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RI 第 2510 地区ガバナー 矢橋 温郎 様 
 
会長 井上 英幸 

先回 9 月 11 日の 3 クラブ合同例会には、皆さんにご出席

戴きましてありがとうございました。 
今日は矢橋ガバナーをお迎えしての公式訪問例会です。

よろしくお願い致します。 
さて、我が日本国では食料の 60％程を輸入に頼っており、

その輸入した食糧の量と輸入する際の移動距離を乗じた

ものをフードマイレージと言うのだそうです。残念ながら日

本は世界で断トツにフードマイレージの数字が 1 位だそう

です。それだけ燃料を消費している国となります。 
江戸時代には、中心地から遠くには大根、芋などの根菜

類を、近くには小松菜、ほうれん草などを栽培し、五内府

の中で耕作地域の区分けを上手に考え、作物の移動コス

トを低く考えられていました。増してや、当時は自動車が

の代わりに馬、牛、または人力で運んでいたわけですか

ら、フードマイレージは限りなく“0”に近かった筈です。 
そういったことを踏まえて、現代社会を考えますと、無駄

なお金と物を使い過ぎていることを再認識致します。お金

をかけてメタボになっている場合ではありませんね。(笑) 
我がクラブでは、今年度の活動テーマを「地球環境」に据

え、アイドリングストップ運動をはじめとする数々の活動に

取り組み始めています。来春はロータリー農園のようなも

のを考えたいと提案させて戴いております。 
そういったフードマイレージ的なことを考えてみるのもひと 

 
つの方法かと感じている次第です。 
本日午前中には、会長・幹事会があり、ガバナーといろい

ろとお話させて戴きました。後ほど、ガバナーからはしっ

かりご講評を戴きたく思います。よろしくお願い致します。 
 

 
幹事 武田 伸也 

矢橋ガバナーをお迎えし公式訪問例会です。矢橋ガバナ

ー、会員一同歓迎申し上げます。 
例会前の午前中に、会長・幹事会を高塚会長エレクトを

交え行い、その後に理事役員が出席し理事会をガバナー

と・ガバナー補佐のご出席の下、開催致しました。 
後段、その内容についてご報告致します。 
 

 矢橋ガバナー、羽芝ガバナー補佐よりニコニコを戴き

ました。ありがとうございます。 
 先日の 3 クラブ合同例会の席上、アクトクラブが「今後

ともよろしく！」とテーブルを回ったところ、多額の支援

金を戴き感謝申し上げます旨、礼状が届いております。

「皆様のご好意、大変ありがたく感じております。大切

にクラブ運営資金とし、充実活動へ向け取り組んで参

ります。」 
 ㈳千歳青年会議所より「千歳市市制 50 周年記念チャ

リティーゴルフコンペ」のご案内が届いています。 
日時：10 月 5 日（日）受付開始 10:00 開会式 10:30 
場所：シャムロックカントリー倶楽部 
登録費：2,000 円 プレー代各自 
懇親会：10 月 5 日ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 19:00 会費

4,000 円 
 9 月 22 日（月）に秋の交通安全街頭啓発運動「セーフ

ティコール」を実施します。16:00 に緑町多目的広場に

集合願います。メーキャップ対象事業であります。 

例会出席状況 （2008 年 9 月 16 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 23 名 
欠席者数（内：無断欠席） 12 （4）名 
出席率 （前回例会） 65.71（65.71）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 1 名 
出席者数総計 24 名 
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滝川 RC 創立 50 周年記念式典には高塚さんと一緒に  
各委員報告 

出席し、50 年の歴史の中で皆さんとお話させて戴きまし

た。 
 

斉藤博司会員 8 月 30 日に地区財団学友委員会の合同

委員会が開催され出席して参りました。 今日は ガバナー公式訪問例会であります。よろしくお願

い致します。  
  

ニコニコ BOX 

本日のプログラム 

 
矢橋温郎ガバナー 本日はよろしくお願いします。  
羽芝ガバナー補佐 ガバナー公式訪問開催にあたって。 
高塚信和会員 9 月 7 日、滝川 RC50 周年記念式典に参

加しました。滝川 RC からガバナーノミニーに渡邉恭久氏

が輩出されております。私の年度のガバナーになります。 
坂井治会員 国際交流委員会だより（2008 春号）に私も

参加したチェックダム検証が掲載されていました。また、

ガバナー月信 2007 年度最終号には、地区委員長終了の

私の挨拶が掲載されていました。 
今井章夫会員 38 回目の結婚記念日です。 
須藤丈会員 インディアン水車まつりには娘と息子が呼

ばれて民謡を唄わせて戴きました。 
土居栄治会員 インディアン水車まつりは30周年でした。

天候に恵まれ無事終了しました。  
□講 評□□ 

「理事会」 大野副幹事、須藤会計、今井副会長（右から）

佐藤文雄会員 山形県人会の旅行、毎日新聞社札幌圏

総会に出席のため欠席が多くなりました。 
□

RI 第 2510 地区

 
 

 
 

