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田中 希幸
し ず ゆき

 様（キリンビール㈱千歳工場 総務担当部長） 

伊藤 常良 様（千歳ライオンズクラブ 会長） 
坂口 雄二 様（千歳中央ライオンズクラブ 会長） 
 
 
 
 

 
 

会長 末広 孝（千歳 RC） 
今日の例会には 3 名様のゲストをお招きしております。ご

紹介は後ほどさせて戴きますが、歓迎申し上げます。 
今月の 6 日に千歳

で活動する 4 つの

奉仕団体、千歳ラ

イオンズクラブ、千

歳中央ライオンズ

クラブ、さして千歳

セントラルロータリ

ークラブ、千歳ロ

ータリークラブが

互いに手を結び、初めての合同事業と言える「市制施行

50 周年を祝う市民の集い」を開催させて戴きました。各ク

ラブの会員の皆様のご協力の下、成功裏に会を終えるこ

とが出来ました。感謝申し上げます。 
さて本日は、千歳セントラルロータリークラブと千歳ロータ

ーアクトクラブ、そして千歳ロータリークラブの 3 クラブ合

同例会です。1 年に 1 度、千歳の 2 つのロータリークラブ

が集う大切な例会です。また今回は、2 つのクラブが深く

関わり合いを持つ千歳ローターアクトクラブも一緒です。 
時間の許す限り、更に親交を深める場として頂きたいと思

います。 
 
会長 井上 英幸 
市制施行 50 周年市民の集いでは、皆さん大変にお疲れ

様でした。市が示す“市民協働”の新たな取り組み方とし

て注目を集めたのではないでしょうか。 
会長挨拶でありますが、今年度開始時からの我がクラブ 
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の活動状況、また

今後予定する事業

のご案内をさせて

戴きたいと思いま

す。 
先ほど、末広会長

から「集い」を 4 ク

ラブ合同でやり遂

げたというお話が

ございましたが、我がクラブに於いても大切なクラブの主

幹事業として捉え、開催に向け頑張らせて戴きました。そ

の結果、出席者の多くの方々から賛辞を戴くことができま

した。今後の街づくりの考え方の観点からも軌跡が残せ

たものと考えています。 
また、今後の事業予定につきましては、我がクラブの年度

テーマを「地球環境」とさせて頂いているところから、未来

の子供達に残せる環境に注目し、「アイドリングストップ」

のキャンペーンを展開する予定であります。 
先日は、それに伴い、アイドリングストップのシンボルマー

クを公募し千歳ローターアクトクラブのメンバーと共に選

考させて戴きました。逐次、キャンペーン活動を実践して

参ります。 
その他の取り組みとしては、会員自ら汗を流し「ロータリ

ー菜園」のオープンを目指しております。単に農作物の収

穫を目指すばかりではなく、「環境問題」「街づくり」などに

関わる内容で進行するものと考えています。 
この 2 つの事業は、今年度の国際ロータリーのテーマ“夢

をかたちに”にも関連するものであります。 
今後とも、ロータリー活動にご理解とご協力を戴けますこ

とを祈願し、ご挨拶とさせて戴きます。 
 
 

例会出席状況 （2008 年 9 月 11 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 23 名 
欠席者数（内：無断欠席） 12 （0）名 
出席率 （前回例会） 65.71（71.42）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 3 名 
出席者数総計 26 名 3 クラブ合同例会 

[千歳 RC、千歳 RAC、千歳セントラル RC] 
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幹事報告 

本日のプログラム 

会長 渡邉 陽介（千歳 RAC） ロータリー、ライオン

ズの垣根を越えた

“市制施行 50 周年

を祝う市民の集い”

の開催、そして今年

度から我がクラブが

開始した千歳ロータ

ーアクトクラブへの

支援。 

本日は、我がロータ

ーアクトクラブを支

援して頂いている千

歳ロータリークラブ、

そして千歳セントラ

ルロータリークラブと

共に例会を開催でき

たことに、会員一同

は喜びを感じ、そし

て感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございます。 
何か新しい時代の到来を感じているのは、私だけでしょう

か？ 自然環境、経済、政治の分野でも良し悪しはありま

すが変革期を迎えています。 僕はまだ学生でありますから、このように先輩が大勢いら

っしゃる前で、上手くご挨拶することができませんし、いま

だ勝手なかなかな馴れません。ただ、殆どの学生が経験

できないことをさせてい戴いているということでは、優越感

を感じていますし、必ず今後の自分のために役に立つと

思います。まだ会長の任期がたっぷりと残されています

ので、カンペを要することのないよう、もう少しだけ挨拶が

上手くなれるよう励ませて戴きます。さて、今年度は、ある

意味我がクラブの変革期と呼んでも吝かではない時を迎

えています。新たに千歳セントラルロータリークラブの支

援を戴くことにもなり、その活動内容の充実と運営方法を、

向上させたいと考えています。いろいろなことで、両ロータ

リークラブにはお手伝い戴かなくてはいけません。末永く、

ご支援を戴けますようお願い致します。 

私たちは共通する“奉仕”の名の下に、それぞれのイデオ

ロギーを整理し、可能な分野から一揆団結し取り組む必

要に迫られているような気がします。 
今宵は、千歳で活動する 5 つ奉仕団体の会長がお揃いで

す。今宵はわが街に於いて新たな“奉仕活動”の出発点と

することを祈念し乾杯をさせて戴きます。 
「乾杯！」 
 
□■□ 感謝状の贈呈 □■□ 

市制施行 50 周年を祝う市民の集い実行委員会（実行委

員長 4 クラブ会長）から開催に多大なるご支援を戴いた

キリンビール㈱様（総務担当部長 田中希幸 様）に感謝

状が贈られました。 

 
 
 

幹事 斉藤 博徳（千歳 RC） 
次回例会について 
 
幹事 武田 伸也 
次回例会は 9 月 16 日。ガバナー公式訪問です。12 時迄

に、遅刻厳禁にてご参集戴けますようお願い致します。 
 
幹事 福田 美里（千歳 RAC） 
先日来、千歳ロータリークラブと千歳セントラルロータリー

クラブの新世代･ローターアクト委員会の委員の方々とご

一緒戴きながら、千歳ローターアクトクラブの予算、運営

方法などについて討議致しております。 
詳細は、あらためてご報告させて戴きますが、まずは例

会について、開会時刻が午後 7 時 30 分から午後 6 時 30
分に変更となりましたことを、ご報告いたします。 
 

 
 

── 3 クラブ合同の夜間例会です。合同例会にて宴席

が伴う例会「夜間例会」は久しぶりの開催となります。通

常例会とは形を変えて、各クラブの会員がそれぞれに親

睦を深める絶好の例会となりました。 
 
□■□ 乾杯 □■□ 
直前会長 入口 博美（千歳セントラル RC） 
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会長 伊藤 常良
（千歳ライオンズクラ

 
 

会長 坂口 雄二 様 
（千歳中央ライオンズクラブ） 

 様 
ブ） 

千歳ローターアクトクラブ
へ会員有志から支援金が
寄せられました。 
ありがとうございました！と
喜 び の笑 みの 福田 幹 事
（左）と山本会計。 




