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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1968年4月26日 

 本日の例会 （1月26日 第22回）通常例会                     担当：クラブ奉仕委員会 

第21回（通算2454回）通常例会報告 

日時：2017年1月19日（木）12：3０～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳例会場  

プログラム：通常例会 

担当：職業奉仕委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 武石 考司 委員 

四つのテスト：SAA・プログラム委員会  吉岡 毅 委員  

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

 皆さん、こんにちは。１月１２日

の新年交礼会が無事終えたことに安

堵しております。親睦活動委員会を

始め、ＳＡＡ・プログラム委員会、

出席・資料管理委員会，社会奉仕委

員会の皆様のおかげでスムーズな運

営が出来ました。ありがとうござい

ます。 

 私と幹事は１０日には千歳セントラルRCの新年会、１１日は千

歳LCの新年会、そして１２日が千歳RCの新年会と３日間新年会の

出席が続きました。同じメンバーが３日間、顔を突き合わせてい

るとなんとなく親しみを感じてきます。新年会の出席で大変だと

思ったのは女性陣です。女性は国際ソロプチミスト千歳の小川会

長と千歳セントラルRCの菅原幹事でした。お2人は３日間とも和

服姿で３日間とも違う着物でした。男性は同じスーツでもわから

ないですが、女性は髪型も和服に合わさないといけませんし大変

だと感心いたしました。 

 今日は、臨時総会があります。クラブ細則の中に臨時総会の文

言は無いのですが、会員の総意のご承認をいただきたい議案があ

りましたので臨時総会としました。まだ、皆さんにはお配りして

はおりませんが新しい改正されたクラブ細則には、臨時総会の文

言は入る予定です。年度内には新しい定款細則を作っていただく

ようロータリー情報・定款細則委員会には、お願いしたいと思い

ます。間に合わなければ、細則だけでもお願いしたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

会長挨拶（大西 信也 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

大 西 会 長 方 針 

「相手の気持ちになろう、ロータリーの気持ちになろう」 

会 長 大西 信也   副会長 齊藤 博徳    幹 事 今野 良紀 

会長エレクト 瀧澤 順久    会 計 喜多 康裕   

第2510地区ガバナー 武部 實 第７グループ・ガバナー補佐 高木 繁秀 

２０１7年1月26日 

第20号 （通算2318号） 

      ～1月は職業奉仕月間～  

 皆さん、こんにちは。今年初めての昼

の例会となります。今日を皮切りにまた

今年１年どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

1. 1月4日(水)千歳市新年交礼会に会長・

幹事が出席いたしました。 

2. 1月6日(金)千歳商工会議所新春懇親会

に会長が出席いたしました。 

3. 1月10日(火)千歳セントラルRC新年交

礼会に会長・幹事が出席いたしました。 

4. 1月11日(水)千歳LC新年交礼会に会長・幹事が出席いたしました。 

5. 1月16日(月)千歳青年会議所新年交礼会に会長・幹事が出席いたしまし

た。 

6. 1月19日(木)本日、千歳プロバスクラブ新年交礼会会長・幹事・社会奉仕

委員長が出席いたします。 

7. 1月20日(金)千歳工業クラブ新年交礼会に会長が出席予定です。 

8. 1月26日(木)千歳地区交通安全協会新年交礼会に会長が出席予定です。 

9. 1月26日(木)札幌で開催の札幌千歳札幌会に副会長が出席予定です。 

幹事報告（今野 良紀 幹事 ） 

◇社会奉仕委員会 牟田 裕一 委員長 

 皆さん、こんにちは。社会奉仕委員会

の牟田でございます。先日の新年交礼会

でおみくじ配布し応分の浄財をいただい

たところ最終的に７３，０００円が集ま

りました。これを全額、千歳市奨学基金

に寄付させていただきたいと思います。 

 

 

◇職業奉仕委員会 野寄 豊文 委員 

 職業奉仕委員会の野寄でございます。

よろしくお願いいたします。今日は１

点、キリンビール㈱北海道千歳工場の名

川工場長からご案内がありましたので、

ご紹介致します。皆さんも既にご存じか

とは思いますがキリンビールの千歳工場

がリニューアルしています。それのご案

内になります。 

 

◇国際奉仕委員会 村上 倫行 委員長 

 国際奉仕委員会の村上でございます。

お年玉年賀はがきの発表も終わりまし

て、「書き損じはがきキャンペーン２０

１７」ご協力の案内が来ております。ユ

ネスコ世界寺子屋運動の一環として「書

き損じはがきキャンペーン２０１７」を

実施しております。 

 

