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ＡＮＡ就航 静岡空港―新千歳 
全日本空輸は、静岡県知事と国土交通副大臣と同省で会

談し、2009 年 3 月開港予定の静岡空港に、新

千歳間と那覇間に各 1 日 1 便の定期路線を

小型機クラス（150-160 人乗り）で就

航させることを報告した。具体的な

路線と便数の決定は初めて。 

 

 

 

千歳ロータリークラブ 

会 長 福田 武男 様 

副会長 佐々木 昭 様 

幹 事 村田 研一 様 

千歳ライオンズクラブ  

会 長 上枝 敏八 様 

幹 事 斉藤 元彦 様 

オブザーバー 

千歳自動車総業㈱ 取締役 柏田 欣也 様 

 

 

会長 入口 博美 

本日いよいよ 2007～2008年度のスタートをすることに

なりました。 

このスタートの日に親クラブであります千歳ＲＣ福田

会長、千歳ライオンズ上枝会長と各クラブ副会長及び

幹事の方のご出席を賜り有り難うございます。千歳Ｒ

Ｃは、先般 神戸南ＲＣと友好締結を、千歳ＬＣは韓国

釜山のＬＣと友好締結をされ、益々その友情の和を広

げておられます。私共クラブも長泉ＲＣと友好締結を

行っておりますことから、その有意義さは十分理解で

きますのでご発展をお祈りいたします。 

さて、何度も今年度事業方針は述べさせていただいて

おりますが、情熱を持って活動しようということであ

ります。そのためにＣＬＰを導入したといっても過言

ではありません。会長である私自らこの情熱を持って

皆様の先頭に立ちますので、会員の方々には着いて来

てくれることを期待しております。よろしくお願い申

し上げます。会長が張り切りすぎて独断先行するつも

りもございません。今年度理事 7 名が中心となって運

営、そしてクラブ協議会において皆様の意見を十分吸

収し、全員参加型のクラブ運営を行いたいと思います 
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ので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

任期中、ご支援ご協力を切にお願い申し上げます。 

 

 

 

千歳ロータリークラブ 会長 福田 武男 様 

今年度 千歳ＲＣ40 年目

の節目に当たり、会長を

仰せつかりました福田で

ございます。春には40周

年記念式典を執り行いま

すので皆様の出席をよろ

しくお願いいたします。千

歳には 4 つの団体があり

ます。4 クラブが一同に集まる機会を一度二度作って情報

を交換し、英知、ノウハウを集めて共に成長していけるよう、

交流を含めて考えております。力のない私ではありますが、

副会長、幹事と力を合わせ、少しでも地域のために努力を

して参ります。よろしくお願いいたします。 

 

千歳ライオンズクラブ 会長 上枝 敏八 様 

47 代目の会長として出

発することになりました

上枝でございます。本日

は入口丸の出航に際し

まして心よりお祝い申し

上げます。 

ＬＣは “We Serve”（われ

われは奉仕する）、この

言葉を一つの基本理念の下に奉仕活動を続けております。

9 月 14 日には認証 45 年の記念式典がございます。多数

のご出席を心よりお願い申し上げます 

 

 

幹事 佐々木 俊英 

幹事を仰せつかりました佐々木です。15 年前にも幹事を

務め、今回で 2 度目の幹事職となります。その折は、ロー

タリーを全く理解しないままに幹事をやっておりました。人

生のやり直しは効かないなどと申しますが、ロータリーの

組織のなかでは、皆様の友情でやり直しは効くのではない

かと、そんな心境でおります。入口会長の下、皆様ともども

頑張っていきたいと思います。 

（次項へつづく） 



 佐藤文雄会員が入院されております。ゴルフ中カートが

転倒し肋骨を折って入院。第一病院の 12 号室です 

ニコニコ BOX 

委員会報告 

オブザーバー紹介 

本日のプログラム

 沖野事務局員が 7 月 26 日より手術のためお休みしま

す。2 回目の入院でもあり、呉々もお気遣いなどなさい

ませんようにとのことです。 

 

