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幹事報告 

ニコニコ BOX 

委員会報告 会長あいさつ 

 

 

 

会長 入口 博美 

本日は 2 回目の例会になります。 

2～3 日前から会長挨拶のことばかり考えておりました。今

までのパスト会長は、格式のある挨拶をされておりました

が、私など足元に及ばないことになるような気がします。こ

れから先、頭に浮かぶまま話をさせていただく程度のもの

になりますが、よろしくお願い申し上げます。 

さて、第 1 回目の例会後、恒例になりますが北海道新聞社

と千歳民報社にご挨拶をしてきました。 

北海道新聞の支局長さんは 6 月末で交替になり前任の斉

藤氏は転勤になり、後任に中島氏になりましたが、我々が

これから進める事業においてどうマスコミの協力をいただ

けるかがポイントにもなると思います。事業を記事として取

り扱っていただくことが、今推し進めようとしているロータリ

ークラブのＰＲに大きく力を発揮することになり、また彼ら

はよくマチを見ていますので、千歳のマチがこうあったらい

い、こうしたらいいという考えも持っています。 

以前、斉藤前支局長から卓話を頂いたように、いろいろと

知恵を貸していただけるのではないか、そして我々の活動

やマチづくりの参考にしたいと思いますので、付き合いを

大切にしたいと思うところです。 

また、7 月 5 日に千歳ＲＣの例会へ出席し、新年度のご挨

拶にお伺いし、その席上、千歳ＲＣ創立 40 周年の事業年

度でもあることから、子クラブとして応援いたしますと挨拶

をしてきましたので、皆様のご協力をお願い申し上げま

す。 

。 

 

 

幹事 佐々木 俊英 

 函館東ＲＣ創立 50 周年記念式典（9 月 8 日）、ゴルフ大

会（9 月 1 日）のご案内がありました。 

 次回夜間例会場はいつもどおりここ定例会場です。例

会終了後、テラスに移動しバーべキューをいただきます。

また、ガバナー補佐、恵庭ＲＣ3 役の皆様がお見えにな

ります。 

 会員選挙の結果、山三ふじやさんより柏田さんが入会

となり、次例会にバッチ授与式を行います。今後、大野

馮会員はシニア・アクティブ会員の資格を得、会費半額

及び出席義務の免除となります。 
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 前年度会計 武田 伸也 

前年度決算を回覧しております。理事会の承認を得ま

したのでご報告申し上げます。繰越金を 43 万円余つく

ることが出来ました。コスト削減という形で皆様にご協

力いただいた賜物と認識しております。ありがとうござ

いました。 

 会計 今井 章夫 

繰越金が 437，246 円となり、予算案がほぼ煮詰まりま

した。中身については 24 日の担当例会にてお話いたし

ますが、会長方針の『緑の事業』、これに集中的に資金

を投下することを含めております。予算は非常に厳しく、

ニコニコボックス 90 万円、こちらのご協力もよろしくお願

い致します。 

また、7 月 5 日には クラブ運営委員会を開催しました。

SAA、親睦、出席の 3 役を含め 10 名の出席がありまし

た。相互扶助の精神で助け合いながら例会を進めてい

こうと団結を新たにしました。 

 SAA 羽生 有三 

昼例会においては、食事時間を 12 時から 12 時 30 分ま

でにおとりください。12 時 35 分より例会を開催致しま

す。 

 親睦委員会 委員長 千葉 順吾 

次回夜間例会はここ定例会場で行います。その後、テ

ラスに移動し、バーベキューです。生ビール・ワイン・焼

酎飲み放題です。是非皆様、大勢のご出席をお願い致

します。 

 

 

