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会長挨拶 

入会式 

ニコニコ BOX

 
  

 
 
会長 井上 英幸 

先週の我クラブ新年交礼会の後、毎日のように新年
交礼会が続き、いささかお酒を飲むのがいやになっ
ている今日この頃でございます。武田幹事はインフ
ルエンザ ３８～３９度の熱で唸っている状態でﾒ
ｰﾙが届きました。皆様も健康に留意されますよう節
にお願い申し上げます。月初めはクラブ協議会なの
ですが、それに付随してといいますか、私の年度下
半期は目白押しでございまして、皆様のご協力、組
織をしっかりと確認して進めていく必要を考え、あ
えてこのような例会にいたしました。ＪＣ・ＬＣを
訪問いたしますと、セントラルロータリークラブが
何時になく活躍されていることに対し、「非常にう
らやましい」というお言葉をたくさんいただきまし
た。千歳市長にも数回お会いすることがあり、「改
めてＣＣＲＣの活動、活躍に対しまして敬意を表し
ます」ということばをいただきました。市民から行
政からも含めて、非常に期待されているクラブにな
ったなあ という部分では先輩諸兄の方々に感謝
申し上げたく思います。未曾有の経済危機の中、ま
さに今こそわがクラブが活躍することを市民も望
んでいることでしょう。その期待に応えるべく、残
り半年でございますが改めてスタートを切るとい
う意味で、皆様と事業の確認をしたいと思います。
よろしくお願いいたします。 
 
 

 
副幹事 大野 馮 

新入会員 手島和枝 氏 
クラブユニフォーム（ジャンパー）、ロータリー綱
領、バッジが授与されました。 
 
手島会員「本日は入会させて頂き有り難うございま
す。何も分りませんので、皆さんに着いて行きます
のでよろしくお願い致します。」 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
ニコニコ箱 副委員長 長手 英記 

井上英幸会員 新しい年、新入会員をお迎えしまし

た。 

竹原孝会員 新年交礼会は無断欠席ごめんなさい。 

大野馮会員 1 月 1 日は誕生日でした。 

手島和枝会員 お世話になります。 

羽芝涼一会員 階段から落ちました～！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

例会出席状況 （2009年1月13日）  

会員数  37名  

会員出席者数  27名  

欠席者数（内：無断欠席）  10（6）名  

出席率 （前回例会）  72.97（77.77）％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名  

出席者数総計  27名  

発行 千歳セントラルロータリークラブ 
会長 井上英幸 / 副会長 今井章夫 / 幹事 武田伸也 / 会報編集責任者 武田伸也 
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 今日のプログラム 
 

「後期 各事業計画について」 
担当/クラブ管理運営委員会 委員長 今井 章夫 

 

後期の事業も盛り沢山でございます。実行委員会の

組織図をご覧ください。まずは、活動事業計画の説

明、実行委員会の内容を会長から説明して頂きます。 

 

プロジェクト実行委員会 総括委員長 井上 英幸 

6 つの実行委員会を立ち上げました。市民協働、エ

コプロジェクト、緑化推進、ふれあい農園、Ｉ・Ｍ、

創立 20 周年です。それぞれの委員長より概要説明

をお願いします。 

 

市民協働事業プロジェクト実行委員会 委員長 井上 英幸 

プレゼンテーションにおいて 220 万円の予算がつ

きました。行政からの提案された事業でありまして、

大方決まっており、それをどのように具現化してい

くか形にしていくかという内容が我々に与えられ

た仕事であります。4 月に募集し 9～10 月にコンク

ールを実施。それに先立ち実行委員会を設置しなく

てはなりませんが、わがクラブの実行委員会ではな

く、広く市民を巻き込んでの実行委員会とする必要

があると思います。行政、ＪＡ、商店街連合会、女

性団体連絡協議会、消費者協会等などの各種団体に

声をかけさせて頂き、まずは大きな組織をつくりた

いと思います。年度またぎの事業になります。農作

物の収穫は秋ですから私が実行委員長として残り、

責任を持ってがんばります。副実行委員長に彦坂さ

んをお願いしております。委員のメンバーは６名に

なっておりますけれどクラブ全体で取り組むとい

うことに変わりはありません。いろんな各種団体と

の実行委員会が立ち上がった段階に、代表として出

て行くメンバーとお考えください。市民協働実行委

員会の方に提案させて頂いた案、市からの要望、内

容ですが『ハスカップ』に着目し、ハスカップ料理

とスウィーツのコンテストを開催という内容で進

めて参ります。 

 

