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 黙祷    

例会開会に先立ち、8 月 31 日にご逝去されたチャータ

ーメンバー齊藤博司会員（享年 67 歳）を悼み、黙祷を捧

げました。齊藤会員のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 

 

 SAA   副委員長 島村 健一 

本日の SAAは島村副委員

長です。「今日は大下委員

長が欠席のため、初めて

SAA を務めます。よろしくお

願いします。」 

 

 

 WELCOME   副会長 井上 英幸 

千葉 英二 様 千歳市企画部 部長 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

皆さんこんばんは。先程黙祷したように先日８月 31 日

に斎藤博司会員がご逝去されました。打ち合わせも含

め3日間のお手伝い。ま

た通夜、告別式と沢山

の参列また沢山の香典

ご供花賜り故人になり

変わり御礼申し上げま

す。先日の 28日にお見

舞いに行っての３日目

に亡くなるとは僕も驚きました。少し時間は掛かりそうだと

思いましたが。不手際もあったかもしれませんが、高塚葬

儀委員長を筆頭にクラブ上げて葬儀を執り行ったことは

故人の希望で有、それに無垢板と思います。ありがとうご

ざいました。本日は千歳市企画部長千葉様の卓話でご

ざいます。皆さんじっくり聞いて勉強させて頂きましょう。

以上です。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 訃報 

岩沼ロータリークラブ会長 渡邊真多様 ご令室 京

子様（享年 65 歳）が 8 月 31 日ご逝去されました。通

夜、出棺式、告別式は終了しております。ご冥福を

お祈りし謹んでお知らせいたします。 

 地区 120万本の植樹事業 

9 月 9 日（土）、当別町 道民の森で行われます。

7 名参加予定。参加される方には今後、集合時間、

服装等詳細を個別にご案内しますので宜しくお願い

します。 

 空港募金箱外貨について 

前年度（関根会長年度）に寄付した外貨の国別集計

表が北海道ユニセフ協会より届いています。約 54 ヶ

国、日本円に換算するとおよそ 102,503 円が外貨

として寄贈されています。（回覧） 

 地区大会について 

登録人数が増えまして 16 名です。しかしながら地区

から追加登録のお願いがきておりまして、締め切りが

9 月 15 日（金）まで追加登録が可能となっておりま

す。 

登録料 15,000円、宿泊費 9,500 円、懇親会費

（10 月 14 日）5,000 円、場所は「いか清」を予約し

ています。追加登録が可能ですので是非ご登録くだ

さい。事務局へお申し込みください。 

 ゴルフ同好会「親睦ゴルフコンペ」ご案内 

○ 日時：9 月 19 日（火）集合 11:30 スタート

12:00 

○ 場所：ちとせインターゴルフクラブ 

 ㈱メディアコムより生活情報紙ちゃんと創刊 11 周年

例会出席状況（2017 年 9 月 5 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（1）名 

出席率 61.90 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 8 月 29 日） 

確定出席率（MU 含む） 72.09 ％ 
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記念協賛広告に対するお礼状が届いています。 

 千歳国際交流協会情報紙「エール」 

 地区文献資料室「貸出しリスト」のご案内 

7 年振りに刷新されました。例会を企画する際の内

容に利用できる DVD・文献などがあります。事務局

にございますのでご覧ください。 

 

 8月誕生日祝   

進行：幹事 笹谷 俊尚 

先回欠席された田口会員に会長から素敵なプレゼント

が贈られました。おめでとうございます！ 

☆田口 廣 会員（8月 5日生れ） 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 齊藤 妙子 

誕生日祝いや卓話講師 千葉様と同級生の皆さん、千

歳神社祭りのお礼などニコニコ BOX を頂戴しました。大

勢の方にご協力いただき有難うございました。 

尾本眞二会員、四方信次会員、武田伸也会員、田

口 廣会員、会員、関根 悟会員、井上英幸会員、清

水清光会員 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「卓話 わがまち千歳、新千歳空港民営化」 

講師：千歳市企画部部長 千葉 英二様 

担当/社会奉仕委員会 委員長 武田 伸也 

今年度初回の担当例会となります。今日の講師の千葉

さんは、私達の街のまちづくり、政策立案、実施に関して

の要、中心人物です。

新聞紙上で目にしてい

るとは思いますが、千歳

市はいろいろな形で未

来を託す事業、あるい

は市民サービス向上の

ための事業など多岐に

渡り多くの課題を抱えています。そのような課題を責任

者として日々こなされています。本日は大変お忙しい中、

お出でいただきました。出来る限り公表されていないよう

な裏話も含めてお聞かせ願えればと思いますので、宜しく

どうぞお願いします。 

 

