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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

安孫子建雄 様 RI 第 2510 地区パストガバナー (江別 RC) 

佐藤 秀雄 様         〃       （千歳RC） 

福田 武男 様 RID2510 2019-20 年度ガバナー予定者 

次年度第 7 グループガバナー補佐 (千歳 RC) 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、本日は我孫子パストガバー来ていた

だきありがとうございます。 

また、千歳ロータリークラブからパストガバナー佐藤 秀夫

さまと次年度ガバナー補

佐及びガバナーノミニーで

あられます福田さまも来

て頂いております。本日

は、宜しくお願い致しま

す。 

我孫子パストガバーにお

声を掛けさせて頂いたのは、我がクラブを知って頂きたい

と思いお呼び致しました。クラブの特徴としましては、９年

連続RI会長賞受賞し今年は、10年連続を狙っていま

す。また、女性会員が７名在籍し女性会員が多いのも

特徴の一つです。本日は、仕事の都合で来ていません

が若いメンバーまだまだ沢山在籍しています。本当で言

えば若いメンバーに話を聞いていただき奮起を促したい

所ですが本日は、先輩会員のメンバーが沢山お越し頂

いております。日々のマンネリ化した活動に刺激があれば

幸いです。 

もう一つの狙いは、我がクラブ会員数 43名で千歳クラブ

さまは、63 名とお聞きしましたが初代高塚会長とお話さ

せていただき、26 年目を向かえる我がクラブもガバナーを

輩出するクラブ作りをしていこうじゃないかと個人的な思

いでありますが進めていこうと思い我孫子パストガバーを

お呼びさせて頂きクラブを知っていただき一歩前進してい

きたいと思い卓話依頼をいたしました。メンバーの皆さん

本日は、どうかご有意義な例会をお過ごしいただければと

思います。 本日は、よろしくお願いいたします。 

 

 

 ビジターごあいさつ   

RI第 2510地区パストガバナー 佐藤 秀雄 様 

今日は、2019-2020 年度ガバナーをご指名いただきま

したのでそのご挨拶に参り

ました。たまたま指名委

員長が安孫子パストガバ

ナーでございましたので、

ここでびっくりしている訳で

あります。いずれにしても

12 月 1 日までに各 69

クラブからガバナー候補の申し入れが無かったために、今

年度から 18 名の指名委員がいらっしゃいますが全員で

探すのは大変だということで、直近のパストガバナー5 名

で小委員会を作りまして、そこで探そうという事になりまし

た。ちょうど昨年 12 月 15 日に指名委員会が開催され、

そこで応募はありませんでした。そこで 5 名の中から委員

長を中心にして千歳クラブさんはどうですかというお話があ

り、当クラブから福田武男君が推薦されたという事でござ

います。パスト会長会を開き、尚且つ理事会にかけそし

て総会をもってご承認いただきました。安孫子委員長に

千歳クラブから福田武男君を推薦しますという文書を差

し上げて、指名委員会で満場一致をもってご承認された

という経過であります。そして尚且つ今日はお願がありま

した。私は 2003-04 年度のガバナーでありました。その

時に 2 人の会員（井上会員、坂井会員）が地区幹

事として大変ご苦労されてお手伝いをされました。今回

も 2019-20年度、是非 2人以上当クラブから福田年

例会出席状況（2017 年 3 月 14 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（2）名 

出席率 60.47 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  3名 

2 出席者数総計  29名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 3 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 74.42 ％ 
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度の幹事さんにご推薦をいただきたいという事で、会長に

お願いをしに参りました。本人からもそういったお願いがあ

ろうかと思いますが、何しろセントラルさんのご支援が無け

れば地区はスムースに動きませんので、是非お願いをし

たいという事でございます。それでは、ご本人のほうからご

挨拶をさせていただきます。 

 

