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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 （4月13日 第29回）早朝例会                      担当：社会奉仕委員会 

第28回（通算2461回）通常例会報告 

日時：2017年3月23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：健康委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 落合 和昭 委員  

四つのテスト：ＳＡＡ・プログラム委員会 武石 考司 委員  

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

千歳ロータリークラブ会報 

大 西 会 長 方 針 

「相手の気持ちになろう、ロータリーの気持ちになろう」 

会 長 大西 信也   副会長 齊藤 博徳    幹 事 今野 良紀 

会長エレクト 瀧澤 順久    会 計 喜多 康裕   

第2510地区ガバナー 武部 實 第７グループ・ガバナー補佐 高木 繁秀 

２０１7年4月13日 

第27号 （通算2325号） 

         ～4月は母子の健康月間～  

幹事報告（喜多 康裕 副幹事） 

  
 １．3月26日（日）、長沼町で開催される IMで

すが、バスは12時10分にANAクラウンプラザホ

テル千歳出発となっておりますので、時間厳守でお

願いします。 

  

 ２．4月18日（火）に開催される千歳セントラル

RCとの合同例会ですが、まだ出欠の回答をされていない方は、準備の都合

上、できるだけ早めの回答をお願いします。また、多くの方に出席していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  

 ３．本日の例会終了後に理事会を開催します。理事の方、出席をよろしく

お願いします。 

 今年のRI国際大会は6月10日から14日

までアメリカのフロリダ州アトランタで開

催されます。2018年は6月24日から27

日までカナダのオンタリオ州トロントで開

催されます。2019年は6月1日から5日ま

でドイツのハンブルグです。2020年東京

オリンピックの年、そして福田 武男 ガバ

ナー誕生の年は6月7日～10日アメリカのハワイ州ホノルルでの開

催となります。 

 

 私は1度だけ国際大会に参加しております。それは日本で3回目

に開催された大阪大会（第95回RI国際大会）です。  

 大阪大会が開催された年度は、第2510地区では千歳RCの佐藤 

秀雄 ガバナー年度であり、千歳RCでは佐々木 昭 会長、大西 信也 

幹事の年度でした。私は幹事であったため、ツアーを企画し大阪大

会の参加者を募りました。  

 

 大会初日の夜、ホテルグランヴィア大阪にて第2510地区と第

2500地区合同の北海道ナイトが開催されました。出席者は総勢

260名で、盛大なパーティーとなり、とても楽しく一夜を過ごす

ことができました。翌日以降も様々な催しがあり、参加者全員、見

聞を深めることができました。大変有意義な国際大会であったと思

います。  

  

 また日本で国際大会が開催されることがありましたら、是非とも

参加してみて下さい。その価値は十分にあると思います。  
 

     ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

会長挨拶（大西 信也 会長） 

委員会報告 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

社会奉仕委員会 牟田 裕一 委員長  

 

 4月10日（月）、15時から16時まで春の全国

交通安全運動「セーフティコール」を行います。

北ガス文化ホール前駐車場に１５時までに集合を

お願いします。 4月13日（木）は早朝例会です。

ANAクラウンプラザホテル千歳前に7時までに集

合をお願いします。ごみ袋は、事務局で用意いた

します。両日ともに、ロータリー帽子とロータ

リージャンバーの着用をお願いいたします。 

 

会員増強委員会 村田 研一 委員長  

 

 今年に入り、企業会員の人事異動で3名の方が

退会され、その後任者として新たに3名の方が入

会致しました。今現在の会員数は63名でござい

ます。来年度の目標は、千歳RC創立50周年に向

け、7名増員し、70名体制を目指しております。

今のところ、2名の方が入会を予定しています。

新入会員増強に向け、皆さんのご協力をお願いい

たします。  

 本日のお客様を紹介します。医療法人資生

会 千歳病院 理事長 佐藤 正俊 様と、伊藤 正

樹  会 員 の 後 任 と なり ま す、全 日 本 空 輸

（株）千歳空港支店長 新川 新一 様でござい

ます。  

 

