
 

千歳セントラルロータリークラブ 会報  2009 年 2 月 3 日（第 27 回例会） 会報第 865 号 

  
  

 

会長挨拶 

各委員報告  
  

  
  
 

 
 

 

幹事報告 

 
  

 
 
会長 井上 英幸 

先日羽芝ガバナー補佐と苫小牧ＲＣ例会を訪問さ

せていただきました。Ｉ・Ｍの打ち合わせが目的で

あったわけですが、たまたま講師例会であり板谷ガ

バナー補佐のお兄さんであります板谷実さん（道議

会議員）の卓話でございました。不況の経済状態を

どう乗り切るか？という高尚な議題で大変ために

なりました。100 年前に世界恐慌が起きまして本当

に未曾有の危機に陥ったアメリカ合衆国ですが、こ

の経済の立て直しのために大規模な公共工事を行

ったわけです。その大規模な公共工事の主たるもの

がコロラド川にある 1936 年竣工「フーバーダム」

という大きなダムです。羽芝ガバナー補佐が、以前

見てきたそうですが、これらの公共工事によって不

況を乗り切ったと聞いております。資本主義経済社

会がこのように、はびこってきた原因のひとつ、私

の薀蓄のひとつになりますが、実は今年ダーウィン

が誕生して 200 年経ちます。 

ダーウィンの進化論がこの世に出て 150 年経つの

です。進化論というのは「サルが人になった」「ガ

ラパゴス諸島などの隔離された地域では、特殊な形

態で生物が育つ」とか、そういったことだけ思われ

ているかもしれませんが、進化論の一番大切なとこ

ろは弱肉強食なのです。弱肉強食のピラミッドの構 

 

 

図の中で植物、動物がこの世に繁栄していくという

ことを、化学的に証明したのが進化論でございまし

た。進化論の構図に例えて経済の体系を考えますと

「強いものが勝ち、弱いものは負けるのだ」、これ

が資本主義の原点ということになるのでしょうか。 

進化論が唱えられて 150 年。この 150 年の間にさ

まざまな形で経済が発展し、また崩壊し今日を迎え

ているわけでございます。私自身の知識の中で資本

主義はこれで良いのかと、考えさせられる今日この

頃でございます。 

市役所でも雇用対策で職員 6 名を前倒しで募集し

たところ、200 名あまりの応募があり 84 倍の超難

関になったと聞いております。こういったことも含 

めて皆さんの会社、地域の状況をも含めて、厳しい

状況でございます。だからこそ、我々クラブのボラ

ンティア活動がますます重宝がられるのもいがめ

ない事実と思いますの。ますます成長していけるよ

う頑張りましょう。 

今日はエコプロジェクト「アイドリング・ストップ

について」「Ｉ・Ｍについて」のお話です。忌憚の

ない意見をよろしくお願いいたします。 

 

 
幹事 武田 伸也 

• 井上会長、手島会員の推薦による比原氏の入会に

ついて理事会承認されました。早速、会員選挙に

入らせていただきます。。 

• 2010-11 年度 ロータリー財団国際親善奨学金

奨学生の募集と推薦の案内。応募締め切り 4 月

例会出席状況 （2009年2月3日）  

会員数  37名  

会員出席者数  31名  

欠席者数（内：無断欠席） 6（1）名  

出席率 （前回例会）  83.78（70.27）％ 
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出席者数総計  31名  
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30 日。 

• 四川省大地震復興支援のチャリティコンサート、

3 月 21 日開催（中国四川省）の案内。ツアーに

ついての案内も届いています。 

ニコニコ BOX 

今日のプログラム 

委員会報告 

 

 

 

親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也 

2 月 17 日の夜間例会は、「雪見酒」です。皆様の出

席をよろしくお願いいたします。 

 

第 2510 地区 WCS 委員会 委員 田口 廣 

2 月 10 日～15 日、WCS 検証ツアーでインドネシ

アのジャカルタを訪問してきます。タイのチェンマ

イを経由し共同作業のあるツアーです。皆様からの

善意を伝えてまいります。無事に帰ってこられまし

たら、夜間例会「雪見酒」にて報告させていただき

ます。行ってまいります！ 

 

 

 

ニコニコ箱委員会 副委員長 長手 英記 

松坂敏之会員 1 月 30 日～2 月 1 日、千歳川周辺

をアイスキャンドルで飾る『氷と光のオブジェ』 

を開催しました。皆様から協賛いただき、本当にあ

りがとうございました。たくさんの皆様方からお手

伝い応援をいただきました。白木さんには音響関係

を無料で提供していただいたり、入口さんにはガ

ス・灯油を持ち込んでお手伝いいただいたり、寒い

ところをたくさんの皆様が顔を見せてくださいま

した。感謝申し上げます。はじめから中々氷ができ

なく思ったような形にはならなったのですが、なん

とかオブジェになったかなぁ！と一安心していま

す。今季の経験を通して今後の方向性などを、学ば

せていただいと思います。今回特に感じたのは「自

然の力」というのはす凄い！人間の力ではどうする

こともできないものなのですね。お百姓さんの気持

ちがよく分かり、人間的に成長させていただいたよ

うに思います。ありがとうございました。 

佐藤文雄会員 寒い季節ですが頑張ってます。先日

の病院での検査結果も順調、良好です。 

羽芝涼一会員 ガバナー月信 2 月号に載っていま

した。 

 
 

