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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

島津 和久 様 千歳市保健福祉部救急医療課 課長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん、こんにちは先日は地

区研修会に四方エレクトは

じめ多くのメンバーと参加し

てきました。私は、社会奉

仕で参加いたしましたが鼻

の高い思いをさせて頂きまし

た。例会前に選別をして頂いていました空港募金の件で

他のクラブから大変評価頂きました。まずは、空港に募

金箱を設置出来たことが素晴らしいと評価をいただきま

した。毎年、福祉団体やユニセフなどに寄付をさせて頂

いておりますが空港がゆえに多くの金額が集まるのと継続

が高い事業であることも含めて評価を頂きました。 

実は、他のクラブも真似をして空港からニセコまでのバス

の中や函館空港に設置をしたのですが全く金額が集まら

なかったと言われていました。やはりこれだけ金額が集まり

継続性の高いことが改めて評価いただきましたが今の場

所は決していい場所ではありませんと言いました。１度

移動なり前の場所より悪くなったのですが継続できている

ことと先輩会員の取り組みが良かったと思いますとお答え

し高い評価受けたことをご報告いたします。 

現在、RI 会長賞を 9 年連続頂いていますが、前日千

歳クラブの瀧澤次年度会長も RI￥会長賞を狙うぞと話

されていました。まずは、10 年連続頂いて次年度にしっ

かり引き継いで行きたいと思います。 

最後になりますが千歳市保健福祉部救急医療課 課

長 島津さまの卓話宜しくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 長沼ロータリークラブ主催「第 25回長沼国際交流フ

ェスティバル」ご案内 

○ 日時：平成 29年 5月 13日（土） 

11：30 昼食（カレーライス） 

13：00～16：00 国際交流フェスティバル 

16：00～17：00 参加各国留学生との交流会 

○ 会場：長沼町民会館（長沼町中央南 2 丁目） 

○ 参加料：無料 

○ 締め切り：4月 28日（金）回覧しますので出席

される方は名前をご記入ください。 

 昨日（10 日）春の全国交通安全運動「セーフティコ

ール」に 19 名の方にご参加いただきました。有難うご

ざいました。 

 4月 25日（火）、移動例会「清掃奉仕活動」となっ

ております。例会の出欠と食事の有無について、名簿

を回覧しますので記入を宜しくお願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

空港募金選別のお願い、ちゃんと掲載、地区研修・協

議会参加報告など皆様有難うございました(^^)/ 

土居栄治会員、関根悟会員、月俣美子会員、臼田

暢会員、四方信次会員 

例会出席状況（2017 年 4 月 11 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 22名 

欠席者数（内：無断欠席）  21（5）名 

出席率 51.16 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  23名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 4 月 4 日） 

確定出席率（MU 含む） 76.74 ％ 
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 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 千歳市休日夜間急病センターについて」 

講師:千歳市保健福祉部救急医療課 課長 島津 一久 様 

担当/友好クラブ委員会 委員長 松坂 敏之 

今日は、島津さんをお迎えして千歳市休日夜間急病セ

ンターの概要についてご

説明していただきます。9

月から始まるものですか

ら大変忙しい状態の中、

無理を言ってそれも 1 週

間前に無茶ぶりをして何

とか来ていただきました。

申し訳ございません。始

めの準備の段階から、お医者さん、看護師、レントゲン

技師、薬剤師、事務員募集から全部、今は教育をやっ

ています。そういった面で人的な面は今揃ったと伺ってお

ります。この急病センターがどのような概要なのかよく聞い

て、どのように使用したら良いのか。この使用の仕方も非

常に重要な部分がありますので、我々が聞いて市民に

発信するのも1つのアピールかと思います。今日は是非、

島津さんの話を聞いて勉強したいと思います。宜しくお願

い致します。 

 

 卓 話  

講師：千歳市保健福祉部救急医療課 

課長 島津 一久 様 

今日は貴重なお時間をいただき誠に有難うございます。

ご紹介いただきましたように千歳市休日夜間急病センタ

ーの概要についてご説明申し上げたいと思います。 

私事で恐縮ですが、私市役所に入りまして医療は全くや

ったことがありませんでした。入院もしたことがないです。観

光振興や国際交流の仕事を長く携わさせていただきまし

た。彦坂さんに団長になっていただいて子供たちを連れて

インドに行ったことがあります。その後、市立千歳市民病

院総務課で 6 年ほど従事させてもらっています。教育委

員会ですとか平成 27 年 10 月に夜間急病センター準

備室という組織が出来るという噂を聞きまして、ここに行く

人は大変だ、貧乏くじをひくのは誰だろうと思ったら私でし

た。そんな経緯で一年半が経過しました。準備が大方

一段落ついたという事で、この 4月からは保健福祉部救

急医療課に名前を代えまして、休日夜間急病センター

と市内の救急医療機関の輪番制に関する仕事をさせて

いただいています。 

── 千歳市の救急医療の現状、休日夜間急病セン

ターの概要、医師・スタッフ確保の状況、愛称「ささえー

る」の決定、休日夜間急病センター利用におけるお願い

等についてお話いただきました。 

 

 記念品贈呈  

講師 島津一久様へ記

念品を贈呈いたしまし

た。大変有難うございま

した。 

 

 

 クラブ細則改正について  

進行：幹事 菅原 百合子 

先週、皆様にクラブ細則の改定案をお渡ししていました

がその中で質疑を受け付けておりましたが本日またお聞

きします。何かございませんでしょうか。無ければクラブ細

則改定の採決を行いたいと思います。本日は定足数で

あります会員総数の 3分の 1が出席しておりますので改

定案に賛成の方は拍手をもって承認とさせていただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

── 出席者の拍手をもって承認されました。 

ありがとうございます。それでは細則の改定をさせていただ

きます。 

本日のニコニコ BOX 合計額 5,000円 

今年度 累計額 658,000円 
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 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4月18日（火）、移動親睦夜間例会「合

同例会 in BELLCLASSIC Lien」。千歳 RC、千歳

RAC3 クラブ合同例会です。担当は親睦活動委員会。

開会点鐘 18 時 30 分。会場は、ベルクラシック リアン

（千歳市錦町 4 丁目 9 番地）です。 

 

 空港募金箱  

例会終了後、空港募金箱浄財の選別作業を行いまし

た。例会開会前から協力していただき短時間で作業が

終了しました。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 NEWS & TOPICS  

春の全国交通安全運動「セーフティコール」 

4月 10日（月）、春の全国交通安全運動が始まり「セ

ーフティコール」が行われました。約500人が参加し交通

安全を呼びかけました。まだ肌寒い風が吹く中、当クラブ

からも 19名が参加しました。 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

 

 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

18 日 

千歳 RC 合同ゴルフコンペ 会場:シャムロックカントリー
俱楽部 [担当/ゴルフ同好会 会長 彦坂忠人] 

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 」 
食事/11:30～12:00 千歳エアポートホテル 1F うみや 
集合/12:00 千歳エアポートホテル前 
[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 「新会員研修例会～気持ちを新たに
～」[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 

移動例会「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 

6 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)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


