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会長 井上 英幸 

本日はお忙しい中を出席いただきありがとうございました。

創立時に甚大なるご支援をいただきましたパストガバナ

ー佐藤秀雄様、高田昭治様、そして親クラブであります千

歳 RC 会長、副会長、幹事の皆様、そしてまた今年度は

共に事業をすることができましたライオンズクラブ、青年

会議所の皆様、各方面よりたくさんのご来席をいただきま

して賑々しく創立記念例会を開催する運びとなりました。 
ステージの後ろの方を見ていただきたいのです。決して私

一人が頑張ったわけでは無く、今まで 18 年間の功績とい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

うことで、本年度はたくさんの賞状をいただくことができま

した。1 つは、千歳市より J8 サミット参加に対する感謝状、

先日は市より善行表彰、またロータリーにおいては地区 
大会で RI 会長賞、2 つの会員増強賞、今年 5 つの賞を

いただくことができました。今まで頑張ってきたメンバーの

皆さんの一人ひとりの功績ということであると私は理解し

ております。 
本日は創立 18 周年を迎えることができ、人間に例えるな

ら高校を卒業し、いよいよ大学に進学、もしくは就職をし

なければならない時期になってまいりました。昨年までは

悪いことをしても少年 A とか少女 B でしたが、今年度から

は実名が出てくるという そういった年になったんだなあと

痛感します。 
最近コンプライアンスという言葉を聴きますが、企業倫理、

職業倫理という言葉でございます。我々もロータリアン精 
神にのっとり、正しく美しくそして元気よく活動していきた

いと思っております。 
20 周年に向けて大人の準備段階に入ります。ロータリア

ン精神にのっとりながら千歳市のために更なる貢献をし
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幹事報告 

ニコニコ BOX 

近年の活動報告 

ご来賓挨拶 

乾 杯 

たいと、高いところからではありますが、お誓いしたいと思

います。 
後程、クラブの活動報告もあるかと思います。みなさま最

後までごゆっくりお楽しみください。 
 

 
幹事 武田 伸也 

• 会員選挙の結果、加藤晶啓氏が新しく正会員となります。

入会日は後日ご連絡します。 
• 次回例会は移動例会です。キリンビール「レストランハ

ウベ」に 12 時 30 分までに集合してください。今回はエコ

に関する工場見学と講習の予定です。 
 

 
ニコニコ箱 委員長 山本 啓子 

佐藤秀雄 様：創立 18 周年おめでとう！ 
ラウンジ「歳」手島和枝 様：創立18周年！おめでとうござ

います 
松坂敏之会員：3 人目の孫誕生です 
須藤丈会員：居合いの昇段試験を終えました。 
清水清光会員：富士山に夫婦で登ってきました。 
入口博美会員：かぼす酎、すだち酎、しそ酎を、皆さんで

どうぞ！ 
沖野事務局員：富良野ワインです。どうぞ！ 
 

 
プロジェクト推進委員会 

委員長 須藤  丈 
近年、私たちは CLP を導入致しました。地区での活動方

針の中、RI からの指導でいち早く取り組み、それを元に

活動していこうということで CLP を基に何年間かを費やし、

今年度はその基本に基づいて実際に活動を始めていま

す。私たちの活動を具体的に話す前に、我々会員の良い

ところは、「まずは実践する」ということ。それが我々の一

番の長所とするところなのかと思います。これからご覧い

ただく活動は他の地域、他のクラでもたくさんやっている

ことで目新しいものではないと思います。他のクラブさんと

何も変わらないことだと思いますが、「これは良い」と思う

ことに対して、小さいクラブではありますが、「成果を挙げ

るために積極的にやる」 ということがセントラルの最大の

特徴かなあと思います。 
では、用意した近年の活動の映像をご覧ください。 
 
―― 過去 2 年間の活動内容をまとめた映像 ―― 
 

 
 

