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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

酒井 聡平 様 北海道新聞社千歳支局 キャップ 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、まずは地区補助金につきまして無事

入金になり 11 月 1 日にテント寄贈品の納品が完了し

ました。セレモニーは、10 日に行う予定です。本日は、

広報委員会担当で道新 酒井様をお招きしての卓話で

す。よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 長泉ロータリークラブ友好委員会 富岡正彦委員長、

栗田光雄委員より長泉町ふるさと農園で収穫された

さつまいもが届きました。例会終了後、お持ち帰りくだ

さい。 

 岩沼ロータリークラブから創立 50 周年記念式典出

席のお礼状とお菓子が届いています。 

 国際交流講座とミナクール市民講座のご案内を各テ

ーブルに配布しました。ご覧ください。 

 長沼 RC創立 25 周年記念式典祝賀会（11 月 27

日）の登録をまだ受け付けております。現在出席者

は 10名となっております。皆様のご登録宜しくお願い

します。 

 千歳ロータリークラブとの合同例会（11 月 17 日）のご

案内を回覧しておりますが、欠席者が多く見受けられ

ます。どうしても都合が悪い方は仕方ありませんが、今

一度考えてみていただけないでしょうか。出席しても

良いという方は幹事または事務局までお申し出くださ

い。 

 千歳ローターアクトクラブ第 14 回定例会（親睦ワイン

例会）のご案内 

○ 日時：11月 22日（火）19:00～21：00 

○ 場所：ゆきあかり 2F 

○ 会費：5,000円 

○ 締め切り：11月 15日（火） 

 

 各委員会連絡・報告   

ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

幹事から報告がありまし

たが、22日（火）午後6

時 30 分から受付し、ゆ

きあかりで 5 千円会費と

いうことで親睦ワイン例会

が行われます。ただの例

会ではなく台湾からのロ

ーターアクトの諸君が出席します。千歳ロータリークラブは

35名出席ということになっており恵庭 RCからも出席しま

すので、我がクラブも是非出席していただきたいと思いま

す。恵庭台湾協会と千歳台湾協会会長もお呼びする

予定です。もう一つ最後に長沼 RC 創立 25 周年が開

かれますが、私達の 25周年の時に長沼 RCの方に 18

名全員出てもらっています。ですから、20 名以上は行か

ないと失礼に当たります。会費は 1 万円と高いのですが、

是非出席してください。宜しくお願いします。 

 

例会出席状況（2016 年 11 月 8 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  12（2）名 

出席率 71.43 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  31名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 11 月 1 日） 

確定出席率（MU 含む） 66.67 ％ 
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国際奉仕、空港募金箱委員会 委員長 土居 栄治 

空港募金箱委員会から

お知らせとお願いです。先

週、空港ビルから電話が

ありまして、出発ロビーの

募金箱が壊されていまし

た。多賀副委員長と2人

で部品を買って修理し、

回収をしてきました。本日例会終了後、募金を選別しま

すので宜しくお願いします。 

── 例会終了後、募金の選別作業を行いました。ご

協力誠に有難うございました m(__)m 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 髙木 昌人 

商工会議所副会頭ご就任

や事業所の周年記念など

多くの方にニコニコしていただ

きました。皆様ありがとうござ

いました!(^^)! 

 

山口康弘会員、佐々木俊英会員、入口博美会員、

羽芝涼一会員、福島力会員、臼田暢会員、石川貴

美子会員、菅原百合子会員、関根悟会長、白木松

敏会員、月俣美子会員、髙木昌人会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「卓話 道新千歳支局の紙面づくり」 

担当 会報、広報委員会 委員長 山口 康弘 

講師 北海道新聞社千歳支局 キャップ 酒井 聡平 様 

本日は沢山の方にお集まりいただき有難うございます。 

講師 酒井様の経歴を

披露させていただきま

す。 

 

講師 酒井聡平様 

ご経歴は… 

北見市出身、40歳。 

ほかの新聞社での 7 年間の勤務を経て 2007 年に北

海道新聞社に入社。 

函館報道部、本社報道センターを経て、2015 年 3 月

から千歳支局。千歳、恵庭全般のニュースを担当する。 

 

講師 北海道新聞社千歳支局 キャップ 酒井 聡平様 

口下手なので講師を引き受けるか非常に迷いましたが、

新聞の神様に行ってこいと言われたと思ってお話させてい

ただきます。 

私は北見出身で新聞記者になって 17年になります。昨

年 3月に千歳に着任いたしました。昨年 1年間は恵庭

を担当し、今年の夏から千歳を本格的に担当しておりま

す。我々千歳支局は 5 名で新聞を作っております。支

局長の下にキャップがおり、他の 3 名を取りまとめる役目

です。北海道に 41の支局がありますが、5人体制という

のは道内最大の支局です。それだけ重要なまちと我々

は捉えております。私は作家の司馬遼太郎にあこがれて

新聞記者になりました。 

── 資料をご用意いただき紙面構成、オンリーワン要

素のある記事や記者が自ら汗をかいて書いた記事のこと、

長い文章を読んでもらう工夫、千歳圏版の話題を全道

版に掲載する取り組みなどをご紹介いただきました。座本日のニコニコ BOX 合計額 33,000円 

今年度 累計額 352,000円 
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右の書である司馬遼太郎の書籍から「物質的に何の報

