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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本年度もRI会長賞を9年連続頂く事になりました。10

年連続を達成すべく皆さんにご協力頂くことも多々ありま

すのでお願いします。14 日は、6 クラブ合同懇親会ゴル

フコンペ含めて参加が少ないので再度、ご検討頂けます

ようお願い致します。新入会員の会員選挙が行われて

います。無事入会になれば42名となります。今年度45

名達成に向けて頑張ります。先日、地区補助金の防災

用テント寄贈の件で会長、幹事で市長、副市長、企画

部長と打ち合わせしてまいりました。防災用テントを 10

月末に贈呈予定で進めてまいります。本日は職業奉仕

の例会です。よろしくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 千歳中央ライオンズクラブ「認証 34周年記念例会」

に会長、幹事が出席しました。お礼状が届いています。 

 10 月 1-2 日、札幌パークホテルを会場として地区

大会が行われます。 

○ 10月 1日（土） 大会第 1日目 

13：30 会長・幹事会 

14：50 地区指導者育成セミナー 

18：00 RI会長代理夫妻歓迎晩餐会 

○ 10月 2日（日）大会第 2日目 

9：00 本会議 

13：00 記念講演 

16：00 懇親会 

※ 会場には 8：30までにご集合ください。 

後ほど、出席される方にメールでご案内します。 

先ほど会長も話されていましたが、本会議におきまし

て、尾本会長年度 RI 会長賞受賞クラブとして表彰

されるとの連絡がありました。 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会の参加について 

先日メールでご連絡させていただきましたが、10 月

14 日の懇親会の人数が集まっていません。今一度

お考えいただき出席願えますよう宜しくお願い致しま

す。 

 「千歳川桜プロジェクト」支援事業について千歳市の

ホームページで紹介されることになりました。 

 長沼ロータリークラブ創立 25 周年記念式典・祝賀

会のご案内 

○ 日時：11月 27日（日）12：30登録開始 

○ 場所：長沼町総合保険福祉センター りふれ 

○ 登録料：10,000円 

後日、出欠の確認をさせていただきますので宜しくお

願いします。 

 千歳ローターアクトクラブ第 10回定例会「スポーツ交

流会」 

○ 日時：10月 3日（月）19:00～20:40 

○ 場所：千歳市開基記念総合武道館 

○ 会費：1,000円（食事はありません） 

○ 内容：スポーツ交流 

○ 申込期限：9 月 30 日（金）幹事若しくは事務

例会出席状況（2016 年 9 月 27 日） 

会員数 41名 

会員出席者数 25名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（4）名 

出席率 60.98 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  25名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 9 月 20 日） 

確定出席率（MU 含む） 87.80 ％ 
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局までご連絡願います。 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

今、支笏湖例会（10 月 18 日）の出

欠表を回させていただいています。今

回と次回で正確な人数を把握したい

と思いますので、宜しくお願い致しま

す。 

 

 

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

昨日（26 日）は、「セーフティコール」

に 12 名の会員の方々にご参加いた

だき誠に有難うございます。来年もも

う少し人数が集まるよう計画通りに行

いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

大下和志 会員、白木松敏 会員：安心な街づくり協

議会で副会長をやらせてい

ただいている大下です。今

回、昔から千歳の川沿い

通りと呼ばれる通りがありま

すが、あまり名前が周知さ

れていないという事で、いろ

いろな方からよくわかりやすい名前にしていただきたいとい

う声がありました。名前を公募してつけようというイベント

を企画しております。12 月末までいろいろな方から公募

したいと思いますので、皆さんも是非参加していただけれ

ばと思います。宜しくお願い致します。 

福島 力 会員：昨日はリアン倶楽部に多数の方が出

席され有難うございます。ニコニコさせていただきます。 

今井章夫 会員：本日は職業奉仕委員会の担当とい

うことでニコニコします。娘夫婦が今月末に北海道に帰っ

てきて、10 月 1 日から私の会社に入社することになりま

した。上手く育てていきたいと思っていますので宜しくお願

い致します。 

入口博美 会員：先週、出席して皆さんに報告しなが

らニコニコすべきでしたが、インディア

ン水車まつりが 18、19日に行われ

まして無事に事故なく終了させてい

ただきました。今回から私が実行委

員長として今後、引き受けることに

なりまして、宜しくお願いします。清

水さんも鮭捌きの関係で随分新聞

に出ていました(^^) 

