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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

齊藤 元彦 様 ニューサンロード商店街振興組合 理事長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんにちは、今月新

年会が多くお酒を飲み機会

が多いと思いますが体には、

十分気を付けて日々過ご

していただければと思ってお

ります。今日はニューサンロ

ード商店街振興組合 理事長であります齊藤元彦さん

が PR という事で来ていただいております。また後で幹事

からご紹介があると思いますけれども、どうかご協力お願

い申し上げます。 

また、今日は職業奉仕の例会ということで、指名された

各会員が職業の PR をされると思いますけれども、お仕

事につながる可能性のある PR だと思いますので、緊張

するとは思いますが、しっかりと指名された方は発表して

いただければと思っています。 

 

 幹事報告  幹事 菅原百合子 

 各団体の新年交礼会に出席してまいりました。お礼

状が届いています。 

○ 千歳ライオンズクラブ 

○ 千歳ロータリークラブ 

○ 千歳商工会議所 

○ 一般社団法人 千歳青年会議所 

 千歳姉妹都市交流協会から「いぶすき菜の花キャン

ペーン隊」ご一行を囲む歓迎交流会のご案内 

○ 日時 平成 29年 1月 28日（土）18時～ 

○ 会場 ANA クラウンプラザホテル千歳 

○ 会費 一般 4,500円 会員 4,000円 

○ 申込み 1月 20日（金）までに事務局へ。 

 長沼ロータリークラブから会報が届いています。回覧し

ています。今年度より例会日が第 1、第 2、第 4 月

曜に変更になったとのことです。詳しくは会報をご覧下

さい。 

 

 ご挨拶    

ニューサンロード商店街振興組合 理事長 齊藤 元彦 様 

セントラルロータリークラブの例会の貴重なお時間をいた

だきまして、ニューサンロード商店街振興組合の理事長

を私がさせていただいております中、PR をさせていただき

たいと思います。関根会長にお話したところお時間をいた

だけるとのことで、今日はご紹介させていただければと思

います。日頃より商店街の活性化、まちづくりでは皆様に

大変お世話になっております。どうも有難うございます。こ

のセントラルロータリークラブの会員には、親会である千

歳商店街振興組合連合会々長の入口さん、2 月 3～

5 日と行われる光と氷のオブジェ実行委員長の松坂さん

がおられたり、見ますところ 90％以上は知っている諸先

輩方かと思います。今日は少し PR させていただければと

思います。今回で 3回目を迎えますニューサンロード冬ま

例会出席状況（2017 年 1 月 17 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 30名 

欠席者数（内：無断欠席）  13（2）名 

出席率 69.77 ％ 

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（2017 年 1 月 10 日） 

確定出席率（MU 含む） 88.10 ％ 
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つりは、2 月 4 日（土）に行われます。本日は、前売り

券をお持ちしました。後ほど、菅原幹事より回らせて頂き

まして、是非ご協力をいただければと思います。この券は

一枚 1,000円で 1,100 円分の飲食が付いております。

2月 4日当日、ドラム缶を切ってジンギスカンしばれ焼き

をやります。ゲーム大会、余興ステージも若干あり盛り沢

山の内容となっております。券がもし当日使えないという

ことであれば、2 月 19 日まで商店街の組合員さんのお

店で使える金券となっております。先日実行委員会を開

いた時に、なかなか皆さんに告知されていないという事で、

今回改めて前売り券を 3 倍に増やして各団体さんにお

願いに伺っているという次第です。夏には夏祭り事業が

いろいろあるのですが、冬場は少ないということもあり 3年

前から行っております。是非ご購入いただいて 2 月４日

にはジンギスカンを食べに来ていただければと思っておりま

すので、ご協力の程宜しくお願いします。本日はどうも有

難うございました。 

 

 1月誕生祝   進行：幹事 菅原 百合子 

☆齊藤博司 会員（1月 27日生れ） 

☆島村健一 会員（1月 12日生れ） 

前回欠席されたため、改めて会長からお祝いの記念品

が贈られました。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

１月誕生日、５人目のお孫さん誕生など皆様有難うご

ざいました(^^)/ 

齊藤博司会員、島村健一会員、今井章夫会員 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「職業奉仕とは何か Part2」 