 

◇千歳・支笏湖氷濤まつりのPR  丸駒

温泉 佐々木 義朗 社長 (千歳RC会員) 

 お時間を借りましてＰＲさせていただ

きます。「第３９回支笏湖氷濤まつり」

が１月２７日から２月１９日まで約３週

間にわたって開催致します。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

委員会報告 

臨時総会議事 

◇進行：議長 大西 信也 会長 

 これより臨時総会を始めます。細則第

４３条第３節により臨時総会は成立して

おります。議題ですが２０１９－２０２

０年２５１０地区のガバナーに福田武男

パスト会長を推薦する件についてです。

佐藤秀雄パストガバナーより趣旨説明を

お願い致します。 

 

◇佐藤 秀雄 パストガバナー 

 12月15日は当クラブのクリスマス家

族会当日でしたが、私は国際ロータリー

第２５１０地区のガバナー指名委員会に

行ってまいりました。経過報告をさせて

いただきますが、第2510地区の指名委

員会というのは、パストガバナー、ガバ

ナー、エレクトガバナーの総勢１８名を

以て構成しております。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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出席率 

今回：74.6％（  1月19日＝47／63 実数） 

確定：73.0％（12月22日＝46／63､うちMu0名） 

◇職業奉仕委員会 斉藤 えみこ 委員長 

 本日の卓話では、千歳RC会員お二人か

ら「職場ではどんな職業奉仕をしていま

すか？」という事を座談会形式で話をお

伺いしたいと思います。 

 お一人目は、丸駒温泉株式会社 佐々木

義朗社長です。お二人目は、キリ ング

ループロジスティックス株式会社北海道

支社 野寄豊文支社長です。本日は限られ

た時間ですが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：お二人とも、ロータリーに入って１年位になりますが、感想をお願いし

ます。 

 

◇佐々木 義朗 会員 

 ロータリーに入ってちょうど１年経ち

ました。最初の内は慣れるまでに時間が

かかりまして、未だ慣れてはいないとこ

ろがあります。 

 私の父親がロータリークラブに入って

いましたけれども、父親がいつも木曜日

になると、どんな行事があっても出来る

限り例会に出席をする。会社の行事が

あっても、その日はロータリーがあるか

ら会社の行事を違う日に替えてロータ

リーを優先していたような気がいたします。  

 それが、私達にはあまり理解出来なかったものでした。自分がロータリー

に入ってみると父親は仲間と１週間に1回は会いたいですとか、あるいは仲

間とたまに飲んで色々な異業種の話を聞きたいという思いたのだ思います。

ロータリーへの思い、それが少しずつ自分の生活になって来ているような感

じがいたします。もう少し頑張ってみたいなと思っております。 

 