四方信次 会員：後から職業奉仕の発表をさせていた

だきます。宜しくお願いします。 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「職業奉仕とは何か」 

担当 職業奉仕委員会 委員長 今井 章夫 

進行：職業奉仕委員会 副委員長 白木 松敏 

皆様のメールボックスに職

業奉仕入門の資料が入

っています。出来ればお

手元にあると良いかと思

います。 

本日の例会をすすめさせ

ていただきます職業奉仕

副委員長の白木松敏です。本日の例会を進めるにあた

り今井章夫 職業奉仕委員長と数回に亘り協議をして

参りました。我がクラブも新会員が増え、新会員の職業

内容や信条など多くの会員に知っていただくため、本日、

新会員さんを中心に、一人一人から PR を兼ね事業の

ご説明をいただきます。それでは宜しくお願いします。 

 

 事業紹介   

臼田 暢 会員（2016 年 3 月 30 日入会） 

職業紹介ということですが、何しろ初めてなものですから、

皆さんのお手元にある資料をご覧になっていただければと

思います。私の会社は 10 年前に千歳で法人を立ち上

げ、今年で 10 周年ということになります。売上等も若干

ですが右肩上がりで、なんとかやらせていただいています。

主な営業内容は廃タイヤの回収、廃バッテリーの買い取

り、そして再販できる中古タイヤを買い取って販売すると

いった事業内容です。廃タイヤに関しましては、処理費

本日のニコニコ BOX 合計額 67,000円 

今年度 累計額 246,000円 
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用がかかるのものですから、有償で買取しています。最終

処分は苫小牧の業者で燃料として販売している状況で

す。廃バッテリーの輸出ですが、過去 10 年～15 年ぐら

い前でしたら処理するのに費用が必要でしたが、現在は

リサイクルでいろいろと設備も整い、韓国に輸出して鉛、

インゴットとしてリサイクルするという形で輸出をしておりま

す。中古品として買い取れるタイヤ・ホイールに関しては、

検品をして店で販売したり、ネットで通販をしたりして販

売をしています。もしご利用できることがありましたら利用

していただければと思います。最後に、我が社も 10周年

ということで、社員は 8 名でやっているものですからかなり

無理もさせています。少人数の中でも売り上げを作るた

め、各個人がただの社員ではなく一人一人が経営者と

いう気持ちを持ってやってもらっています。経営者だけの

会社ではなく社員一人一人の会社として運営していま

す。今年 10 周年ということで、会社として何か出来ない

かと社員で話し合った結果、今後年に 2 回、廃タイヤの

処理は普段費用をいただいて処理をするのですが、4 月

と 10月に期間限定ですが、無料で廃タイヤの受付、引

き取りをします。地元の情報紙ちゃんとさんにも掲載しま

すので、利用していただきたいと思います。今後とも皆さ

ん方にご協力いただきければと思います。有難うございま

す。 

 

