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会長 井上 英幸 

昨日の街頭啓発「アイドリング・ストップ」の事業

にはお寒い中参加いただきありがとうございまし

た。J8（ジュニア･サミット）のお手伝いから始ま

った私の年度でありましたけれど、無事に大役と言

いますか環境問題に関するひとつのアクションを

起こすことができました。いいスタートが切れたこ

とを皆さまに感謝申し上げます。 

 小さい子供たちのランドセル姿が見受けられる

と「春が来たな」と嬉しくなります。 

先日は近隣の小学校の入学式、中学校の入学式に町

内会長として参加させていただきました。10 年前

から比べると先生も若くなっており、女性の先生も

増えたなと感じます。そして、行儀よく式に参列し

お話を聞いている子供たちを見ると、精神的な成長

が高くなっていることを感じました。その中で残念

だと思ったことは、国歌斉唱は来賓の方だけだった

ことです。我々は月に 1 回、第 1 例会に国歌斉唱で

「君が代」を唄います。私が 10 年前に市 P 連の会

長をやったときに法令化されまして、各学校入学式

卒業式には国旗を掲揚しなさい、国家を唄いなさい

と義務付けられたわけです。今回の国家斉唱は先生

も立ってはいましたが、唄う事も無く、来賓だけの

15、6 名の大合唱でした。小さい子供が「オリンピ

ックの唄だよ」と囁いていたのを小耳にしました。

国家「君が代」、国旗「日の丸」をと決めた以上は

国民として義務であると、それが分かる我々の年代

でありますが、残念ながらそれが浸透していないと

いうことで寂しく思ってしまいました。私たちは日

本国民ですから、日の丸を背負っていかなくては国

のためという気持ちが欠落していくのではと心配

になります。北朝鮮のミサイルが頭の上を飛んでも

ぼんやりとしている国民に成り下がってしまって

は如何と先日の入学式で感じたところです。 

 本日は「交換留学生受け入れ」、「ふれあい農園」、

「創立 20 周年に向けて」の大事な例会です。担当

実行委員長には宜しくお願い致します。 

 

 

 

幹事 武田 伸也 

4 月のプログラム案内をお知らせいたします。 

4 月 14 日/移動例会 第 3 回清掃活動（JR 千歳駅

前周辺清掃 12:00 エアポートアネックス集合） 

4 月 21 日/移動夜間例会 「旬をあじわう Part.3」

（村まつり清水店 18:30） 

同日朝/第 5 回親睦ゴルフこんぺ大会   

4 月 28 日/通常例会「ふれあい農園の現地案内」（例

会場集合し食事後、現地に移動） 

 

 

 

親睦活動委員会 副委員長 加藤 正志 

4 月 21 日 夜間移動例会（18:30 村まつり清水店） 

同日朝、親睦ゴルフ大会を開催します。（アロハカ

ントリークラブ 集合 9:30 プレー代 5,400 円  

参加費 3,000 円） 

 

 

ニコニコ箱 副委員長 長手 英記 

● 入口 博美会員 孫二人が小学校入学です。 

● 松坂 敏之会員 先日はアイドリング･ストップ

運動に参加のため、事務局にジャンバーを取りに

来ました。にもかかわらず、急用で欠席。申し訳

ございません。 

● 田口 廣会員 先日、深見さんのお墓参りをして

きました。大変すばらしいお墓でした。 

例会出席状況 （2009年4月7日）  

会員数  38名  

会員出席者数  28名  

欠席者数（内：無断欠席） 10（5）名  

出席率 （前回例会）  73.68（55.26）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0名  

出席者数総計  28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 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 ホテル日航千歳内 TEL･FAX.0123-26-5788 
オフィシャルホームページ http://www.ccrc.jp  E-mail. office@ccrc.jp 
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● 須藤 丈会員 アイドリング・ストップ運動には

23 名の出席をいただきました。また事務局にお

いてのグッズ作業には今井会員がお見えになり、

パワーのあるお手伝い本当にありがとうござい

ました。委員の皆さんには準備作業、そして早出

してくださった方にもありがとうございました。 

本日のプログラム 

● 多賀 勲会員 孫が小学 1 年生に。 

● 加藤 正志会員 日曜日に深見さんのお墓参りを

してきました。お墓は苫小牧にあります。場所は

第 2 高丘霊園 D3-136 です。 

● 武田 伸也会員 アイドリング･ストップ運動へ

の出席、皆さんありがとう！次回の清掃例会はど

うしても欠席になります。 
 

 