いもない無償の功名主義こそ新聞記者という職業人の

理想」という言葉を引用し、市民のためになる新聞づくり

に日々励まれていることをお話いただきました。 

 

 講 評  会長エレクト 四方 信次 

酒井さん、本当に有難うご

ざいました。私も毎日、道

新を読んでいます。私は昨

年、別の紙面に連載した

経験があり、記事を書くとい

うのは非常に大変だなと思

いました。ロータリーのメンバーの皆さんもいろんな世界で

いろいろな活躍をされています。より多く記事に取り上げ

ていただけると嬉しく思います。今後とも宜しくお願いした

いと思います。 

 

 記念品贈呈  

関根会長から講師 酒井

様へ記念品贈呈です。 

 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、11 月 17 日（木）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

同例会です。担当は親睦活動委員会。開会点鐘 18

時 30分、会場は ANA クラウンプラザホテル千歳です。 

お間違えの無いよう宜しくお願いします。 

 

 NEWS & TOPICS  

地区補助金事業 千歳市へ防災用テント贈呈 

11 月 10 日、ロータリー財団地区補助金を活用して、

千歳市へ防災用テント一式を寄贈いたしました。写真

は山口幸太郎市長から感謝状を受け取る関根会長と

菅原幹事。 

 

千歳市「千歳川桜プロジェクト植樹会」 

11 月 12 日、「千歳川桜プロジェクト」の植樹会が、清

水町の河畔公園で行われました。関根会長の他、菅原

幹事、四方会長エレクト、高塚パスト会長、入口パスト

会長が出席しました。また、会場には 10 日に千歳市に

寄贈したテントが設営されていました。 
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モスル避難民支援：事前の準備が進む 

イラク国内最後のイスラム国（IS）主要拠点であるモス

ルで、IS からの奪還戦が始まりました。現地の武力攻勢

について知る人道支援機関は、迫りくる難民危機への

準備を進めています。 

「深刻な人道危機の警鐘を早くキャッチできるのは稀なこ

と」と話すのは、救援団体シェルターボックスの最高責任

者、クリス・ウォーハム氏です。「7 月には、国連難民高

等弁務官からの文書で、これが今年最大の人道危機と

なるとの予見が発表され、準備を始める必要性が伝えら

れました」 

ロータリーのプロジェクトパートナーであるシェルターボックス

とフランスの非政府支援機関である ACTED は、イラク・

クルディスタン地域の街イルビール（モスルの東85km）

にチームを駐在させ、7 月以来、戦闘開始後の速やか

な緊急支援ができるよう、協力して準備を進めてきまし

た。 

「既に 3,000 のテントが手配されており、明日までに

650 がここに届く」と話すウォーハム氏は、早期の警鐘が

なかったら物資の確保にもっと長い時間を要していたと述

べます。 

3 月以来、モスルとその周辺で既に数万人が住居を追

われています。現在の戦闘は数週間から数カ月続くと予

測され、避難民の増加は避けられない状況です。また、

住民らがモスルに留まるかどうか、避難するとしてもどの方

面に向かうかを知ることはできません。 

ACTED とシェルターボックスは、これまでにも世界各地で

何度も協力しており、最近では、ハリケーン「マシュー」に

よって何千人ものホームレスとコレラの流行が引き起こさ

れたハイチで人道支援に当たりました。 

イラク第二の都市、ニネベ州の州都として豊かな原油を

産出するモスルは、かつて国内で最も多様な民族が住

む都市の一つでした。しかし 2014年、この街は ISの手

に落ちました。 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

 

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）  

10 日 地区補助金事業 防災用等テントの贈呈式（千歳市） 

12 日 千歳川桜プロジェクト植樹会（千歳市河畔公園） 

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「卓話 講師/RI 第 2510 地区パストガバナ
ー 丸山淳士様」 
[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） 

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 

6 日 
通常夜間例会 「年次総会」 [担当/理事会(進行担
当/幹事 菅原百合子)] ※36 分例会 

13 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 彦坂忠人)] 

20 日 

親睦夜間例会 「クリスマス家族会」 
※会員家族出席例会 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 13 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「クラブ協議会/上半期活動報告」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

千歳 RAC 定例会「年越しわんこそば対決」 

1
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■新年交礼会 ■千歳市新
年交礼会（会長･幹事･会長エレクト･副幹事） ■千歳 RC･LC･
JC 新年交礼会（会長･幹事） 

3 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

10 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会」[担当/親睦活動
委員会(委員長 大下和志)] 

17 日 
通常例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

24 日 

第 14 回理事会 PM5:00 事務局 

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

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日 
■雪見酒例会 

7 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/未定」 [担当/理事
会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 


