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長沼 RC会長 花輪 博一様 

長沼 RC ＩＭ実行委員長 清水 慧子様 

 

 

会長 坂井  治 

皆さんこんにちは。暖かくなったり寒くなったりの日が続い

ていますが、皆さん体調を崩していないでしょうか？ 

さて 2週間続けてロータリーの情報についてインターネット

で検索する話やメーリングリストの話をしました。 

その中で一つ大事な情報源をお伝えするのを忘れていまし

た。 

それは、2680地区パストガバナーで尼崎 RCの田中毅会

員がかねてからご自身の卓話や色々な情報を、ホームペー

ジにアップされていましたものに付け加えてロータリーに関す

る内外の文献を収集してデジタル化し、それを保存すると

共に、インターネットを通じて公開するために設立された「源

流の会」です。 

その原動力となったのは阪神大震災による兵庫ロータリー

文庫の壊滅や、RI 本部資料室に保存されている文献の

劣化によって思い知らされたことなどだそうです。 

現在 7000 冊に及ぶ文献資料と過去 100 年分の The 

ROTARIAN 1200冊、また国際大会議事録 100年分

が完全に揃っています。 

著作権や個人情報の保護のため登録された会員にしか閲

覧ができないようになっています。 

2510地区内では 286名中 23名が登録していますが残

念なことに第7グループでは私と千歳クラブの福田会員しか

登録されていません。是非皆さんも登録してみては如何で

しょうか。 

明日は WCS 委員会の田口さんご一行がタイに向けて

検証ツアーに出発します。 

12 時に空港集合とのことなのでその時間に行ける方は是

非お見送りをお願いします。 

最後になりますが本日長沼 RCの花輪博一会長と清水 

慧子ＩＭ実行委員長ビジターでお見えになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水実行委員長は、長年地区青少年交換委員長をされ

ていましたので、地区内の色々な情報に精通されています。

今日は IMの PRだけに留まらず、そんなご経験談もお話も

して頂ければありがたく思います。では、よろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

長沼ロータリークラブ 会長 花輪 博一様 

 こんにちは。3月 6日に行われますＩＭについてお願いに

参りました。清水ＩＭ実行委員長と共に準備を進めてい

ます。より多くの方の登録とご参加をお願い致します。どうぞ、

よろしくお願いします。 

長沼ロータリークラブ ＩＭ実行委員長 清水 慧子様  

 みなさん、こんにちは。花輪会長からもご案内させて頂き

ましたが、どうぞ 3 月 6 日のＩＭにお越し頂きたいと思いま

す。千歳セントラルロータリークラブでも私たちの先輩として、

立派な奉仕活動を行われていますが、各クラブにおける、

地域のニーズにあった、様々な奉仕活動の発表をして頂き

たいと思っております。古川ガバナー補佐はじめ、丸山パス

トガバナーもお迎えして、これからのロータリークラブの奉仕

活動についてご意見を伺う予定です。多くの皆様とお会い

できますことを心待ちにしておりますので、よろしくお願い致し

ます。 

 

 

幹事報告 佐々木 俊哉 

 熊澤隆樹ガバナーエレクトより、「1 月 15 日アメリカ・サ

例会出席状況 （2011年 2月 8日） 

会員数 34名 

会員出席者数 22名 

欠席者数（内：無断欠席）  12（5）名 

出席率（前回例会）  64.70（63.63）％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

出席者数総計  24名 

発行 千歳セントラルロータリークラブ 
会長 坂井 治 / 副会長 彦坂忠人 / 幹事 佐々木俊哉 / 会報編集責任者 武田伸也 
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入会式 

ニコニコ BOX 

本日のプログラム 

ンディエゴに到着し、厳しい研修を受けています」との便

りが届いています。 

 2011-2012年度版ロータリー手帳のご案内 

1部 630円 購入希望の方は、事務局まで。2月 25

日締め切り。 

 千歳市自衛隊体制維持期成会より防衛問題セミナー

のご案内です。 

① 日時：平成23年2月24日(木)18:00-20:00 

② 会場：札幌市教育文化会館 

③ 2月 18日締め切り 申し込みは事務局まで。 

 千歳市企画部市民協働推進課より市民協働フォーラ

ムのご案内が届いています。詳細は事務局まで。 

 第 3 期市民協働推進会議 委員募集のご案内のご

案内。事務局まで。 

 ガバナー月信 2 月号に「奄美地方豪雨災害義捐金」

の報告が掲載されています。 

63 クラブ総額 1,785.319円が振り込まれました。 

 理事会のお知らせ  2月 15日（火）17：30 

 