 

 

 

 

 

  佐藤 正俊 様      新川 新一 様  

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

ロータリー情報～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

  
ロータリー情報・定款細則委員会 福田 武男 ガバナー・ノミニー  

 

 皆さん、普通は「親睦」というと、ゴルフをし

たり、お酒を飲んだりという意味に捉えられてい

ると思いますが、ロータリーでは、今この場所で

皆さんと例会に集い、色々な人や他業種の人達と

話し合って、研鑽を積みながら自分達が切磋琢磨

され、自分達の境地を高め、奉仕の心を高めてい

く、そして奉仕の心を形成していく、この一連の

流れ全体をロータリーでは「親睦」と言います。 

 

 「ロータリーの奉仕とは団体奉仕ではない」という言葉もあります。決議

23-34号の中に書いてありますが、あくまでも「個人奉仕」が基本である

ということです。ですが、ロータリーの中では一人でも団体でもどちらでも

良いと考えています。クラブの団体奉仕は、奉仕の心を育てていくトレーニ

ングであり、その実践によって、究極的には個人による奉仕を行ことになり

ます。ですから、ポリオを撲滅するために寄付をすることは、個人による奉

仕として非常に意義があるものと思っております。  
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出席率 

今回：55.6％（3月23日＝35／63 実数） 

確定：71.4％（3月  9日＝45／63､うちMu:0名） 

講師紹介：健康委員会 藤川 俊一 委員長  

 

 講師の方を紹介致します。医療法人 資生会 千歳

病院  理事長  佐藤正俊 様です。卓話テーマは

「改正道路交通法について（高齢者対象）」です。

では、よろしくお願いいたします。  

 

  

  

 

講師：医療法人資生会 千歳病院 理事長 佐藤 正俊 様 

テーマ：「改正道路交通法について（高齢者対象）」 

 

 私は、医療法人 資生会 千歳病院 理事長の佐藤

と申します。よろしくお願い申し上げます。さ

て、認知症疾患医療センターは全道で18ヶ所が指

定されていますが、千歳病院はその一つとなって

おります。本日は、2017年3月12日に改正され

ました「改正道路交通法」に関し、その変更され

た点について話をしたいと思います。 

 

 何故、改正道路交通法の話かと申しますと、昨今、高齢者の交通事故が多

発しております。そのような中、警察署から認知症疾患医療センターに対

し、診断書を書いてほしいと問い合わせがあった場合、認知症疾患医療セン

ターである千歳病院では、診断書を書かざるを得ない立場にあるということ

です。  

 

 昨年の交通事故の状況は、死者が全道で158人、このうち65歳以上の人

が83人、約半数が高齢者という現状です。更には、ご高齢の方が起す事故

は大事故が多く、事故形態としては正面衝突が大多数です。したがいまし

て、事故により重症になりやすいということがお分かりかと思います。 

 そのような背景があり、2017年3月12日に道路交通法が改正されまし

た。75歳以上の方は運転免許更新時に認識機能検査を実施するのですが、

そこからのふるい分けは以前も行っておりました。しかし、改正道路交通法

では、更にふるい分の度合いを高めて実施することになりました。 

 

 また、ある特定の交通違反をした者に対しては、75歳以上場合、臨時の

認知機能検査を実施しなければならないことにもなりました。  

 

 今までは免許更新をしなくても一定の違反がなければ、何らかの形で救済

措置が出たのですが、今後は違反をすると、いきなり認知機能検査を受ける

ことになり、その結果、私の病院に来ることになるのです。 

  

 では、認知機能検査で、実際に何をするのか、皆さんも一緒に考えてみて

ください。これが現物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は何月何日何曜日か？ 予習が必要ですが、しかし認知症の人は予習