担当/職業奉仕委員会  委員長 今井 章夫 

副委員長 白木 松敏 

本日第 2 回目の担当例会を進めるに当たり、今井章

夫委員長と何度か協議をしてまいりました。我がクラブも

新会員さんが増え、新会員さんの事業内容や信条など

を会員さんに知っていただく為、本日新会員を中心に一

人一人から PR を兼ね説明いただきます。今日は 1 名

欠席のため全員で 4名です。早速ご登場いただきます。 

 

 会員事業紹介  

石川 貴美子 会員 

千歳公設市場内で青果と水産の卸業とネット販売、野

菜のカット業務をしておりま

す㈱恵千フーズの石川と

申します。公設市場といっ

てもピンと来ない人もいると

思いますが、場所はキリン

ビールの裏のほうにありま

す。会社としては8年目に入ったまだまだの会社です。会

社設立時は青果中心でやっていましたが、公設市場に

当社が入った当初は水産部門がなく、9 年前までは水

産部門もあったのですが、せっかく千歳に市が経営する

公設市場があって野菜は流通していましたが、水産は流

通していませんでした。平成 27 年 12 月、道知事から

水産卸業者の許可が下りたので業務を開始しました。

青果に関しては、北海道の食材にこだわりを持つお客様

などに野菜や卵中心に販売供給しています。水産に関

しては、千歳は勿論やっていますが、千歳、恵庭、札幌、

苫小牧などチェーン展開する事業所に卸したり、そういっ

たところに卸す加工工場などに魚などを卸しています。昨

年からはアジア圏のマカオやシンガポールなど海外輸出を

まだまだ少しではありますがやっています。カット業務に関

しては、近年食べ物商売をしているところで、手間を省き

本日のニコニコ BOX 合計額 8,000円 

今年度 累計額 458,000円 
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効率を良くするために始めから切ってある野菜を好むお

客様が増えると共に、一人世帯や核家族が増え野菜を

丸ごと買うのではなく、スーパーやコンビニなどお一人様用

の野菜を買う時代に合わせ、カットサラダなどを作っていま

す。3年前から公設市場で10月ぐらいに市場開放を年

に一度やっていまして、本マグロの解体ショーや野菜・カニ

の詰め放題などスーパーでは買えないような値段で野菜

や魚などを販売していますので、是非今度の市場開放

には皆さんも足を運んでくれたら嬉しいです。勿論ロータリ

ーの会員の皆様が旬なもので欲しいものがありましたらい

つでも言ってください。 

 

山口 康弘 会員 

弊社は㈲ピュアホームという会社をやっていますが、平成

14 年 5 月に設立しており

ます。今年で 15 年目を迎

える会社です。主な営業項

目は、不動産売買、賃貸

物件の仲介、アパートの管

理、競売手続きのお手伝

いをメインでやっております。当時始めた頃は、札幌でほ

とんど競売物件の取り扱いをやっておりました。私はもとも

と建築業におりまして、皆さんに大変お世話になった父の

所にもおり、その後違う建設業で建築の仕事をやってい

ました。きっかけは、家はほとんど木材で出来ており狂った

りしてくるのですが、なかなかユーザーの方のご理解を得ら

れない事情も増えてきて、最たるものは PL 法ですが、そ

ういったところから違う職種で試してみたいと思ったときに、

たまたま大学の同期の友達が不動産の仕事をやってい

て上司と一緒に会社を立ち上げました。そこで不動産業

は初期投資があまりかからない、バブルは終わっていまし

たが札幌にはまだまだ需要はあり当時26歳の彼の年収

が 3千 5百万円ほどありました。そんなに儲かるのかと下

心を出しやるならここで頑張ってみようと思いました。その

友人のお手伝いを得ながら会社を興したのが始まりです。 

始めた頃は景気の下支えがあったので売り上げは面白い

ように上がっていました。 

(中略) 