ガバナー公式訪問例会 
 
RI 第 2510 地区第 7 グループ ガバナー補佐 羽芝 涼一 
長沼 RC、由仁 RC の公式訪問を終えました。由仁 RC で

は 14 名の出席とアットホームな感じでした。 
長沼 RC では来年 5 月 16 日に、恒例になっております第

17 回国際交流フェスティバルが開催されます。皆さんで

参加し、協力したいと考えております。由仁 RC では大坂

事が頑張り交換留学生を 3 度出しており、今回は 4 回考

えてくださっています。大坂幹事の娘さんが由仁高校から

メルボルンに行き、それが縁で現在ではメルボルンでお

仕事をされておられるとのことです。 

 ガバナー 矢橋 温郎 
クラブの矢橋で

・幹事会、理事会といろいろなお話を承りましたが、

会でも受け承ってきましたが、良く分か

れたと言うこと

、ご意見を発する場所ではないと感じ

は既に参加し検証事業も完了しておる

「会長・幹事会」 羽芝ガバナー補佐、矢橋ガバナー、 

本年度、ガバナーを仰せつかった札幌西

す。 
会長

えらいクラブに来てしまったなぁという感じがしております。

米山記念館の問題では、以前から聞いておりましたが、 
静岡、東京のクラブがやるのなら分かりますが、北海道

のクラブである千歳セントラルロータリークラブさんが米山

記念館の発端をつくったということに、私は驚いておりま

す。私も 2～3 年前に訪問しましたが、立派な記念館が建

っておりました。 
CLP は国際協議

らないでおりました。その CLP をセントラルさんではいち

早く取り入れられたと言うことであります。 
また、地区でも一番最初に ICを立ち上げら

で、セントラルさんは先端先端をいっておられるような感じ

を受けております。 
私のような古い者が

ております。(笑) 
千歳セントラルさん

WCS の洪水防止のダムの件でありますが、WCS 委員会

の宣伝が行き届いているのか、昨今どこのクラブを訪問し

ても「ウチも WCS で何かをしたい」と言うのです。WCS は

地区資金を使いますから毎年 500 万円くらいずつの赤字

になりってお、あと 2～3 年で破綻してしまいます。財団に

は地区補助金がありますので、そちらを使って戴きたいと

申しております。“水”関係ばかりではなく飢餓の追放、識

字率向上も WCS でやってい戴きたいと望むところです。

それからローターアクトの問題があります。千歳セントラ

ルさんは、どこのクラブも手を引いている時に手を出して

おられるのは、お金のかかる問題でもあり、勇気ある決断

井上会長、高塚会長エレクト（左から 撮影：武田幹事）
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次回例会の案

だと思います。地区でも新世代には膨大な予算を使って

した。

いますが、これにもメスを入れなくてはいけません。財務

委員長が「予算を削減しましたが、どうしても足りない場

合は予備費が取ってあります。」と言うと、インターアクト

から「昨年度と同じ事業をやっているのだから同額の予算

必要だ。予備費をくれ！」と始めから言われました。(笑) 
こちらのローターアクトの方では、参加企業からも補助金

が出ているようですが、これは千歳方面だけと思われま

す。他方では全て地区からの持ち出しであります。 
井上会長からポリオプラスについてご指摘がありま

ビル＆メリンダゲイツ財団は、ポリオ撲滅まであと 1 歩と

いうところまで前進できたロータリーの並々ならぬ尽力に

敬意を表して、条件付きで 1 億円の寄付を申し出てくれま

した。条件とは国際ロータリーも自分たちで同額の 1 億円

を集めるというものです。その上で、ポリオ撲滅を約束し

ました。全世界の 3 万クラブ、1 クラブが 3 年で 3,000 ド

ルを寄付します。1 年に付き各クラブは 1,000 ドルを！と

言われております。 
RI はクラブの大きさに関係なく、個々のクラブは対等だと

るとす

若干残りが出る場合がございますので、

は、4 つのテストを地区の目標に掲げました。1 人

ニスタンに2回くらい帰っておりますの

□お礼の言葉□□ 

で、写真も撮ってきています。片言の日本語もできますの

で、卓話でお呼び戴ければいつでも参ります。そんなこと

で米山の方もご協力をよろしくお願い致します。 
 
□

会長エレクト 高塚 信和 
うございました。 

が、1,000 ド

 
 

ログラム担当 佐々木 俊哉 
2 休 た

日（火）、第 5 回クラブ協議会です。 

ガバナー、本日はありがと

会長・幹事の会合でもお話させて戴きました

ル寄付の問題は地区で全体的なことを討議して戴きたい

と思います。私どもクラブは CLP を取り入れ長期計画で

やっておりますが、地区でも長期計画でいろんなことがス

ムーズに参りますように是非お帰りになって、ご検討願え

ればと思います。今日はありがとうございました。 
 

プ

3 日は秋分の日で 会になります。30 日は月末日の

め休会になります。 
次回例会は、10 月 7

言うのが見解です。しかし、地区単独で人頭割りでの寄

付の形式も今後に亘り検討して参りたいと思います。また、

1,000 ドルを指定寄付にして頂く、またポール・ハリスフェ

ローにして戴てということも参考となると思います。 
人頭負担金は事務局費に使われ、何か事業をや

れば財団の資金しかない訳で、皆様のご協力をよろしくお

願い致します。 
補助金委員会で

それを当てはめて言ったら良いのではと思ったりもしてい

ます。 
今年度

100 ドルの財団のお金集めと会員増強を言っていれば 1
年経つと言われたりしますが、皆さんには職業倫理を見

直し 1 クラブ 1 名の純増を達成して戴きたく思います。 
米山奨学会の寄付、これは事務費の他は全て奨学生の

にいっています。私が代表幹事をやっていた時に、アフガ

ニスタンの男性が、奨学金を戴きたいと尋ねて来ました。

翌年、奨学生になり卒業し、今私のところで仕事をしてい

ます。北海道が気に入ったようで、最近は日本に残りたい

と言っています。 
学友ですが、アフガ
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