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会長挨拶 

 
ガバナー補佐挨拶 

第 7 グループ ガバナー補佐 久野  等 （恵庭 RC） 
本日は、第 7 グループの「6 クラブ合同親睦例会」を開催

するにあたり、多くの皆さんにご出席を戴きありがとうござ

いました。先般、ミャンマーのサイクロンと中国の大地震

による甚大な被害がありました。恵庭RCに中国から米山

奨学生の楊さんが来ておりますので、心からお見舞い申

し上げさせて戴きます。 
本日は、ゴルフとパークゴルフ大会を大変寒い中、開催さ

せて頂きました。私はパークゴルフに参加して参りました

が、寒い中で皆さんに於かれては、実力を充分に発揮で

きなかったかと思います。しかしながら、和気あいあいの

うちに終えることができ感謝申し上げます。 
いただきましたが、27 名が参加され、初対面の方もおりま

したが、心のこもったお付き合いができ、友の輪が広まり

ました。 

さて、本日は昨年に引き続き、「6 クラブ合同親睦例会」を

開くことになりました。今回は、各テーブルに各クラブの方

がそれぞれ着席して戴くようにし、恵庭 RC の会員も交え

て戴いております。この場を活用し、どうぞお互いのクラ

ブの情報交換をして戴ければと思います。 

今日、私は恵庭 RC の中川会長、千歳セントラルの入口

会長に千歳 RC の福田会長の 4 名で回らせてもらいまし

たが、非常に寒く、その上に最後は暗くなり、残りホール

を数えながら大変な思いをして回ってきました。しかしな

がら、親睦を込めた大変に友情のあるコンペでありまし

た。 

例えば、千歳セントラル RC が CLP を導入して活動して

います。各テーブルに千歳セントラル RC の会員が必ず

着席しておられますので、CLP について詳しくお聞き戴く

とよいのではないでしょうか。 
このような合同例会は、今後引き続きできる限り継続し、

第 7 グループが一体となって親睦の輪が広まって戴けれ

ば幸いと思っています。最低、年 1 回は合同例会というこ

とでお集まり戴き、意見交換をしていきたいと考えていま

す。 

CLP は、これからのクラブ運営には欠かせない時代の流

れになるものと思っています。千歳セントラル RC の羽芝

次期ガバナー補佐は、以前から CLP を積極的に研究さ

れ、導入し実践していますので、是非とも見習っていただ

きたいと思います。 
今回の親睦を兼ねた合同例会は、久野ガナバー補佐の

お話のように各テーブルに各クラブの会員が入り混じって

お座りです。お互いが時間の許す限り、友情を分かち合

って戴くよう願っています。 

皆さん本日は、たいへんご苦労さまでした。 
 
 
 
2510 地区バストガバナー 佐藤 秀雄 様 （千歳 RC） 

来賓挨拶 
簡単ではありますが、感謝と挨拶にさせていただきます。 
 

本日は「6 クラブ合同親睦例会」が行われ、ホストクラブの 
 

恵庭 RC の中川会長はじめ役員、会員の皆さん本当にご

苦労さまでした。  
恵庭ロータリークラブ 会長 中川 富雄 

合同例会は、第 7 グループになりましてから、私がガバナ

ーエレクトの時に第 1 回合同例会が開かれ、今年で 6 回 久野 等ガバナー補佐、1 年間、ご指導戴き大変ご苦労さ

までした。あと少しでありますので、会員一同、ご支援をさ
目と記憶しています。今日、私はゴルフ大会に参加させて 
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せて戴きます。 
久野ガバナー補佐の普段の精進が悪いためでしょうか、