 

会計 今井 章夫 

会費納入のお願いです。7 月 20 日までに速やかに入金、

振込みをお願いします。 

 

 

高塚 信和 会員 

入口年度の初めての例会に、おめでたい明るいニュース

です。 

大野馮会員の退職に伴い、かねてから山三ふじや様より

新会員の人選を考えて戴いておりました。柏田さんの推薦

のお知らせを戴き、今日ここにご紹介することが出来ます

こと、とてもうれしく思います。 

会員の募集については女性を含めて 30 名くらいのお名前

が挙がっておりますので、是非 7 月中の入会をお願いした

く思います。 

 

柏田 欣也 様 

ご紹介戴きました柏田でございます。サハリン、旧樺太で

生を受け、終戦、小樽・芦別・千歳と渡り歩いて参りました。

千歳では昭和 45 年に山三ふじやにお世話になり、現在に

至っております。みなさんと一緒に活動することになります

が、右も左も分からない人間ですので皆様のご指導ご鞭

撻をよろしくお願い致します。 

 

 

親睦活動 委員長 千葉 順吾 

今年度は予算のマイナス計上回避のため、ニコニコボック

スにかける期待度を大きくしています。皆様の入箱をよろ

しくお願い致します。 

 

 千歳ロータリークラブ様：宜しくお願い致します。 

 千歳ライオンズクラブ様：本日は感謝。 

 入口博美会員：スタートします。宜しく！ 

 佐々木俊英会員：私も 1 年間 頑張ります。 

 今井章夫会員：会計のスタートです。ご協力を！ 

 千葉順吾会員：親睦委員長として頑張ります。皆さんに

楽しんで戴き有意義な親睦活動を目指します。 

 汲田信夫会員：山登り、今年も頑張ります。 

 高塚信和会員：新年度開始に新入会員を紹介できて感

激です。 

 大野馮会員：山三ふじやグループから迎え入れること

が出来ました。私はシニア会員として頑張ります。 

 井上英幸会員：幹事が終わり、気分晴れやかに全道高

等学校ＰＴＡ連合会の出席で函館まで行ってきました。 

 武田伸也会員：頑張ります！ 

 白木松敏会員：1 年間、修行させていただきます。 

 羽生有三会員：SAA、頑張ります！ 

 

 

≪第 1 回クラブ協議会≫担当/幹事 佐々木 俊英 

入口丸の出航です。我々のクラブの規模に応じたより良い

運営を考え、ＣＬＰを導入。 情熱を持って 29 名の先頭に

立った会長は具体性なる事業である『緑化推進』に着目し

ました。これに肉付けをし「憩い」が伴う緑化事業を考えて

います。 

そこで、具体的な事業を 2 案提案致しておりますが、今後

は会員の皆さんと共にあらゆる角度から検証しながら実効

性のある事業にしていきたいと考えています。 

 

① サケマスふ化場構内への「桜」植樹 

このことは同施設の職員が自前で桜を植樹しており、

過去、桜の名所として花見などに利用された場所を復

興しようと努力していることから、我々も協力シたいをす

る。 

② 支笏湖湖畔手前直線道路シラカバ並木の復興樹林 

台風によりこのシラカバ並木が倒されてしまい、あの素

晴らしい景観が消滅した。復旧作業に協力できないの

か？！ 

［復興について森林局に問い合わせたところ、復旧事

業を行いたいと考えたエリアは既に植林済みとの回答］ 

 

組織のみならず事業にも継続性が求められます。 

特に、今回の事業は我がクラブの創立 20 周年の記念

事業を意識し、継続型の事業として捉えることが必要に

思います。今後、継続事業としてのあり方、運営方法、

行程、また事業経費を具代的に思案していく道筋にあ

ります。皆さんのご協力を願いたい。  

 

緑化推進事業の案件以外に、過去 3 度の理事会で討議及

び決定された内容を、報告、説明致します。（詳細省略） 


