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恵庭ロータリークラブ 日下 健三 様 
 

 
会長 井上 英幸 

日下健三さん 、ようこそ！ 
まもなくわがクラブに入会していただけそうですね。ありが

とうございます。 
加藤社長、ご入会おめでとうございます。後程、入会式を

行いますので宜しくお願い致します。 
さて、会員が 36 名となり、まもなく創立時のメンバー数に、

そして 40 名の大台が目の前に近づいて参りました。この

ようなご時勢の中で会員を拡大するということは大変なこ

とですが、私の年度のあと残り半年で目標を達成したいと

思います。ご協力を宜しくお願い致します。 
市制 50 周年を記念し、9 月 6 日に 5 つのクラブが協力し

て祝賀会を開催した折、松の間において「千歳のまち昭

和の写真」を百数十枚の展示させて戴きました。その中

から 32 枚がパソコンの中に残っていたことから、千歳福

祉会を通じて大和の里「暢寿園」に寄贈させて戴きました。

懐かしい写真にタイムスリップし回想法による認知症の改

善効果を期待するものです。暢寿園も来年は 30 周年を

迎えるそうです。1 室に昭和のものを、レトロのものを一緒

に展示したいということで福祉会からの申し出があり、今

回の寄贈となりました。 
私も「千歳の町は昔はこうだった！」「ああだった！」とい

った話を聞き「ああ、そうだったのか？」と思い出しながら

お酒を飲むのことが非常に大好きです。私たちのクラブも

18 年目を迎え、20 年、30 年と歴史を重ねるごとに、最初

のことが分からなくならないよう、皆さんと共にしっかりと

歩んで行きたいと思います。 
 

 
幹事 武田 伸也 

• 千歳ローターアクトクラブの 3 クラブ合同提唱調印式を

12 月 16 日（火）17:30 より松の間で行います。 
• 地区 GSE 派遣会員チームメンバー推薦のお願いが

届いています。詳細は事務局まで。 
• 国際ロータリー「年次大会」のツアーガイドが届いてい

ます。詳細は事務局まで。 

 
• 千歳市善行の表彰式出席の礼状が届いています。 
• 移動例会で事業所見学を実施した「キリンビール㈱千

歳工場」様より礼状を頂きました。 
 

 
 

新入会員 加藤 晶啓 会員（68 歳） 
㈱メイホウ 代表取締役会長 
 
【加藤会員の紹介】 推薦者 高塚 信和会員 
加藤さんは「エアポートホテルアネックス」の他、清水町

で「村まつり」、また、不動産関係のお仕事もされ総合的

にやっておられます。非常に温厚な方でゴルフもお上手、

皆さんと共に親睦の輪を広げて頂きたく思います。皆さ

ん、宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

例会出席状況 （2008 年 12 月 2 日） 
会員数 36 名 
会員出席者数 27 名 
欠席者数（内：無断欠席） 9（2）名 
出席率 （前回例会） 77.14（74.28）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 1 名 
出席者数総計 28 名 
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ロータリーバッチ授与の後、井上会長と固い握手を交
わす加藤会員（左） 
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ニコニコ BOX 

委員会報告 

今日のプログラム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「2008-2009 年度 年次総会」 
 
■次年度（2009-2010 年度）理事任命 
理事指名委員会 委員長 入口 博美 
クラブ細則第 3 条第 1 節、第 5 条第 1 節第 7 条により、7
名の指名委員で 2009-2010 年度理事の選出に当たりま

した。慎重審議、そして十分議論した結果、次の方に大役

を担って頂くことになりました。 
皆さんの温かいご支援の中で、立派に役を受けて頂きた

く思います。我々もその旨を、肝に銘じて応援していくとい

う姿勢が必要だと思います。宜しくお願い致します。 
  入口会員増強･維持委員長（直前理事長）から「ロータ

リー綱領」の贈呈 ≪次年度理事≫  
会長ノミニー 坂井 治  

加藤 晶啓 会員 千歳に来たのは 30 年くらい前です。皆

さんの仲間に入れて頂き、本当に嬉しく思います。どうぞ

宜しくお願い致します。 

副会長 羽芝 涼一 
副幹事 佐々木 俊哉 
会計 土居 栄治 
創立 20 周年特別委員会 委員長 入口 博美  

  
以上、拍手を持って承認されました。  

親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也 つきましては、2009-2010 年度の理事会の陣容は、次の