国際ロータリー 第 2510 地区 
パストガバナー 佐藤 秀雄 様 
井上会長ならびにセントラルロータリークラブの皆さん 

創立 18 周年の記念例会 本当におめでとうございました。

省みますと 18 年前の 11 月。 、ここにおいて認証伝達式

をやった記憶がございます。当時私が会長で幹事は高慶

繁博さん、特別代表に村上正治さんにお願いをして、千

歳市の企業の皆さんを勧誘し、多分 38 名の会員だったと

思いますが、そうして発足したことが思い起こされます。 
もうすでに 18 年経ったのかなあ！と、先ほどから大変感

慨深い思いをしておりました。一昨年前、セントラルロータ

リークラブの何人かの方が「会員 26 名になっちゃったん

だよ。大変厳しい！」「親クラブと合併したらどうか？」そん

なお話もあったように記憶しております。今、井上会長に

お聞きしましたら、会員数 35 名で、また 1 名の入会を達

成され 36 名という増強にと伺い、かなりの力を入れて今

日を迎えられたことについて、心からお祝いを申し上げた

いと思います。親クラブの千歳クラブも 70 名に難々として

おりましたが、今は 64 名と大変きびしい状況でございま

す。セントラルクラブさんの方は優勢に増強され 「ああ 

頼もしいなあ」と思っています。 
また事業を見せていただいても非常に活発に活動されて

いることを羨ましく思う訳です。 
しかしながら、昨年からアメリカにおきまして RI の本部の

ありますシカゴを中心として、サブプライムローンによる不

況が、だんだんと世界中に広がって来ている。多分これ

が 1929 年のような世界大恐慌に発展していくのでなかろ

うかと危惧しております。現実に RI もこれからの事業展

開どうして行くのだろうかと大変な危惧の念を持っている

わけであります。実は明日からロータリー研究会がお台

場でありまして、全国からパストガバナー、RI の最高幹部

も日本にいらして 600 名くらいが集まり、RI の方針、財団

の関係の報告がございます。RI 本部自体が非常に厳し

いわけであります。親クラブのほうも夜間例会では会費を

徴収して行われることまでもありました。そんなことで 2～

3 年は厳しい財政事情が続くと思いますが、自分の企業

共々、慎重に行動していただいて、何とか不況を乗り切っ

ていただきたく念じましてお祝いのことばとさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 
 
 

千歳ロータリークラブ 会長 末広 孝 様 
18 周年記念 おめでとうございます。18 年と言いますと

長い年月でありますが、こんなにたくさんの賞を受けられ

本当におめでとうございます。ビデオを見せていただいて
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祝 宴 

スピーチ 

もセントラルさんは対外的にも非常に活発に活動をされて

こられたということです。そんな意味も込めまして益々、発

展されますことを祈念して、そしてここにお集まりの皆様

のご健勝とご健闘を祈念いたしまして、乾杯！ 

 
クラブ奉仕管理運営委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也 
これより創立 18 周年記念例会、祝宴に移らせて頂きます。

和やかにご歓談ください。また本日は各クラブからたくさ

んの皆様がお見えです。折角の機会、是非懇親

いただきたく思います。よろしくお願いいたします。 
尚、本日は千歳 Jazz 倶楽部の皆さんが演奏です。盛大

な拍手をお願い致します。 

 
 
 

を深めて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千歳ライオンズクラブ 会長 伊藤 常良 様 
創立 18 周年おめでとうごいざいます。お招きいただき千

歳ライオンズクラブを代表いたしましてお祝い申し上げた

く思います。今回は市制 50 周年ということで、祝賀会を 5
クラブ共々開催させていただき、改めてセントラルーロー

タリークラブさんの決断力といいましょうか、組織の硬さを

感じさせていただきました。と同時に、千歳ロータリークラ

ブさんの歴史から来るさまざまなお知恵と行動力に、ライ

オンズクラブメンバー一同、心より敬意を表したいという

風に思っております。青年会議所の皆様も若い力で頑張

っていただきました。そんなことで今年は合同例会にもお

招きいただきました。一番びっくりしたのはロータリークラ

ブの例会に呼ばれてライオンズの歌を唄わされたという

凄いことがございました。必ずうちの新年交礼会でお返し

をしたいと思っておりますので、練習をしておいてくださ

い！今日は本当におめでとうございました。 

  
 