2019-20 年度ガバナー予定者・次年度ガバナー補佐 

福田 武男 様 

皆様こんにちは。私も入ってきて安孫子パストガバナーが

いたのでびっくりして何かあ

ったのかと思いました。あま

りにもタイミングが良く驚き

ました。いまご紹介ありま

したように、私は千歳クラ

ブに入会して 30年近くな

る会員で歯科医です。た

またま札幌の方で候補者が決まらなかったという事で、た

またま千歳の方に話が来た時に急遽、どうだろうかと思い

ました。本当に数日の話でした。どうなるだろうかわかりま

せんでしたが、半分は本当にはならないだろうと思ってい

ました。私はガバナーではなく、ガバナー補佐ですからと盛

んに言いましたが、その時たまたま準備が出来る人がいな

かったので、私が皆さんを代表して出させてもらうというこ

とで急遽決まりました。先ほど地区幹事の話も出ていま

したが、代表幹事は 2名程お話しています。それ以外は

まだクラブにも打診していない状況で、明後日の駒そば

例会の時に会長・幹事を通じて言う話になっていまして、

逆転するような気もしますがそういう予定です。皆さんの

お力をお借りして何とか成功裡に、ロータリーを良い方向

に持っていけるように頑張りたいと思いますので宜しくお願

いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 メールでもご案内しておりましたが千歳インドアパーク

ゴルフクラブ「オープン記念大会」のご案内 

○ 日時：平成 29年 3月 29日(水）午前 10時 

○ 会場：千歳インドアパークゴルフクラブ 

（千歳タウンプラザ地下１階） 

○ 会費：1,800円 

○ 登録締め切り：3月 21日（金） 

 第 2520地区 岩沼ロータリークラブより創立 50 周

年記念式典・祝賀会 記念写真誌が 2 冊届きまし

た。回覧します。 

 春の全国交通安全運動「セーフティコール」のご案内 

○ 日時：平成 29年 4月 10日(月)15：00～ 

○ 集合場所：北ガス文化ホール 

○ 啓発場所：道道早来千歳線 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 髙木 昌人 

卓話講師 安孫子建雄パストガバナー、ビジターご出席

の佐藤秀雄パストガバナー、福田武男ガバナーノミニー

よりニコニコ BOX を頂戴しました。皆様有難うございまし

た(^^)/ 

安孫子建雄様、佐藤秀雄様、福田武男様、齊藤博

司会員、関根悟会員、白木松敏会員、 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 TPP と日本の食料・小麦 アメリカ視察」 

講師：国際ロータリー第 2510 地区 パストガバナ

ー 安孫子 建雄 様 

担当/会員増強・維持委員会（進行:幹事 菅原 百合子） 

本日は安孫子パストガバナーに卓話をしていただきます。

その前に略歴をご紹介させていただきます。 

 

[講師略歴] 

安孫子建雄 様 

江別ロータリークラブ所属 

生年月日 1943年 9月 28日 73歳 

江別製粉株式会社 代表取締役会長 

1986年 12月 江別ロータリークラブ 入会 

1994-95年度 幹事 

2001-02年度 会長 

2007-08年度 第 2510 地区第 3 グループ ガバナー補佐 

2013-14年度 第 2510地区 ガバナー 

 ロータリー財団メジャードナー、米山功労者マルチプル 

  

 卓 話  

講師：国際ロータリー第 2510地区 

パストガバナー 安孫子 建雄 様（江別 RC） 

皆さん、こんにちは。 

私もパストガバナーになってから中々お呼びが掛からなく

て、一度きり札幌クラブにいきなり呼ばれた事がありまして

それきりご無沙汰しておりました。楽だなあと思っていまし

たら、関根会長からメールをいただきまして気を引き締め

本日のニコニコ BOX 合計額 16,000円 

今年度 累計額 587,000円 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2017年 3月 14日   例会 第 32回 / 通算 第 1232回 