◇野寄 豊文 会員 

 私は昨年の４月に前任の紺野の方から

引き継いで千歳RCの会員として入会さ

せいただきました。皆様の温かいお声掛

けのもとに何とか１年間やってこれまし

た。入会して、特に「四つのテスト」に

非常に感銘を受けております。 

 私は、九州から昨年北海道に赴任して

きましたが、赴任して様々な経験をさせ

ていただいています。週末しか暇があり

ませんが既に８千Ｋｍ位、道内を車で走

り回っています。北海道を何とか満喫し

ようと思って色々な場所を回っています。私は、北海道の方は非常に心温か

い方ばかりがいる土地だなと感じております。現在、札幌に住んでいますが

なぜ千歳に住まなかったのかと悔やんでおります。これからもよろしくお願

いいたします。 

職業委員会卓話 

Q：「職場では、どのような職業奉仕をしていますか?」をお伺いしたいと

思います。まず佐々木社長にお伺いします。丸駒温泉の４代目にして、昨年

開業１００年目を迎えられましたが１００年続いた大きな理由は何処にある

のでしょうか。 

◇佐々木 義朗 会員 

 ＳＴＶラジオの「北海道百年物語」

というラジオドラマで３０分間丸駒温

泉を放送していただいています。私は

今年で５４歳になりますから、丸駒温

泉に生まれて丸駒温泉の歴史１０２年

の内５４年を丸駒に携わっていますの

でほぼ半分は家業に接していたと思っ

ています。 

 職業奉仕に関しましては、やはり感謝の気持ちを忘れないことが一番であ

ります。「四つのテスト」の「みんなのためになるかどうか」ということだ

と思います。相手に対して自分と会社がみんなのためになっているのか、相

手のためになっているのかという問いかけを常に行っていたということが大

きいと思います。 

◇野寄 豊文 会員 

 当社はキリングループのロジスティクス株式会社という会社で全国で約

1000名強の従業員がいます。ご存じの通りキリンビール若しくはキリンビ

バレッジの商品をメインで扱わせて頂いている会社でキリンビールの機能分

担会社ということで設立されている会社です。 

 本来の仕事とは関係なく取り組んでいます。一緒に良い生活をおくるため

という職業を通じての職業奉仕という活動をやっています。 

お客様とお客様とを結びつける活動を日頃からやっていこう、搬送事業も商

売ですから営業面もやっており信用を大切にしている会社です。 

 

Q： 続いて去年１２月の大雪についてお話をお伺いしたいと思います。 

◇野寄 豊文 会員 

 北海道に来て初めての冬を迎えるわけ

ですけれども、昨年１２月22日から北

海道でドカ雪が降ったその時は東京に出

張に行っていました。空港から出られな

い、帰れないんですね。電車がありませ

ん。 

◇佐々木 義朗 会員 

 実は、天災による交通障害によってお

客様が帰れなくなったり来られなくなっ

たりするケースは、過去に霧が出て欠航になったというケースが結構ありま

した。 

 お客様に対するサービスの中身も昔とはだいぶん変わってきたのかなとい

うのがこの３日間の大雪で感じたことです。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

◇福田 武男 PC 

 皆さん、こんにちは。先程は２５１０

地区ガバナー推薦する件にご承認頂きま

してありがとうございます。 

 お二人の職業奉仕はとても私に出来る

ことではありません。一般論をお話しし

ますと先程の「四つのテスト」に4つも

あるとわかりづらいと思います。簡単な

１つのテストがあります。それは゛Ｉｓ 

ｉｔ ｇｏｏｄ ｆｏｒ Ｐｅｏｐｌｅ？゛

「人々にいいことかどうか」があります。要するに、人々とは職業上の相手

かもしれないし、職場の働いているスタッフかもしれないし、地域社会の

人々かもしれないそういった周りの人達全体にいいかどうか。「四つのテス

ト」の最後にあります「みんなのためにいいかどうか」だと思います。それ

と同じ様に、みんなのためにいいことであれば良いということです。だか

ら、“Ｉｓ ｉｔ ｇｏｏｄ ｆｏｒ Ｐｅｏｐｌｅ ？”、「人々にいいことで

すか？」という一言で四つのテストは良いのかもしれません。4つも覚える

のが大変だったら「全ての周りの人にいいか？」と考えれば良いと思いま

す。 

 千歳RCや地区で余りにも理論ばかりが盛んに言われていますけれども実

際はどうなのかと言われたら、なかなか一言では言えないと思います。です

から是非、私も自分を含めてロータリーの職業奉仕、自分の職業では何を

やっているか人に言える様なことはあるかという事を問いながらこれから

行ったらどうかなと思います。基本的に入会のときに多くのクラブは、新入

会員にあなたの職業とロータリーの職業奉仕を関連づけて一言いいながら

「イニシエーション・スピーチ」をしなさいというところが多いらしいで

す。我々もベテランといえども自分の職業とロータリーの職業奉仕を考え、

自分で日頃何をやっているかと問いながら例会に来てお互いに切磋琢磨すれ

ばいいのかなと思います。ありがとうございます。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

◇議長 大西 信也 会長 

 佐藤パストガバナー、ありがとうご

ざいました。私が幹事のときは、佐々

木昭会長、そのときに佐藤ガバナーで

した。ですから、私が幹事のときに千

歳で地区大会を行い、その前の３月頃

に会長研修会等そういうものを全部

行った覚えがあります。やるだけの価

値はあると思っておりました。 

 この議題につきましてご意見のある

方は挙手をお願いします。(挙手無し)ご意見が無いようなので、採決をとり

たいと思います。 

〇「２０１９－２０２０年度第２５１０地区ガバナーに福田武男パスト会長

を推薦する件」に賛成の会員は拍手をお願いします。(大きな拍手) 

 

 ありがとうございました。これで会員

の皆様より議題は承認されました。この

後、地区のガバナー指名委員会より決定

されると思います。これで臨時総会を終

わります。ありがとうございました。 

  

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 
本日のニコニコＢＯＸ  15名 21,000 円  
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