 卓話  

講師：千歳市企画部 部長 千葉 英二様 

今日は貴重なお時間を有難うございます。武田君から

何かを話せという指示でございました。今どきのホットな話

題という事で、空港民営化のお話を若干させていただき

ながら、皆さんのお話を伺えればと思います。これまで皆

さんの活動、それぞれの職場・立場におきまして市政全

般、特に昨年は桜プロジェクトに対してサポートの会を作

っていただきまして市民の皆様からもご寄付をいただき植

樹をさせていただきました。グリーンベルト周辺から数年か

けて整備をしますが、市民の皆様に花見をしていただけ

るような環境作りをしていきたいと思います。資料に沿い

本日のニコニコ BOX 合計額 12,000円 

今年度 累計額 212,000円 
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ましてお話させていただきます。 

 新千歳空港の歴史 

 空港経営の民間委託 

 民間委託食うこの主な運営会社 

 7空港の一括民間委託 

 マーケットサウンディング(民間投資意欲調査) 

 新千歳空港の課題 

 北海道空港㈱の分社化 

 整備計画 

 新千歳空港の機能教 

 訪日外国人の予測値と来道者数 

 伸びるアジア諸国の人口と経済 

 7空港民間委託のスケジュール 

 

 記念品贈呈  

ご講演いただいた千

葉様に感謝を込め

記念品を贈呈いた

しました。 

 

 

 

 

 

 次回例会案内  

幹事 笹谷 俊尚 

次回例会は 9月 12日（火）、通常例会「卓話 ロータ

リー 青少年の必要性 講師/RI 地区第 2510 地区

青少年交換委員会 委員長 西村英晃様」です。担

当は青少年奉仕・ローターアクトクラブ委員会。開会点

鐘 12時 30分。定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

チャーターメンバー 齋藤 博司会員 ご逝去 

8月 31日、病気療養中のチャーターメンバー齋藤博司

会員がご逝去されました。享年 67歳。第 16代会長、

地区委員長などを歴任され長くご活躍いただきました。

謹んでお悔やみ申し上げると共に心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

【ロータリー歴】 

1990 年 11 月 19 日 入会（チャーターメンバー） 

2006-07 年度 会長 (第 16 代会長) 

[RI第 2510地区] 

2008-09 年度 地区財団学友委員会 委員 

2009-10～2011-12 年度 地区財団学友委員会 委員長 

2012-13 年度 地区奨学委員会 副委員長 

2013-20～2015-16 年度 地区奨学金委員会 委員長 

2017-20 年度 地区財団奨学金委員会 委員 

【受賞歴】 

ポール・ハリス・フェロー 

100％例会出席を入会以来毎年達成 

 

 SCHEDULE  

 

9 
月  

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 

12 日 

通常例会「卓話 ロータリー 青少年奉仕の必要性」 
講師/RI 第 2510 地区青少年交換委員会 委員長
西村英晃 様  

[担当/青少年奉仕･ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

千歳 RAC 準備例会 19 時 ミナクール 

19 日 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ in レストランインター] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

25 日 
秋の全国交通安全運動「セーフティコール」  
集合/15 時 集合場所/北ガス文化ホール駐車場 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■世
界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手続き 

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/防災講話事業の概
要」 [担当/理事会] 

※次年度理事 立候補・推薦の手続き 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 田口廣)] 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフ・観光ツアー（案） 

17 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

24 日 
移動例会「清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 

世界ポリオデー 

28 日 北海道ローターアクト交流会（千歳） 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 

7 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報、広報委員会(委員長 福島力)] 

19 日 クラブ創立記念日（27 周年） 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

28 日 
通常例会「未定」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(委員長 岩下誠)] 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 