今日のゴルフの天候が悪く、代わって私からお詫びしま

す。佐藤秀雄 PG からは温かいお言葉を戴き感激してい

ます。ありがとうございます。また、佐藤 PG とゴルフを一

緒に回りまして、遠くから 2 回もチップインされてしまい、

福田会長も随分、気を使っている姿が見られました。今後

とも、懇親を深めて参りたいと思っています。 
恵庭クラブの紹介として、本日、3 名のゲストが来ていま

す。オーストラリアからの交換留生 テッサ・カーマンさん

（18 歳、オーストラリア首都キャンベラ出身、中・高校で 5
年間日本語専攻、北星学園大学付属高校在学中・吹奏

楽部、来日 3 度目）、そして地区からの要請で今年 4 月か

ら米山奨学生として受け入れている楊頴（よう・えい）さん

（中国・山東省青島市出身、函舘昭和女子学園高校留学、

2004 年から北海道文教大学に留学中）です。中国で大

地震がありましたが、楊さんの実家は被害に遭わなかっ

たということです。楊さんもテッサさんも日本語の先生を

目指しています。また、村本満男パスト会長のお嬢さんで

ローテックスの村本舞さんがおり、昨年度、アメリカで 1 年

間の留学を終えて、帰国しています。今後ともよろしくお

願いします。 
 
千歳ロータリークラブ 会長 福田 武男 
今夜の合同親睦例会へのご出席には、大変ご苦労さまで

した。 
私は先程から話しに出ておりますゴルフに参加しましたが、

前半から佐藤 PG の露払いをしてきました。ゴルフは前半

と後半が違うものですが、後半になったら流れが違うかと

期待していましたところ一層、悪くなってしまいました。寒

い中、18 ホールを大変な思いで回って来ました。皆さん

本当にご苦労さまでした。 
当クラブからもフィンランドからの交換留学生 アカキ・ク

ーメリ君が来ています。宜しくお願いします。 
4 月 27 日、当クラブの創立 40 周年記念式典を行いまし

た際、多くの皆さんにご出席を戴きまして、本当にありが

とうございました。お陰さまで無事終了させて戴き、皆さん

に心から感謝申し上げます。心新たにして大きく飛躍する

ことをお約束し、今後、一層頑張りたいと思っています。 
また、創立 40 周年を機に「プロバスクラブ設立宣言」をさ

せて戴きました。いろいろなご意見があり、難しい選択で

はありましたが、結構、面白いアイデアと思っています。プ

ロバスクラブは、全国でも 90～100 クラブほど結成されて

おり、今や、そういう時代に入っております。流れ的に見

て設立に向かっており、全国の方々で作られています。ア

メリカでは設立が少ないのですが、オーストリア、ニュージ

ーランドなどでは多く作られております。任意的なクラブで

すが、面白い発想であります。町興しのためにも是非、各

クラブにおいて導入を検討してみては如何でしょう。プロ

バスクラブに関するご質問がありましたら、是非声を掛け

て下さい。ありがとうございました。 
 
 