 
 

古木 克紀 新会員 

こんにちは。 

20数年前に JC を卒業して以来、このような場に立つのは

久しぶりで、非常に緊張しております。この度、当社の瀧澤

社長の命を受けまして、また高塚直前会長のご推薦を頂

きました。入会にあたり、会員の皆さんに審査して頂いて異

議申し立てがなかったということで、よろしいのでしょうか･･･

本日無事に入会することができました。本当にありがとうござ

いました。 

簡単に自己紹介させて頂きます。昭和 22年 11月 2 日

生まれ、さそり座、血液型はＢ型、小樽生まれ千歳育ちで

す。 

家族は妻が一人、娘が二人、孫が一人おります。妻一筋

で結婚 37年になります。真面目な人間でございます。 

今後、クラブの各委員会で行っている事業に少しでも貢献

できればと思っています。よろしくお願い致します 

 

 

ニコニコ箱委員会 委員長 羽芝 涼一 

長沼ロータリークラブ 会長 花輪博一様 

羽芝涼一会員：古木会員、入会おめでとう！ 

清水清光会員：孫と遊んでいます。先週お休みしました。 

田口廣会員：明日から、WCS 検証ツアーでタイへ行って

参ります。 

高塚信和会員：古木さんの入会を祝って！ 

斉藤博司会員：2月 5日第 7回財団学友報告会に参

加しました。 

佐藤文雄会員：いつもお世話になっています。 

坂井治会員：30 年以上の付き合いがある古木会員の

入会が嬉しいです。 

 

 

 

「会員増強」 

担当 会員増強・維持委員会 委員長 高塚 信和 

 会員増強についてということで、今日は 2 回目になります。

3回目は 3月 22日に行われます。この時には、本日の内

容をふまえて、各テーブルでリーダーを決めて協議をして頂き

たいとおもいます。 

本日は、世界、日本のロータリーの動向、北海道第 2500

地区・第 2510地区の現況、第 7グループの存在、そして

それを行動にどう移すかという５つの項目についてお話しし

たいと思います。 

世界のロータリーの状況は、昨年 11 月末時点で 200

以上の国から 33,995 クラブ存在しています。ロータリアン

は 1､213､608 人です。ロータリーでは会員の減少がみら

れます。今一番大事なことは、職業倫理です。本当に職

業倫理にあったことを行っているか、会員を維持すること、

若い人材の養成が重要になります。現在ＣＬＰについて

すすめておりますが、国際ロータリーでは、1970 年にＤＬ

Ｐを行っており、地区からすすめていくべきといわれています

が実際は難しいものがあります。日本はＣＬＰが弱いとさ

れ、東京以南は約80％が達成されていますが、東京以北

は達成度が低いという現状です。 

日本のロータリーの状況をみますと、34 地区があります。

クラブ数は 2301です。会員数は 91､035人です。1990

年には12万 3千人ほどおりました。世界的には一クラブ平

均会員数は 36名、日本では 40名になります。ですから、

日本の会員数は世界では 7.5％を占めていることになりま

す。このことを頭に入れて行動して頂きたいと思います。

1905 年にポール・ハリスがロータリークラブを創設してから、

日本では、遅れること 1921 年 4月、855番目のクラブと

して東京ロータリークラブが設立されました。1940年、国際

ロータリークラブを脱退し、戦争に入ります。終戦後、1949

年3月復帰しました。世界的には7.5％ですが、寄付が一

番多いのは日本です。ライオンズクラブは1917年に発足し

ています。シカゴにはポール・ハリスと共に、ライオンズクラブの

創始者、青年会議所の創始者が一つの墓地に眠っており

ます。荒んだ時代に生まれたのが、ロータリークラブです。そ

れが、今日まで続いているということです。 

北海道では、第 2500 地区と第 2510 地区がありま

す。 

1990 年設立当初、2500 地区は 3,200 人、2510 地

区は4,000名を超えておりました。しかし、昨年11月末で
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は 2500地区は 2,298名、2510地区は 2,701名です。