事業展開を競売物件から普通の売買にシフトしていった

のが当社の経緯です。リフォーム業にも力を入れておりこ

ちらの売り上げも伸びてきています。今は不動産部門が

55～60％、リフォームが 40％ぐらいを占めています。社

員は私を含めて 4 人という小さな会社ですが、それが幸

いして 15 年やってこられたのかなと思っています。強みと

しては横のつながりを大事にしながらやってきましたが、リ

フォームに関しては人数が少ない事が非常に有利に働い

ていると個人的に思っています。一番特徴的なのは、広

告宣伝費が非常に少ない会社です。ほとんどが買っても

らったお客さんからの紹介、紹介です。紹介してもらって

いるので充分、年間やらせていただいています。ご紹介い

ただいたものはやりますが、それ以外は人数の関係からご

迷惑をお掛けするので、受けていないということもあります。

そういった形でやらせていただいています。もう少し人を増

やしていきたいとは思いますが、別の公職をいただいてお

り会社になかなか行けない時期もあります。個人的には

中長期の年次計画を立てておりますから、その中で別の

意味で社会貢献したいと考えている会社です。大手さん

で取りこぼしている物件がありましたら当社でやらせてい

ただきますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

黒坂 幸子 会員 

以前にローターアクトクラブにいた時の経歴と海外で仕事

をしていた経験がありますの

で、その時の困ったお話しを

させていただこうと思いま

す。私がローターアクトクラ

ブに入会したのが平成 10

年 7 月です。2002 年度

に第 15 代会長を務めさせていただきました。2003-04

年度に第 2510地区広報をさせていただき 2005年卒

業しています。卒業時点では札幌に引っ越していました

ので、札幌幌南ローターアクトクラブの卒業生ということに

なっています。その後 2005 年に上海へ行きまして、

POS システムを作る会社に携わっていきました。2007

年にふくそう警備という職につきまして上海を担当してや

っていきました。その時に 5 年間上海で仕事をしていまし

た。出張が多く行き来が多くパスポートにも判が沢山押さ

れているような状態でした。台湾からタイへ出張に行った

ときに台湾行のチケットを発行してもらえませんでした。何

故発行できないのかとカウンターの人と揉めましたが、英

語がよくわからず知り合いに電話をかけ通訳を交えて話

をしてもらいました。すると第三国への出国ということにな

っていてそれをしない限りはチケットを発見出来ないという

事でした。それを全く知らず台湾に帰ることが出来なかっ

たということがありました。台湾のビザの条件に、台湾から

の第三国への搭乗券がある場合にビザなしが認められま

す。これはどこの国でもあって基本的にはこのような問題

はないのですが、稀に入国できないことがあるようです。

皆さんも海外に行かれるのではないかと思いこのお話をし

ました。もし海外でこのようなことがあった場合、すぐに第

三国へのチケットを買えば発券してもらえるというお話でし

た。 

 

島村 健一 会員 

札幌トヨペット㈱千歳店の島村です。会員の方にもいろ



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2017年 1月 17日   例会 第 26回 / 通算 第 1226回 