親睦活動 委員長 千葉 順吾 

 高塚会員、井上会員：入口年度になり、年間 90 万のニ

コニコボックスは、さぞかし大変だろうと思い、私ども 2

人は 月初めの例会において計 1 万円を入函すること

に致しました。（エライ！！） 

 入口博美会員：7 月 14 日より千歳市夏祭りがスタートし

ます。8 月 20 日までのロングランのイベントです。マチ

活性化のために足を運んでください。 

 今井章夫会員：新千歳空港ターミナルビルが出来て 15

年になります。イベントを毎日やっておりますので顔を

出してください。羽芝さんと私が副会長で、会長は小笠

原 良さんです 

 坂井治会員：『ひまわり号を走らせる会』が無事に 7月 8



日に終了しました。長手さん、深見さん、白木さんにお

手伝い戴きました。（お疲れ様でした！） 

 白木松敏会員：「ひまわり号を走らせる会」には勉強と

いう気持ちで参加させて頂きました。 

また、私の系列のお店では『松崎かつみショー』を開催。

チケット完売しました。ありがとうございました。 

 羽芝涼一会員：ゴルフ欠席です。次回を楽しみにしてい

ます。 

 松坂敏之会員：錦町商店街夏まつりは 7 月 21 日です。

道新花火大会の日です。一緒に楽しみましょう！ 

 

 
本日のプログラム  

担当/緑化推進・創立 20 周年特別委員会 

「緑化事業」について 

 

特別委員会 副委員長 佐々木 俊英 

事業計画特別委員会 委員長が入口会長、私が副委員長

となり理事全員が担当委員になります。7 月 6 日に委員会

を開催し、緑化推進事業をさらに具現化するために絞り込

んできております。 

事業は、植樹・植林という方向性で決まっており、10 月実

施に向け取り組んで生きたいと思います。 

更に皆様の忌憚のない意見をお聞きして、今月中に具体

的な方向性を出していきたいと考えています。 

 

特別委員会 委員長 入口 博美 

コンセプトは何か。20 周年に向けて、20 周年までどういっ

た継続性で事業を展開出来るか？ 

私は緑の事業と共に、そこに“憩い”を求めたい、“憩い” 

を発信しようという副題を設けています。そのためには事

業は市民の目に触れるところでなくては意味がありません。

実施場所は何処がいいのか？ 事業内容は？何とか皆さ

んでコンセプトの肉付けをしてもらえればと思います。その

上で、委員会が中心となり事業展開を目指して生きたいと

考えます。 

 

── 委員会では、具体的な事業箇所 2 点に絞って調整し

て参りましたが、皆様からの質問を受け、各テーブルごと

に分科会方式で討議して戴きます。 

 

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、我々も協力したい。 

2. 大和の森で造成している「指宿公園」 

公園内で植林はどうか？千歳市担当課にわれわれの

意向を説明し、他の場所も含めて返事をいただけること

になっております。 

 

 

 

 

 

各分科会意見発表 

 

A 分科会（代表発表/坂井会員） 

今年度は「20 周年の時にはこういうことをやりたい」といっ

た調査の１年にしてはどうでしょうか。3 年計画でやるとい

うのであれば、長いスパンで見て今年度は「この事業をや

る基礎を作りました」という１年にするのもいいのではと思

います。 

 

B 分科会（代表発表/高塚会員） 

情熱を持って活動しよう！ということでＣＬＰを導入したとい

っても過言ではありません。単年度では不可能な事業も可

能にしたという思いによって、3～5 年間の期間で何か事業

を行えたらということで規約の改正をも行いました。 

緑化事業も小さなものから手がけることが大切なことです。

町のあちこちに、セントラルが芽生えた緑化事業の痕跡を

たくさん残すことによって、 終的には大きなものになって

いるのかもしれません。情熱を持って汗を流しましょう。 

 

C 分科会（代表発表/武田会員） 

今年度はやっぱり何か植えたいものです。創立 20 周年を

見据えた事業展開も必要です。20 周年までの 3 年度間、

今回の緑化事業に”テーマ”を持たせ推移させることも必

要だと思います。各年度の会長も個々に事業カラーをお持

ちになるでしょうから、それとは別に継続事業として各年度

の理事会は担当プロジェクト委員会と協力し、事業達成に

結びつけると良いと考えます。全員で協力すれば何事も成

せる！ 

また、お金の出どころ探りも肝心です。地区資金の申し込

み、民間資金の調達も含め、しっかり計画だてましょう。 


