下さった千歳印刷㈱にも感謝申し上げます。
　最後になりますが、発刊までの期間、決して少なくないお時間を使っていただいた委員会メンバー
の皆さん、皆さまと共にこの記念誌が発刊の日を迎えられた事を本当に嬉しく思います。１年以上も
の間、ありがとうございました。本記念誌が全ての会員の皆さまの活動の参考資料となる事を願って。

　　2019年１月31日

会員523名の想いと活動の歴史を目の当たりにして

※第１回記念誌編纂委員会
（17/09/07  ゆきあかり）

編  集  後  記

創立50周年記念誌編纂委員会　委員長　前　田　浩　志　
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