エコプロジェクト実行委員会 委員長 須藤 丈 

J8 をきっかけに始まったアイドリングストップ運

動。コンテストでつくられたシンボルマークをうま

く利用して運動を広めていきたいと思います。4 月

前後に春の交通安全運動街頭啓発があるので、その

時に第 1 回目のキャンペーンをプラカードを掲げ

グッズを配ったり、十分アピールできるように力を

入れて参りたいと思っております。安協には説明し

てあり理解を頂いております。ローターアクトクラ

ブの協力も考えて、アクトが動きやすい時間帯、曜

日での活動も考えております。マークを十分に活用

したく皆様のアイディアをよろしくお願い致しま

す。 

 

ロータリーふれあい農園実行委員会 委員長 今井 章夫 

ふれあい農園は 会員自ら農産物と直接触れ合い

ながら会員相互の親睦を深めることを目的とする

事業であります。土地は清水さんの土地をお借りし

ております。昨年すでに清水さんによりトラクター

で畑を耕し、小屋の設置も準備万端進めております。

作業は４月～６月と移動例会の中で進めてまいり

たく思います。収穫した作物、これはどのように利

用するかまだ決まっておりません。これから委員会

の中でさらに煮詰めて参ります。この委員会は清水

さんに全面的にお願いしながら進めており、私は委

員長ではありますが、実質委員長は清水さんでござ

います。清水さんの支持に従って一つ皆さんご協力

をよろしくお願い致します。 

 

緑化推進事業実行委員会 副委員長 佐々木 俊哉 

支笏湖復興の森の植樹補修作業、駅前ロータリーの

サクラ、指宿公園のサクラの管理作業を継続して参

ります。また、作業の後のレク的なバーべキューな

ど付加価値も考えております。詳細につきましては

詰めて日程など連絡致します。 

 

Ｉ・Ｍ実行委員会 委員長 高塚 信和 

羽芝ガバナー補佐のもと、3 月 7 日（土）ホテル日

航千歳を会場に開催いたします。第 12 グループ苫

小牧 RC から一緒にやろうとお話があり、両補佐の

間で共同開催することになりました。14:30 登録開

始、15:00 スタートと考えております。Ｉ・Ｍの都

市連合会、講演会、懇親会を企画。次例会前に実行

委員会を開催し、最終的に決めた内容で各クラブ宛

にご案内します。昨年 11 月には全員登録というこ

とで決定を見ております。11 月現在 189 名という

所帯でございます。12 グループは 141 名。あわせ

て 330 名。これにアクトクラブなどが付加される

のですが、節約した内容でやってまいります。講演

は山形与志樹様（茨城：国立環境研究所）にお願い

します。タイトルは『地球温暖化の現状と将来予測』 

とし画面を通して分かりやすく説明して頂きます。

千歳の周辺は空港もあり、これからどのようになっ

ていくのかのお話も踏まえながら、世界全体と地球

を包含した形で講演頂きます。2 月の半ばには人数

など集約し予算付けをし当日に備えます。私どもク

ラブが企画運営するＩ・Ｍをゆったりとした雰囲気
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で、実態を見ていただきます。「これが本当のＩ・

Ｍであり懇親会ですよ」というところを見せてあげ

たいと思っております。15:00 にスタートし、45

分くらいのＩ・Ｍ。16:00 くらいからの講演が１時

間半程度と考えております。その案を持って苫小牧

RC を訪問し、苫小牧実行委員会と符合いたしまし

て最終的に決定致します。よろしくお願い致します。 

 

創立２０周年実行委員会 委員長 入口 博美 

来年度体制の中、創立 20 周年特別実行委員長を仰

せつかりました。頑張ってやりたいと思います。組

織表を改めて作成しなければなりません。あちこち

と尋ねると、セントラル RC は評価が高く、「さすが

セントラルですね」「すごいなあ」とお言葉をいた

だきます。そんな評判に負けないような創立 20 周

年を！と考えております。中身的には式典部会、記

念事業、祝賀会、友好クラブの対応を部門ごとに立

ち上げて実施します。2011 年 9 月に予定しており

ますが、どのように組み立てていくか？ということ。

Ｉ・Ｍと連動して内容のあるものをどのように詰め

ていくか？効率の良いお金のかけ方とセントラル

らしい内容と手法でこと細かく詰めて参ります。以

上が概略です。皆さん一人が幾つかの事業を担当す

るということになると思いますが、よろしくお願い

致します。 
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