1月には、さらに減少しています。 

第 7 グループもその傾向は見られます。当クラブは 37名で

結成してから、一時 55名を超えることもありました。千歳ロ

ータリークラブは 1990 年には 130名近くおりました。現在

では、55 名までになっており、高齢化が進んでいます。Ｃ

ＬＰ元年といわれていますが、活性化が難しいようです。

恵庭ロータリークラブは、1990 年当時、85 名ほどがおりま

した。交換留学生の活動を長年続けており、そういった取り

組みが会員数の維持にもつながっているのではないかと思

います。本日お越し頂いた、長沼ロータリークラブさんも、清

水慧子さんが初代会長で、設立時は 16 名だった会員が

現在 20名です。非常に苦労されています。由仁ロータリー

クラブも 9 名です。いずれ、近郊のクラブと合併して千歳で

行うことも考えてはどうかと思います。活動を行うには数の論

理が必要です。第 7 グループも以前は苫小牧の 3 クラブと 

白老を加えておりました。白老ロータリークラブは 30名程お

り、フィンランドから交換留学生を受け入れて活動していま

す。会員が若返り、活動が活発になっています。苫小牧ロ

ータリークラブは、以前は 100 名以上いましたが、現在は

50 数名で半減しています。苫小牧北ロータリークラブは昔

から活発なクラブでしたが、現在 25 名で苦しい状況にある

のではと思います。そのような環境におかれている現状を理

解して頂きたいと思います。 

千歳セントラルロータリークラブは、他の模範となるべき活

動を、ビジョンをもって進めています。これは、クラブの活性化

と共に地域・世界にクラブの存在を知らしめて、会員の拡

大を図ることにつながります。私は、常に会員の増強を図る

ために会員推薦書を持ち歩いています。このような気持ちを

持って、やる気になれば、皆ができます。そして行動を起こ

すべきです。飲酒の可否にかかわらず、参加をして多くの人

と話をすることです。 

3 月 22 日は各テーブルで討議をして頂きます。各会員

が本日の話を聞いてどのような行動をしたかについてです。

会員増強は一人が行うものではありません。皆が等しく行う

べきです。 

新しく会員になられたお二人にも積極的に活動して頂き

たいと思います。 

一にも二にもやる気です。やる気がなければ、何もできま

せん。そしてその気持ちが起こったときに行動をするということ

です。皆さんにも、ぜひやって頂きたいと思います。本日は、

ありがとうございました。 

 

 

千歳セントラルロータリークラブは 2006 年以降、タイ国を

中心に「洪水防止ダム建設」「両親のいない子供達の住

環境整備」「移動歯科事業」等の WCS(世界社会奉仕)

プロジェクトに参加しています。<BR>2 月 9 日、田口廣

国際奉仕委員長(RID2510 WCS 委員会 副委員長)

が、現地へ事業検証ツアーに新千歳空港を出発しました。 

 

 

 

2月 22日 
通常例会「WCS報告」  

[担当/地区WCS委員会(田口副委員長)] 

3月 1日 
★夜間通常例会「クラブ協議会」 [担当/佐々

木幹事] 

3月 6日 
第 7グループ 「I･M」（長沼 RC）[担当/佐々

木幹事] 

3月 8日 

通常例会「ローテックス卓話」  

[担当/ロータリー財団委員会(須藤委員長)、

米山奨学金委員会(加藤晶啓委員長)] 

3月 15日 
★夜間親睦例会｢未定｣ [担当/親睦活動委

員会(加藤正志委員長･手島副委員長)] 

3月 22日 
通常例会「会員増強について」  

[担当/会員増強･維持委員会(高塚委員長)] 

3月 29日 
通常例会「エコプロジェクト」 [担当/エコプロジェ

クト実行委員会(須藤委員長)] 

4月 5日 
★夜間通常例会「クラブ協議会」 [担当/佐々

木幹事] 

4月 12日 
通常例会「ロータリー誌について」  

[担当/プログラム・雑誌委員会(彦坂委員長) 

4月 19日 
★夜間親睦例会｢未定｣ [担当/親睦活動委

員会(加藤正志委員長･手島副委員長)] 

4月 26日 
通常例会「次年度方針」 [担当/羽生会長エレ

クト］ 

5月 3日 ●休会（みどりの日） 

5月 10日 
移動例会「ふれあい農園」 [担当/ふれあい農

園実行委員会] 

5月 17日 
★夜間親睦例会｢未定｣ [担当/親睦活動委

員会(加藤正志委員長･手島副委員長)] 

5月 24日 

移動例会「アイドリング・ストップ啓発活動」  

[担当/エコプロジェクト実行委員会(須藤委員

長)] 

5月 31日 ●休会（月末） 

NEWS & TOPICS 

SCHEDULE 


