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会長あいさつ 

夜間例会「雪見酒」 2月 15日 

ビジター挨拶 

各委員会報告・連絡 

本日のプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 坂井  治 

みなさんこんばんは。 

今日は雪見酒ということで年に一度この日航ホテルのこ

のお座敷での例会です。 

雪もちょうどいい感じに積っていますのでなかなか風情がある

と思います。 

先週の例会の翌日、田口さんが地区WCS委員会のタ

イへの現地検証に行いかれました。 

今日は元気に戻ってお出でですので、後でお話をお聞きし

ようと思います。 

出発の日には空港に私と佐々木幹事、彦坂副会長、羽

芝さん、今井さんそして斉藤地区委員長でお見送りに行っ

て参りました。 

クラブのホームページに写真が出ていますのでご覧ください。

写真撮影の時には、羽芝さんは所用のためお帰りになって

いましたので映りませんでした。ご容赦ください。 

では、ごちそうを前に長話はやめることにしましょう。 

どうぞみなさんゆっくり親睦を深めてください。 

 

 

幹事報告 佐々木 俊哉 

3月 6日（日）のＩＭについて最終のご案内です。 

当日は、バスは用意せず自家用車に乗り合わせて行きた

いと思います。宜しくお願いします。 

 

 

国際奉仕委員会 委員長 田口 廣 

WCS検証ツアーの報告です。 

今回はこれまで5回の検証ツアーの中で、一番強行軍でし

た。約300㎞のバス移動でした。25名が無事に帰ってきま

した。4 つの事業・7施設の検証とノンカイロータリークラブの

ご厚意で各所の検証をして参りました。次週例会にて、詳

しくご報告したいと思います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦夜間例会「雪見酒」 

担当/親睦活動委員会 

 

 

 

 

例会出席状況 （2011年 2月 15日） 

会員数 34名 

会員出席者数 24名 

欠席者数（内：無断欠席）  10（3）名 

出席率（前回例会）  70.58（64.70）％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

出席者数総計  24名 

SAA 入口委員長 

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 
〒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 

タイへの「WCS検証ツアー」から帰国した田口国際奉仕委員長 
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通常例会「WCS検証ツアー報告」 2月 22日 

会長あいさつ 

WELCOME 

ビジターあいさつ 
幹事報告 

 

 

第 2510地区 蘭越ロータリークラブ  志比川 武 様 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

今日は、世界理解月間の最終例会を飾るにふさわしく、

田口会員によります「WCS検証ツアー」の報告です。 

前にも申し上げましたが、この事業は決して地区の委員会

がやっているわけではなく、私たちのクラブがお金を出して

WCS委員会に事務手続きなどを代行してもらって行ってい

る事業です。 

毎回、各クラブからも会長をはじめ数人ずつのメンバーが同

行して、現地の様子を自分たちの目で見てきています。 

次年度以降、この事業がどのようになるか未確定な部分も

ありますが、もし同じように続けていけるのでしたら羽生会長

エレクト、彦坂会長ノミニーは是非現地に行って見てきてい

ただきたいと思います。 

後で写真を使って見せてもらえると思いますが、現地の人た

ちの嬉しそうな感謝の表情を見ているだけでも、この事業を

やってよかったと感じると思います。 

また、今日は偶然蘭越 RC から志比川さんがビジターでお

見えになっています。 

WCS では田口さんより先輩になり、クラブ会長を３度もさ

れているそうです。 

後程、ご挨拶もいただきたいと思います。 

では今日の例会よろしくお願いいたします。 

 

 

 

第2510地区 蘭越ロータリークラブ  志比川 武 様 

みなさん、こんにちは。 

私共のクラブは、現在 9名もおります。(笑) 

一人三役ぐらいでやらないといけない状況です。会長はまだ

3回、幹事は来期で6回目、その他は国際奉仕委員長を

担当させてもらっています。 

今のところ、会社がつぶれない限り、ロータリーにはまっている

ということです。 

いつごろから国際奉仕に携わっていたかと考えますと、

1992 年タイに水槽付消防自動車を寄贈したことが始まり

でした。今回の検証ツアーでタイは 8回目になります。 

田口会員とは 3 回ご一緒しました。タイを訪れて、実際目

にすると、とりあえず学校に行こうかという今の日本とは違う

子供たちの目の輝き、学校に行きたくてもいけない、学校に 

 