しても出来ません。 沢山の数字の中から、たとえば「１と４」に斜線をひい

てください。これは認知機能が落ちてくると集中力が欠け、また視力からく

る情報が混乱するため、正確な回答ができなくなります。次に4枚の紙が渡

され、16個の絵を1分間見た後、何が描かれていたかを思い出して記述する

問題が出されます。 そして、最後には時計の10時10分の絵を描いてくれと

いう問題が出ます。 

 

 75歳で試験をするというのが、今の日本の法律です。非常に難しい試験

ですので、皆さんにおかれましては、是非とも予習をした上で、免許更新に

臨まれて下さい。  

  

 

※アルツハイマー型認知症として、「頑固」、「言うことを聞かない」、

「自分をコントロールできない」といった症状が出るそうです。また、「自

分の能力の限界を把握できない」という認知症もあるそうです。皆さん、若

干でも心当たりがあれば直ぐに病院を受診いたしましょう！  

 

  

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～  

卓話 

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

本日のニコニコＢＯＸ  13名 45,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  

 3月11日(土)、ベルクラシックLienにて、当クラブ会員でキリンビール

（株）北海道千歳工場長の名川 誠 様、北海道電力（株）千歳支社長の石﨑 

薫 様の送別会が開かれました。本送別会には、名川 誠 会員の後任の桜井 隆 

様はじめ、千歳ＲＣ会員含め、35名の参加をいただき、盛大に開催されま

した。 今野 良紀 幹事の進行の下、大西 信也 会長のご挨拶で送別会がス

タートです。  

 腰越 くり子 会員と斉藤 えみこ 会員より、ウエッジウッドのグラスが名川

会員と石﨑会員に記念品として贈られました。 

   記念品贈呈         名川 誠 会員        石﨑 薫 会員 

 

 名川会員からは、4年間の千歳生活や千歳RC、千歳工業クラブ等の様々な

活動における沢山の思い出話、そして最後には感謝の言葉で締めくくられま

した。 石﨑会員からは、千歳RCの思い出話、そして異動先となる札幌東支

社では新札幌RCに入会し、今後も

ロータリー活動を続ける決意の言葉

で締めくくられました。  

 

名川 誠 会員、石﨑 薫 会員、千歳

RCでの活動、本当にお疲れ様でし

た。また近いうちにお会い出来る事

を、会員一同楽しみにしておりま

す。  

 

  

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

名川 誠 会員・石﨑 薫 会員 送別会開催報告 

第16回理事会開催報告 

 平成29年3月23日（木）13時30分よりANAクラウンプラザホテル千歳

例会場において、第16回理事会が開催され理事9名が出席しました。 

審議事項は以下の通りです。 

  

①第7グループ合同事業（タイ・チェンライ  アカ族支援プロジェクト）に

ついて 

・衣類検品日：5/25（木）、千歳CRC事務局納入日：5/25（木） 

②「さよなら理事会」の日程変更について：6/17（土） 

③IM（長沼町）参加に伴う移動支援者に謝意の件 

④「例会に出席できない場合の報告」の承認について 

⑤次年度の地区米山記念奨学・学友委員会の委員に浅利美恵子会員を推薦す

る件 

⑥今年度、各委員会の活動報告書の提出期限について：6/1（木） 

⑦4/27（木）ANAクラウンプラザホテル千歳 新館落成祝の件：クラブよ

り祝電＆祝い金 

⑧千歳国際交流協会役員改選に伴う理事職の派遣について（任期2年）：五

十嵐桂一会員継続 

⑨地区幹事選出について：地区代表幹事 武石忠俊・村田研一 

⑩4月・5月プログラムについて 

・4/13 早朝例会（清掃 千歳駅⇔ホテル前） 担当：社会奉仕委員会 

・4/18 夜間移動例会（リアン）千歳CRC合同【20日振替】担当：三役 

・4/27 通常例会「千歳市長卓話」 担当：三役 ≪理事会≫ 

・5/11 早朝例会（桜の下草刈） 担当：環境保全 

・5/20 移動例会 花見（グリーンベルト春まつり） 担当：親睦活動 

・その他 4/10 15：00～16：00 セーフティコール 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  