千歳青年会議所 理事長 藤本 聖美 様 

青年会議所の理事長としてのご挨拶もあと 1 ヶ月となって

しまいました。45 代理事長を務めております藤本聖美で

ございます。千歳セントラルロータリークラブ創立 18 周年

の記念例会、誠にお慶び申し上げます。18 年のさまざま

な功績がこのように盾に顕れましたこと、あわせてお慶び

申し上げます。冒頭、井上会長のご挨拶、そして映像が

ありましたが、今年、千歳市はさまざまな発展的な機会、

と大きな節目を迎えた 1 年でございました。我々社会活動

団体、市民活動団体の志が非常に大きく求められた時代

だったのかとそのように思います。また、同時に活動の理

念がたくさんの市民に地域に発進できた 1 年だったのか

なあと振り返りつつ映像を見せていただきました。ただ JC
を取り巻く環境、皆さんの取り巻く環境もまた非常に厳し

いものがあるように思います。その中で、だからこそ 

我々のような理念を掲げた団体の存在が社会で求められ

ているのではないかと、改めて感じているところでござい

ます。あと任期 1 ヶ月で私の理事長職も無事に終えるわ

けでありますので、本日は 46 代理事長と共に出席させて
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いただきました。先輩諸兄の皆様におかれましては引き

続き JC に対しましてご指導、ご鞭撻を賜りますよう心より

お願いいたします。 
 
 

11 月誕生日 

一本締め 

謝 辞 

千歳青年会議所 次年度理事長 高木 昌人 様 
僭越ながら一言、ご挨拶を申し上げます。本日は 18 周年

の記念例会にご案内いただきましてありがとうございます。

そしておめでとうございます。前段、ロータリーソング「奉

仕の理想」をゆっくり拝聴させていただきました。われわ

れ青年会議所の理念は「奉仕」「修練」「友情」という 3 つ

の理念がございます。それを三輪車に例え、「奉仕」という

ものを前輪において、「友情」と「修練」が後からついてく

る 、それが JC の理念であるという風に先輩にお話をい

ただきました。そういう意味でも「奉仕」ということばを前面

に出してのセントラルロータリークラブさんの活動内容、

報告を拝聴いたしますと、細かい手法、もしかしたら趣旨

または目的は、大きなベクトルでは大変近いものがあり、

人生の先輩という意味でもますます勉強させていただく立

場にあるのかと思います。 
申し送れましたが、次年度より第 46 代理事長を拝命する

ことになりました高木と申します。花園 7 丁目で歯科医院

を経営し 8 年。JC に入会と同時に 8 年、皆様に可愛がら

れております。 
最後にお願いです！藤本理事長の強烈なリーダーシップ

の下、今年度は会員拡大が13名です。願わくば次年度も

その勢いに乗って、他力本願ではございませんが皆様の

ご子息、御社の若いお力をお借りして明日からの活動の

糧としたく思いますので、何卒ご協力を賜りたいと願いま

を宜しくお

 
 
 
 
 

 
 

す。 
本日はおめでとうございます。来年 1 年間、JC
願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多賀 勲 会員（1942 年 11 月 3 日生まれ） 
11 月 3 日は明治天皇が生まれた日です。そして家内と結

婚しました。また、技能功労賞で町村外務大臣（当時）に

札幌エンペラーで感謝状と盾を頂いたのも 11 月 3 日です。

本日は、ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国際ロータリー 第 2510 地区 第 7 グループ 
ガバナー補佐 羽芝 涼一 
省みすれば 18 年前、佐藤パストガバナー、高田様、木村

様、末広様、が私どものクラブを創って頂きました事、チャ

ーターメンバーの一人としてお礼を申し上げます。私ども

クラブはCLPを導入しリーダーを育てよう！これを基に進

化しております。今後もご支援を頂きながら、前を見つめ

前進していく所存でございます。 
ありがとうございます！ 
ライオンズ様、青年会議所様、今日ご参会くださいました

皆々様方のご健勝を祈りまして一本で締めたく思います。   

ありがとうございます。 

 
 
 

会長エレクト 高塚 信和 
ライオンズさんも JC の皆様も、こんなに楽しい地域の中

で一同に会し、市制 50 周年の中で活動することができま

した。このことを大事に、皆さんと焦点をあわせ活動の輪

を広げていきたいと思っております。 
今日は短い時間ではございましたが、本当にありがとうご

ざいました。 
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