四方 信次 会員（2013 年 10 月 1 日入会） 

弊社(株)千歳板金は昭和 40年に創業して今年 2月

に創立 50 周年記念の宴席を設けさせて頂きました。そ

の節はこのクラブから 28名もの方々にご列席賜り、景品

まで頂きました。ありがとうございました。 

幼少のころから、また中高生の時は、時々現場や加工

の手伝いをやらされていました。拍子木、木ハンマーなど

で、トタンやステンレスを折り曲げする金属音を聞いて育

ち、難聴気味であります。地声が大きいのはそれも 1 つ

の原因だとおもわれます。 

この世界に入った、ルーキーの自分が最初に携わったの

は岩室さんの協栄土建さんの現場でした。20 歳代は屋

根、外壁、ステンレス工事等の現場に従事していました

が、丁度 30歳の時に大転機が訪れました。それは先代

の単独の交通事故でした。先代が復帰するのに 2 年掛

かりました。それまで現場オンリーだった自分は見様見真

似で経営をし始めざるを得ない状況になりました。当時

は新築の戸建住宅が現在の 2 倍くらい建っていましたか

ら、大変忙しい状況でした。そうで無かったら潰れていた

かもしれません。余談ですが、事故が 11月末でしたので、

取引先の業者さんの忘年会、新年会に代理で毎日の

ように参加していました。平成 5 年のことですが、今以上

に多くて、そのおかげで、今の体格になってしまいました。 

その 2 年間で取引の業者さんが大きく入れ替わりました。

嫁が経理に携わっていたこともあって、全ての業者さんの

営業担当も現場管理も自分がやっていました。先代の

時からお世話になっていた方々、またその方々からの屋

根工事の依頼も頂いて、ピーク時は新築、改修も含め

年間 400 棟の屋根を葺かして頂きました。売り上げも

右肩上がりで、正直付けあがっていた自分がいたと思い

ます。まだまだ先代の実績が重いと忠告を頂いたこともあ

ります。その当時は悔しい思いもありましたが、やはり押し

始めの荷車を動かすのが大変でその波に乗って荷車を

引き継いだ自分はまだまだだと思います。 

当時は取引業者さんから約 90％のお仕事を頂いていま

した。現在は半分くらい自社で営業させていただいて個

人のお客様から直接お仕事を頂いています。ピーク時は

職人 10 人でいましたが、現在は営業、現場管理が 5

人、職人 6名、札幌営業所も構えています。施工エリア

は北海道全域、過去に道外は静岡、東京、仙台でお

仕事をさせて頂いた実績がございます。 

弊社の目玉商品は雪

が落ちない石付き屋根

材とフッ素の金属サイデ

ィングです。天然石の

石付き屋根材は材質

30 年保証で防水性に

おいても優れています。
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なぜ優れているかは企業秘密ですが、勿論依頼を頂い

たお客様には説明はさせて頂きます。また、フッ素のサイ

ディングも耐久性に優れ、尾本塗装さんには申し訳あり

ませんが、千歳では双方とも長く塗り替えはいりません。

太陽光発電の施工もしています。特に既築の建物に関

して、場合によって金利の書き換えのお手伝いと共に提

案させて頂いております。 

さて、ここでワンポイントアドバイスです。蒸し暑い季節が

過ぎて徐々に冬が近づいて来ました。冬期間中毎年数

件の緊急の電話が入ります。すが漏れとスノーダクト等の

オーバーフローです。特に近くに林がある、また主要道路

に隣接していてほこり等が舞いやすい地域にいる、また屋

根の形状によっては要注意です。スノーダクトの排水のパ

イプのつまり、もしくはスノーダクトの樋が氷り付くことによっ

てオーバーフローを起こして、じゃじゃ漏りを起こすお家が

たまにあります。いままでは大丈夫でも安心してはいけま

せん。以前とは雪質が違います。今は雪が多くて雪かき

大変ですよね。今は雪が氷易くなっています。屋根の雪

がとんで少なくなるとは言えたけど、現在はあり得ませんと

言った方が良いです。また以前より氷柱も多いです。うち

は傾斜屋根だからと安心も言えません。氷付くことによっ

て傾斜屋根でもすが漏れ、また雪が屋根から落ちる時に

以前より氷の状態で落ちますので、建物を傷つけたり、

隣の方の車や建物を傷つけることが以前より多くなってお

ります。また心配でもむやみに屋根に登らないで下さい。

毎年報道であるように転落事故が度々あります。心配

でしたら専門家へ依頼してください。更に万が一オーバー

フロー、落雪でご自宅やお隣を傷つけた場合に火災保

険が使えます。因みにすが漏りは保険適用にはなりませ

ん。今回、この様な機会を頂いて有難く思っています。私

自身にとっても何かしら改めるひと時になりました。御清

聴ありがとうございました 

 

櫻井 靖浩 会員（2016 年 9 月 6 日入会） 

お二方の準備万端を見て、自分が全然準備していない

のを反省しております。(株)ヒロトミ建設です。平成 12

年 2 月 1 日に法人化しました。確か自分は前厄だった

と思います。その頃、公共事業がとても少なくて凄く苦し

い思いをしたのを覚えています。何となくアベノミクスのおか

げなのか、ここ 2、3年業績も上向いてきました。それで、

余裕も出来たので岩室君に誘われたロータリーにも入る

事になりました。業務ないようとしては一般土木で玄関

前の外構などもやっています。ご用の程は声を掛けてくだ

さい。有難うございました。 

 

 記念品贈呈   

発表された3名の方に、今井委員長から記念品が贈呈

されました。 

 