千歳セントラルロータリークラブ 会長 入口 博美 
本日は、我がクラブ 33 名の会員の中、26 名が参加させ

て戴きました。今夜は合同親睦例会でありますので、固い

話はなくして、和気あいあいの中で親睦を深めたいと思い

ながら参加させて戴いております。 
今年度の私たちクラブは、「情熱と汗と緑」をテーマにして

進めて参りましたが、私の年度もあと残すところ 1 ヶ月半

となりました。 
久野ガバナー補佐のお話にもありましたが、千歳セントラ

ル RC として CLP を導入しております。これは「単年度で

は成し遂げられない事業を、継続事業として複数年度で

成し遂げる」として、予算的な問題など複数年度で行うべ

きとした考え方から CLP を導入しています。 
あと 1 ヶ月半後には新しい年度が始まりますが、ギリギリ

まで今年度の各理事が、そして次年度に向けて次年度理

事が種々検討をし、各事業に向け汗をかいて戴いていま

す。次年度に向けて私たちは頑張っています。 
各クラブの皆さんも大いに頑張っていこうではありません

か！ 
今日は、和気あいあいの中、情報交換を行い、次年度に

向けての活動をするためにも親睦を深めて参りたいと思

っています。よろしくお願いします。 
 
北広島ロータリークラブ 会長 馬場 信吾 
北広島クラブは、12 名の参加です。弱小クラブとして今年

度はなんとか協議会でも CLP について検討、実践しよう

としましたが、踏み込めないままになっています。残り 1 ヶ

月半ですが弱小ではありますが頑張っています。皆さん

のご支援をよろしくお願いいたします。 
本日の合同親睦例会、おめでとうございます。 
 
長沼ロータリークラブ 会長代行 古川 大之 
5 月 17 日に「第 16 回長沼国際フェステバル」を開催いた

します。留学生の皆さんは是非来ていただきまして、一緒

に楽しい思い出を作って戴きたいと思います。また、関心

がありますクラブの皆さんも是非、お越し戴ければ幸いで

す。 
これから「乾杯」があると思いますが、結婚式の時「三三

九度」の契りを結ぶ、お互いを知り合うといって盃を空け

るもので、たくさん飲むというものではありません。一式三

盃と申しまして大きな盃で三回飲むものです。お互いを認

め合えるようにお互いが飲み、お互いを認め合えるような

クラブづくりをしたいものであると思っています。本日長沼

クラブからは 12 名が参加致しました。 
 
由仁ロータリークラブ 会長 大坂 直人 
由仁クラブは、第 7 グループの末っ子であります。私も若

輩ながら会長を仰せつかり務めておりますが、皆様ととも

に「いる」と言うだけが私達にとっては大きな恵であります。

このように一緒に例会の中で関わり合いを持たせて戴け

ることが学びであり、エネルギーの源になるものと思って

います。皆さん方のそれぞれを見て、学んで私達のクラブ

活動に生かそうと思っています。この合同親睦例会を通じ
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て、それぞれのクラブ活動を聞かせて戴き、小さいクラブ

ではありますが、吸収していきたいと思っています。よろし

くお願いします。 
 
 
 
「6 クラブ合同親睦例会」 

本日のプログラム 

ホストクラブ 恵庭ロータリークラブ 
 
主催者挨拶 恵庭ロータリークラブ 会長 中川 富雄 
恵庭 RC がホストを務める合同例会は、6 年に 1 回しかあ

りません。今回は、久野ガバナー補佐の強い意向があり、

恵庭には全国レベルの民謡の歌い手がおりますことから

皆さんにお聞きいただきたく「民謡ミニコンサート」を開くこ

ととなりました。四つのテストの四番目の「必ずみんなの

ためになる」と信じております。今夜の「民謡ミニコンサー

ト」は、恵庭市立柏陽中学校 3 年生 村川絵里さんに民謡

をご披露していただきます。村川さんは、幼少の頃から祖

父の指導を受けて、北海道はもとより、全国大会でも優勝

するなど素晴らしい声を持っている方です。今日は、15 分

程度のミニコンサートではありますが、十分に堪能いただ

けるものと思います。ご静聴のほどお願いいたします。 
 
乾杯  次年度地区ガバナー補佐 羽芝 涼一 
久野地区ガバナー補佐、一年間たいへんご苦労さまでし

た。また寒い中でのパークゴルフご苦労さまでした。 
「ロータリーは分かちあいの心」とあり、次年度は「夢を形

に」となります。皆様方、一人ひとりの夢を語り、本日ここ

にお集まりの皆さんの夢を形にとして、乾杯を致します。

ご唱和ください。乾杯！ 
 
閉会のことば 
恵庭ロータリークラブ 会長エレクト 山澤 興冶 
皆さんには 6 クラブ合同親睦例会にご出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。次年度、私が恵庭ロー

タリークラブの会長をさせて戴きますので中川会長と同様

に来年の山澤年度をよろしくお願い致します。 
本日は以上を以ちまして終了させて戴きます。本当にあり

がとうございました。 
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