- 4 - 

いろご紹介いただいたりご利

用いただいたり大変お世話

になっています。私自身、

生まれも育ちも千歳ですが、

20 年千歳店で営業をやっ

ておりまして、昨年4月、店

長になりました。まだ頭の中は営業することばかりで夢の

中でもよく商談しています。私達の会社を説明します。

1956 年設立し従業員数が 850 名ほどいます。事業

所は 38店ほどありまして、本社は月寒の国道 36号線

沿い地下鉄福住駅のすぐ隣にあります。千歳店は 16

名のスタッフでやっています。いろいろなトヨタの店は千歳

市内にも 5店舗ほどありまして沢山ありますが、当社はト

ヨタ自動車 100％出資の会社です。全国 280 社のう

ち 15社しかないうちの 1社になります。昨年 60周年を

迎え本社社屋を一新しました。いろいろなイベントをやっ

ていますが、私共の基本理念として人間尊重を謳って営

業しています。ハイブリッド車、水素カー、自動ブレーキ行

く行く先は人工知能で走るような自動運転車も出来る

のではないかと言われています。車はどんどん進化してい

ていますが、変わらない大切なものはお客様の気持ちで

あったり、営業の私達が気持ちを考えて行動することでは

ないかと思いますので、もしご利用いただいた上でご意見

などお気づきの点がありましたら、お客様満足度を上げよ

うと今年も一年やっていますので、是非ご指導いただけれ

ばと思います。月寒店ではAKB48の坂口渚沙さんを会

社を挙げて応援しておりいろいろなイベントに来てもらって

います。ドライビングパークイベントと言って、カートを 10

台ぐらい購入しカート大会をしたりして、世代を超えたイ

ベントが出来ればという取り組みをしています。最近若い

人の車離れが目立ってきていて業界では深刻です。今、

日本では 15 歳以下のお子様よりペットの数が 600 万

ぐらい多いそうです。将来のお客様になり得る、また車業

界を支える人材となるようなお子様にも車の魅力を伝え

ながらイベントをしたり、ペットと一緒にショールームに来て

くださいという店舗も用意しています。またプリウス試乗 1

回を 100 円に換算してその分を円山動物園に寄付す

るなども行っています。その寄付金でホッキョクグマの産室

に設備をつけめでたく子供が産まれました。幅広い取り

組みを昨年から力を入れてやっています。ショートメール

会員を募集していますのでよかったらやってみてください。

今後とも宜しくお願い致します。有難うございました。 

 

白木 松敏 会員 

私の事業所の紹介ではなく

て、一年前に設立しました

「安心な街づくり協議会」と

いう職業奉仕に関する内

容を発表させていただきます。発表について私は考えて

いませんでしたが、今井委員長からまちづくりで職業奉仕

に関係があるので時間があれば話しなさいという事でした。

大変有難く思っております。 

── 安心な街づくり協議会の各委員会や歓楽街まつ

り、AED 講習会など各活動について紹介していただきま

した。 

 

 総 評  

職業奉仕委員会 委員長 今井 章夫 

昨年 9月そして今回、会員企業の事業内容の PR をし

ていただきました。あらためてメンバーの素晴らしい発表

本当にありがとうございました。 

職業奉仕とは自分の職業を通じて社会に奉仕するとい

うことです。もちろん企業は売上、利益を追求することは

当然ですが、そこに働く従業員とのかかわり合い、そして

企業としての社会とのかかわり合い、そのことを通じ職業

奉仕の理念を実践していただければと思います。会員は、

ロータリーをとおして職業奉仕とは何かについて、さらに深

めていただければ幸いと思います。本日はありがとうござい

ました。 

 

── 本日発表された会員には、今井委員長より記念

品が贈呈されました。 
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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、1 月 24 日（火）通常夜間例会「卓話 

国際奉仕事業の近況」です。講師はRI第 2510地区

国際奉仕・VTT 委員会委員長 谷口正樹様です。担

当は国際奉仕・空港募金箱委員会。開会点鐘 18 時

30分、定例会場です。 

 

 NEWS & TOPICS  

国際ロータリーのライズリー次期会長が次年度のテ

ーマを発表 

16日（月）、米国サンディエゴで開催中のロータリー国

際協議会で国際ロータリー会長エレクト、イアン H.S. 

ライズリー氏（オーストラリア、サンドリンガム・ロータリーク

ラブ所属）が講演し、持続可能な奉仕というロータリー

の目標にとって、環境保護と温暖化抑止が極めて重要

であると訴えました。 

次期地区ガバナーに向けて講演したライズリー氏は、

2017-18 年度の会長テーマ「ロータリー：変化をもたら

す」を発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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） 

24 日 

第 15 回理事会 PM5:00 事務局 

通常夜間例会 「卓話 国際奉仕事業の近況 講師
/地区国際奉仕・VTT委員会委員長 谷口 正樹様」 
[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/下半期事業計画」 
[担当/理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

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

21 日 

第 16 回理事会 PM5:00 事務局 

移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり」 [担当/
親睦活動委員会（委員長 大下和志） 

28 日 
休会（定款第 8 条第 1 節） 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

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) 

4-5 日 RI 第 2510 地区 会長エレクト研修セミナー（函館） 

7 日 
通常夜間例会 「卓話:未定 講師:キリンビール㈱北
海道千歳工場 執行役員工場長 名川誠様」[担当/
雑誌委員会(委員長 古木克紀)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

21 日 
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」 [担当/親睦活動委員会（委員長 大
下和志） 

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「未定」 
[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■観
桜例会 

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） 

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」 