 総 括  

職業奉仕委員会 委員長 今井 章夫  

白木副委員長、本当にご苦労様です。発表された3名

の方々有難うございます。今日もう少しメンバーが集まっ

ていただければ、新しい会員に特に集まっていただければ

いいと思います。職業奉仕とは難しくて、私自身もよくわ

からないところがあるのですが、身近な部分を少しだけ、

障りをお話させていただきたいと思います。キャリアの長い

会員にとっては勿論、理解しているかもしれませんが、確

認という事で話をさせていただきます。 

まず、ロータリークラブは、シカゴにおいて 1905 年 2 月
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23 日ポールハリス達により職業人のグループを作り、会

員の仕事場を持ち回りで会合を開きました。これがロータ

リークラブの始まりです。弁護士のポールハリス、石炭商

シルベスターシール、鉱山技師ガスターバス・ローア、洋

服商ハイラム・ショーレーという職業人 4 名がシカゴで始

めました。会員の仕事場を持ち回りで会合を開きました。

これがロータリークラブの始まりです。即ちこのマークです。

このマークは集会を順番に回ってきますよ、ということです。

会員が各自の事務所で持ち回って開くことから名づけら

れ、このようなマークが考案されました。この事は確認の

意味で新しい会員は知らない方もいらっしゃると思います

のでお話させていただきます。もう一点、日本ではいつ出

来たのか。1920年 10月 20日東京ロータリークラブが

出来ました。この時、私共が一番大事にしている米山梅

吉、福島喜三次さんこのお二方が中心になって設立し

ております。我がクラブは米山梅吉をこよなく日本のロー

タリークラブ創立者として敬い、当地を訪問したり墓を参

拝したり交流を深めているのは、私共千歳セントラルロー

タリークラブであるということです。この事も確認です。 

職業奉仕の精神が生きているものに、会場に掲げられて

いる「四つのテスト」があります。1932 年、シカゴロータリ

ークラブ会員ハーバート・J・テーラにより考案されました。

彼は倒産寸前にあった会社を立て直すために、このシン

プルは指針を考案しました。この結果、この会社は倒産

を免れました。やがて国際ロータリーによって採用され、

「四つのテスト」はロータリーの基本理念の一つとなりまし

た。 

「真実かどうか」 真実は不変であり正義なくしては存在

し得ません。 

「みんなに公平か」 公平さを取り入れたビジネスはお互

いの関係向上に役立つ。 

「好意と友情を深めるか」 人は生まれながらにして協力

しあっていく存在でありもともと備わっている本能です。 

「みんなのためになるかどうか」 食うか食われるかの無慈

悲な競争に代わり建設的で創造的な競争を導入する

ものです。 

四つのテストは人生を成功に導くための要素を持ってい

ます。  

人は共に繁栄することができ、ビジネスは誠実かつ信頼

のおけるものであり得るのです。自ら選択した事業や専

門職で成功を収めることにより良き市民となり次の世代

にとっての良き手本となります。 

毎回例会で皆さん読み上げておりますが、こういうことが

あるということを理解してもらいたいと思います。 

本日の職業をテーマとしたスピーチはあらためて会員の職

業に対する認識を深めることになりました。臼田会員、

四方会員、櫻井会員のすばらしい発表本当にありがとう

ございました。会員は職業人として自己啓発につとめ、

自らを高めるためにロータリーを是非活用していただきた

いと思います。これにて本日の例会を終わります。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、10 月 4 日（火）通常夜間例会「クラブ協議

会/地区大会の報告」。担当は理事会。開会点鐘 18

時 30分、定例会場。 

 

 SCHEDULE  

10
月 

経済と地域社会の発展月間、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 ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

3 日 千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（武道館） 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/会長エレクト 四方信次)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「卓話 講師/米山奨学生 黎 韵施様」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 

RC･LC･SI･JC 6 団体親睦ゴルフ大会 

RC･LC･SI･JC 6 団体合同懇親会 
※ゴルフ、懇親会共にメークアップ対象事業 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

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 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話 講師/千歳科学技術大学 
助教授・博士 山川広人 様」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間（2～8 日） ■
創立記念日（1990.11.19） ■次年度理事指名委員会設
置 ■国際ソロプチミスト千歳チャリティパーティー（会長）  

1 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/ロータリー財団委員会
(委員長 大久保尚)] 

8 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

15 日 17 日に例会日変更 

17 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in ANA クラウン
プラザホテル千歳」 
※千歳 RC 合同例会（千歳 RC 主催） 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

18 日 千歳 RAC 定例会「親睦ワイン例会/台湾 RAC 合同」 

22 日 

第 12 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

27 日 長沼 RC 創立 25 周年記念式典 

29 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