ようになります。（役職は、次年度での呼称） 年に一度、12 月 16 日（火） 開催、「クリスマス家族会」の

ご案内です。  
ご家族のご出席をよろしくお願いします！ 会長      高塚 信和 
尚、ご家族の方のビジターフィは 3,000 円になります。小

学生以下のお子さんはタダ！ 
副会長     羽芝 涼一 
会長エレクト 坂井  治 

ビンゴゲームの景品 2 点以上を、前日までに事務局へお

届けください。 
直前会長   井上 英幸 
幹事       大野  馮 
副幹事     佐々木 俊哉  

会計 須藤  丈 会計       土居 栄治 
創立 20 周年特別委員会 委員長 入口 博美 下期会費納入のお願いです。26 日までにお願いします。 
 それと、交通安全保安協会・青年部よりのお願いです。交

通安全標語を奮ってご応募ください。 以上、8 名となります。 
   

 会長ノミニー 坂井 治 
ご指名をいただきました。初代会長の高塚さんも2回目の

会長をされます。私も 9 代目の会長をさせて戴きましたが、

ロータリーの中のことは良くわからない中での会長職だっ

たように思います。たまたま 20 周年という節目の年に当

たっております。会員全員が一丸となってかからなければ

と思っております。私も今までのようにクラブの中で「ぬる

ま湯」につかることなく渾身の力をこめて頑張ります。是

非皆さんにはいろんなことに、ご指導頂きまして、一緒に

頑張りたいと思っておりますのでご協力を宜しくお願い致

します。 

ニコニコ箱 委員長 山本 啓子 
松坂敏之会員 恒例の「氷のオブジェ」が、駅前通りから

仲の橋通り、千歳川までを 3,000 個のアイスキャンドルで

展開されます。ご協賛頂いた皆さんには飲食チケット

1,100 円分を、お礼方々お渡ししています。是非お誘いあ

わせの上、見に来て頂き、一緒に楽しんで貰いたいと思

います。寒くなりますが・・頑張ります！ 
また、先日の移動例会は夜間例会かと勘違いしてしまい、

タクシーで会場の「ハウベ」まで出かけてしまいました。昼

例会キャンセルのお詫びもニコニコします。 
羽芝涼一会員 ガバナー公式訪問、北広島 RC が最後で

終了いたしました。加藤さん、入会おめでとう！ 
 
次年度副会長 羽芝 涼一 
7 代目の会長。そして「順番だよ」ということでガバナー補

佐をやらせて頂いております。現副会長の今井さんのご

指導を受けながら頑張って参ります。 

井上英幸会員 「市制 50 周年懐かしの写真」を寄贈し民

報に掲載されました。 
高塚信和会員 加藤会長、ようこそ我がクラブへ！ 
羽生有三会員 加藤さん、ご入会おめでとうございます。  
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次年度会計 土居 栄治 
会計は 2 回目の担当です。当クラブは CLP が導入され、

三大奉仕がついてくることで、4 つの委員長を引き受ける

ことになります。先代の今井会計、そして須藤会計からい

ろいろとご指導を頂きながら頑張って参ります。 
 
創立 20 周年特別委員会 委員長 入口 博美 
創立 20 周年は再来年になります。一昨年は長泉 RC 友

好提携 10 周年という中で、実行委員長を務めさせて頂き

ました。それに準じた中身、やり方でもって組み立てて参

ります。1 年半の準備期間がございます。皆様のお力を

宜しくくお願い致します。 
 
※次年度副幹事 佐々木 俊哉会員は欠席の為、次回に

ご挨拶頂く予定です。 
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