 
担当/理事会（武田幹事） 

クラブ協議会「実行委員会からの連絡・報告」 

先日、各実行委員会より計画の説明があり、概要を

お話いただきましたが、実行委員会などを経てから

の具体的な活動の概要など報告していただきます。 

 

エコプロジェクト実行委員会 実行委員長 須藤 丈 

実行委員会と理事会を経て了承いただいた事項に

ついて説明いたします。 

エコプロジェクト「アイドリング・ストップ運動」

は、クラブの事業予算の他に地区から財団補助金を

得ることができましたので、総額 30 万円の事業予

算で考えております。 

応募作品の中から選ばれたシンボルマークの 3 作

品を、ステッカー、パンフレット、PR 用ポケット

ティッシュ、のぼり、その他啓発に使うグッズに 

上手に使わせていただきたいと思います。 

恒久的事業として実施し、できるだけ多くの啓発を

実施したいうことでステッカーは 3000～5000 枚

くらいを用意したいと思います。ポケットティシュ

とチラシに関してもアイドリング・ストップだけに

こだわっての印刷ではなく、我々が携わっているエ

コに関する情報を印刷できればと考えています。例

えば交通安全をも含めて、広域的な環境保全の啓発

運動を、エコ活動として進めて行くことをご理解い

ただきたく思います。良いアイディアがございまし

たら委員会に提案していただき、理事会に諮って参

りたいと思います。 

また、実際に啓発する場所、具体的な方法は、今後

に渡っても委員会でも充分に考えて参りますが、大

型店舗前などでの啓発活動はそれほど問題はない

と思いますが、車両を止めての啓発活動では追突事

故を起こしたり、あるいは啓発グッツを配っている

人がケガをすることのないように、千歳市、警察の

方でも検討していただき、事故のないよう啓発活動

を実施していきたいと思います。4 月 6 日のセーフ

ティコールで、実践した後に検証を行い、その結果

を踏まえ、その次の活動につなげていこうと考えま

す。 

千歳市、千歳警察署、安全協会には協力の内諾はい

ただいております。 

3 月 7 日のＩ･Ｍの時にも啓発グッズの配布を予定

しています。 

 

Ｉ･Ｍ実行委員会 実行委員長 高塚信和 

1 月 30 日には、私と羽芝ガバナー補佐、井上会長、

武田幹事の 4人で苫小牧RCを訪問してまいりまし

た。「100 年に一度の不況を乗り切ろう！」という

ことで板谷実さんが、30 分間の講話を行いました。

苫小牧港のグローバル拠点港湾化、空港機能のハブ

空港化について、貴重なお話を伺いました。 
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本日の昼食 例会後の合同実行委員会では、Ｉ･Ｍについての打

ち合わせに入り、当初の予定通りに全員登録での開

催をしたいと話してまいりました。苫小牧 RC の方

には当日の 13 時に集合していただき、開催実務を

担当していただきます。千歳セントラル RC のメン

バーについては、お手元の担当役務の一覧表に従い

当日の行動よろしくお願いいたします。 

 

 

今日のメインは“恵方巻き”です。 

講演は山形与志樹先生に、テーマを「地球温暖化に

関する最新の動向と今後の課題」としてお話いただ

きます。世界の気象と日本の温暖化対策、あるいは

空港を中心としたエリアの気象の変化についても

あわせてお話いただけると思います。 

来賓には、千歳市長、苫小牧市長にもご出席いただ

き、地区からは矢橋ガバナー、酒井パストガバナー、

大金代表幹事、滝川の神部次期代表幹事、渡邉ガバ

ナーエレクト、パストガバナーである伊藤長英様、

佐藤秀雄様をお招きしています。 恵方巻きは関西地方の節分の伝統行事でしたが、今

では関東でも定番となりつつあります。巻きずしは

「福を巻き込む」ことから来ており、切らずに食べ

るのは「縁を切らない」という理由があるそうです。

具材は七福神にちなんで 7 種類使うと、より福が呼

び込めるかも！とか？ 

Ｉ･Ｍの意義を出席者の方々に理解してもらえる様

なプログラムと進行を計画しています。出席者登録

申込は 13 日の締め切りとなっておりますが、順次、

予算の編成、全体の実施要領を、多方向から練上げ

てまいります。 

 
 

 
幹事 武田伸也 

本日のクラブ協議会は、“エコ”関連の 2 つの実行委

員会からの報告となりました。 ・ 恵方（2009 年は東北東）を向いて、願い事を思

い浮かべながら。 アイドリング･ストップ運動に係る販促用具につき

ましては、I･M に配布するものから順次製作に取り

掛かります。 
・ 途中でやめず、一気に食べ切る！ 

・ 食べている間は終始無言で！黙々と！ 
また、I･M につきましては、I･M 実行委員会の組織

図をご覧いただき各々の役割確認をお願いします。

当日は、ロビーでパネル展「地球温暖化」を同時開

催し、開会前には本会場で、20 分程度の「地球温

暖化 今、わたしたちにできること」の映像を流す

準備をしています。 

 
 

本日は、クラブ協議会の残された時間で、この映像

の一部分をみなさんにご覧いただきます。 

 

 

 
次回例会案内  

ロータリー財団委員会 委員長 大野  馮 

次週 2 月 10 日は、ロータリー財団委員会の担当例

会です。米山奨学会委員会の汲田委員長に担当して

いただき、比較的ロータリー歴の浅い会員皆さん 5

人の方に、各々スピーチをお願いいたします。スピ

ーチの内容は「自由題目」であります。 
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