- 3 - 

て今日は参りました。偶然、佐藤パストガバナー、デジグ

ネートの福田さんにお会いできるとは思いもしませんでし

たが、もしかしたら今日会うかなと思いながらこちらへ向か

いました。指名委員会委員長の役割は一回きりでござ

いますので、今回は 12 月、1 月と年を越せるかハラハラ

している時期がありましたけれども千歳からこのように「素

晴らしい方をご推薦いただいたという事で乗り切る事が出

来ました。本当にほっとしております。指名委員会の裏話

をしても仕方がありませんがなかなか簡単にいかない年も

あります。いろいろなご意見がありますので難しいのですけ

れども 1 つはどうしても候補者が札幌中心に出るケース

が非常に多いです。札幌以外から回さなければならない

だろうという意見もあります。私も江別から出たのですが、

そういう部分ではまだまだ他の地区から出す必要がある

のだろうと思います。今日、関根会長が素晴らしいお話

をされたので、次は何年後になるかわかりませんけれども

こちらから出る可能性があります。会員が少ないからとい

う話をされるクラブもありますが、そうではなくて私のクラブ

も出た時は 30人そこそこでした。どうしようかなと思いまし

たが、実に上手く皆さん協力していただいて一年＋アルフ

ァ何とかやってこられました。第 2510地区は 69クラブで

かなりあちこちにあります。札幌中心に物を言って悪いの

ですが、どうしても遠隔地からいうとうちはそんなチャンスは

無いという話が出ますが、実にいろんな人材がいらっしゃ

るのでこの方はガバナーをやられてもという方がたくさんお

られる訳です。只、仕組み上、人数が少ないとか遠隔地

だという話になる訳ですから出しづらいという事があるので

はと思います。それを是非これからも頭の中に入れながら

道央中心から拡がっていくことになればと思います。名古

屋の地区の話をすると、ガバナーは本当に小さいクラブか

らも出ています。只、地区を運営するスタッフ、大会運営

のスタッフその他ほとんど名古屋で準備するというような仕

掛けもあります。ですから、そういう方法論も考えていくと

少人数クラブでも可能性が出てくるという仕組みも必要

なのかなと思っております。 

会長からのメールの中に会員増強についてありました。会

員増強月間は 7・8 月で既に過ぎていると思いますが、

私もパストになってすぐの仕事が会員増強委員長でした。

なかなかその役目を果たす事は出来ませんでした。難し

いのは会員増強のプログラム・メニューはいろいろあります

が、それを実行して遂行するというのはそんなにたくさんあ

る訳ではないと思います。基本的には皆さん方が自分の

お仲間を集めてこようという意識・意思だと思います。うち

のクラブでもそういう事を言われてやりました。1 人、2 人

が探して歩くのもなかなか大変なので、クラブとしては何

人かでチームを組んでそしてやるのも一つの方法だと思い

ます。どんな人がいいかという話を集めてきて、何人かのメ

ンバーで勧誘して歩く。これは相手の方にとって圧力と感

じるかもしれませんがそういう方法もあるのかなと思います。

会員増強を 1 人だけの役割にしないでなるべくクラブで

共有できるような形で増やしていく事かなと思います。一

番大事な事は自分達のメンバーとしてどうかという意識だ

と思います。毎回例会に来ていろいろな方とお話して、そ

れをいいなと思う気持ちが無ければどんな人に声を掛け

ても上手くいかないと思いますので、まずクラブが楽しいク

ラブとして進んでいくという事を基本にすると会員の勧誘

も進むのではないかと思っております。 
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今日は私の仕事柄の事で申し訳ありませんが、お手元

に世界の小麦の状況をコンパクトにまとめたプリントがあり

ます。それを中心にしてお話をしていきます。 

── TPP の現実と世界の小麦生産、日本の小麦輸

入について資料でご説明いただきました。後半はアメリカ

を視察された際の多くの画像をご紹介いただきました。 

 

 記念品贈呈  

講師 安孫子建雄

パストガバナーへ記

念品を贈呈いたしま

した。大変有難うご

ざいました。 

 

 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は3月21日（火）、移動親睦夜間例会「親

睦の夕べ  in キリンビアレストラン ハウベ」です。担当は

親睦活動委員会。開会点鐘 18 時 30 分。会場は、

キリンビアレストラン ハウベ（千歳市上長都 949-1）です。 

 SCHEDULE  

3
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日 ■会長エレクト研修
セミナー(地区) ■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区) 

26 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28 日 

第 17 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「卓話/未定 講師/㈱メモリアルむらもと 代表
取締役 村本隆雄様」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC 定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

10 日 
春の交通安全運動セーフティコール 
集合/PM3:00 北ガス文化ホール駐車場 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
通常夜間例会 「未定」[担当/クラブ研修・新会員研
修・細則検討委員会(委員長 彦坂忠人)] 

13 日 第 25 回長沼国際交流フェスティバル（長沼 RC） 

16 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 高塚信和)] 

20 日 
親睦夜間例会 「友好クラブ締結 20 周年記念合同
例会」 
[担当/友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会（委員長 松坂敏之)] 

23 日 例会日を 5 月 20 日(土)に変更 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 
通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 