 
クラブ協議会「特別事業の実施要領」 

 

交換留学生受け入れについて 

会長エレクト 高塚信和 

 2510 地区青少年交換委員会よりお話があり引き

受けることにいたしました。 

1430 地区と 2510 地区が提携して行います。フィ

ンランドのヘルシンキ/ビックサマキのハイスクー

ルに通い、12 月の誕生日で 18 歳になる女性です。

テコンドをやっており、父親は教師、母親は会社の

秘書役、兄は工芸家で 4 人家族です。フィンランド

語はもちろん、ドイツ語・ロシア語・フランス語・

英語が堪能で、中でも英語が抜群。日本語のレクチ

ャーを少しやり、成績優秀。持ち前のファイトで頑

張ると言っておられます。2～3 ヶ月も経つとほぼ

日本語がお話できるようになるでしょう。受け入れ

の千歳高校には国際教養課程があり、20 人くらい

が学んでおられます。快く請けていただきました。 

ホームスティ宅は坂井会員宅と私のところ、北山さ

ん宅、千歳ＲＣの今野会員宅です。 

また先日ローターアクトクラブの役員会があり、

役員が決定しております。 

会長 吉岡君（科技大）、副会長 石黒君（ちゃんと） 、

幹事 丹野君、クラブ奉仕 羽芝聖子さん（羽芝会員

のお嬢さん） 

アクトの活動事業についてはセントラル RC の事業

に当てはめて活動することになっております。 

会員の会社には私が調整をやってまいります。 

4 月 9 日（木）6:30 からインターでアクトの例会

があります。皆さまも例会に出席し、アクトクラブ

を理解していただけますよう宜しくお願いいたし

ます。 

 

RC ふれあい農園について 

実行委員長 今井 章夫 

 事業と言うよりは皆さんと楽しみながら農作物

を作って皆さんで食べましょう！と思っておりま

す。収穫祭にはご家族、子供たちも参加して楽しい

ふれあい農園にしたいと考えております。清水さん

がいろんな意味で段取りをしてくださいます。気軽

な形で参加をしていただきたいと思います。 

4 月 28 日（火）の例会では食事後、現地に向い、

清水さんより作業のスケジュールを説明していた

だきます。 

5 月 12 日（火）は早朝移動例会として、8:00～

10:00 に、種まきを行います。ジャガイモ・とうき

び・枝豆・かぼちゃ・トマトなど等。 

みんなで土いじりをしながら種を植えましょう。 

6 月以降については追って連絡しますが、9 月には

収穫祭ということで計画しております。20 周年の

事業を冠としておりますので、できれば収穫したも

のをどこへ贈呈するのか、寄贈するのか。例えばい

ずみ学園であるとか老人ホーム。また、幼稚園のこ

どもたちと一緒に収穫したら良いのでは？など考
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えられるかも知れません。  
次回例会案内 

そんなことも考えながら会員相互の親睦を図り、楽

しいふれあい農園にしたいと考えております。場所

は清水さんの土地（清流 2 丁目）をお借りしており、

600 坪ありますが 300 坪を耕していただいており

ます。 

 

奉仕プロジェクト委員会 委員長 須藤 丈 

次回は移動例会です。駅前周辺の清掃作業です。

12:00からエアポートホテルアネックス2Ｆで昼食

後、作業を開始します。 
  

創立 20 周年準備事業の立ち上げについて 

実行委員長 入口 博美 

 20 周年の事業にむけては皆さんに多々負担をお

かけするケースが多いと思います。予定として

2010 年 9 月 12 日（日）に実施。長泉 RC との関

係から前後に友好関係の事業も別に用意されるか

も分かりません。今までの周年は基本的に「さすが

千歳セントラルだな！」と言った実施内容でござい

ました。やはり高い評価を受けたいものです。皆さ

まと一緒に取り組んでまいりたいと思います。  

（組織図により概略説明） 

高塚年度と坂井年度にまたがり、その他にローター

アクトクラブがかかわります。20 周年事業にアク

トクラブがどのくらい協力いただけるか、そのよう

な総合調整を 高塚委員長を中心に考えていただ

きたく思います。その年の 6 月までには大まかな事

業計画を立てようと思います。各委員長の活躍に期

待しながら、20 周年事業を皆様と一緒に立派に成

功させてみたいと思っております。 
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