行くことがものすごく楽しみである、ということを実感します。

坂井会長も話されていましたが、私のクラブでも最低一口

50,000円からＷＣＳに寄贈をしますと、3つぐらいのクラブ

が集まって事業を行えます。 

水道の浄化装置が約 35万円かかるので、いくつかのクラブ

で一つの事業を行っています。今回も約 12の学校がありま

したが、5校ほどを視察しました。 

ロータリーとは、いろいろな方にお会いするチャンスがあります

ので、みなさん長く入会していただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 田口会員より、タイのお土産「ドライマンゴー」を各テーブ

ルにおいてあります。 

田口さん、ありがとうございました。 

 千歳国際交流協会より「国際交流の夕べ」のご案内 

・ 日時 3月 4日（金）18:30～20:00 

・ 場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 2階 

・ 参加費 3,000円  

・ 申し込みは2月28日（月）まで。希望される方は

事務局まで。 

 千歳市民活動交流センター”ミナクール”より「ミナクール

祭」のご案内 

・ 日時 3月 5日（土）10:00～15:00 

・ 場所 千歳市民ギャラリー4階 ミナクール 

・ 参加費 無料 

例会出席状況 （2011年 2月 22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（70.58）％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

出席者数総計  23名 
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ニコニコ BOX 

各委員会報告・連絡 

本日のプログラム 

ポール・ハリス・フェロー認証 

 長泉ロータリークラブより週報が届いています。回覧しま

すので、ご覧ください。 

 

 

 

財団学友委員会 委員長 斉藤 博司 

2月18日（金）地区財団学友委員会に出席してきまし

た。財団についていろいろな話がありました。3月 12,13日

に行われる会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）の地

区ロータリー財団セミナーでは、更に詳しく話がされると思い

ます。 

2013 年度からは地区で使える資金が増え、組織図が少

し変わる予定です。 

 

親睦活動委員会 委員長 加藤 正志 

3月 15日（火）は、夜間移動例会 エアポートホテルア

ネックス 開会点鐘 18:30 です。 

4月 19日、5月 17日、6月 28 と親睦夜間例会になっ

ています。4 月に入りましたら、親睦ゴルフコンペも予定して

おります。 

今後詳細はご案内して参ります。宜しくお願いします。 

 

 

 
 

ロータリー財団寄付累計額が 1,000＄に到達しました鈴

木昭廣会員(右)に認証状とピンバッジが贈られました。 

 

 

ニコニコ箱委員会 委員長 羽芝 涼一 

松坂敏之会員：おかげさまで、第 5回光と氷のオブジェ無

事終了致しました。みなさまのご協力に感謝いたします。 

羽芝涼一会員：タイに行ってまいりました。父の 3 回忌が

無事終わりました。 

入口博美会員：田口会員出発のお見送りに行けなかっ

たので、お詫びです。 

高塚信和会員：田口さん、お帰りなさい。ご苦労さまでし

た。 

鈴木昭廣会員：ポール・ハリス・フェローを記念しましてニコ

ニコです。 

須藤丈会員：SIA のバッジテストに息子が合格しました。 

 

 

 
 

「WCS検証ツアーの報告」 

担当 国際奉仕委員会 委員長  田口 廣 

 私はタイには全く縁のない人間でしたが、2004年にＷＣ

Ｓ委員会に所属した当時、事業は委員長と副委員長で

1 つか 2 つ行っていたのではないかと思います。志比川さん

に伺いますと、実はそうではなかったようです。これをスタート

として私も 7 年目になりました。ツアーは 2007 年に初めて

参加し、今回で5回目になります。こんなつらいツアーはもう

いい、と思いながらこの時期になりますとまた行きたいという

気持ちになります。現地の子供たちの顔を見て、やっていて

良かったという気持ち、ただそれだけの思いで継続していま

す。みなさまの寄付金でいろいろな事業が行われている、と

いうことをこれからご報告したいと思います。 

ＷＣＳは人道支援事業のお手伝いをすることが仕事です。

相手側が自治国であることが前提となっています。諸問題

含め改善、解決をしていくことが目標となっています。 

 

── 以降、写真を紹介しながら 

初日、タイのバンコク空港から飛び立ちまして、これはウボン

ラチャタニ空港での子供たちの出迎えの様子です。 

これは、最初に訪問した小学校で図書事業を遂行してお

ります。 

この事業では、各クラブから集められた約 180 万円を 5 つ

の学校に寄付をして図書が集められています。日本のマン

ガが大変人気があります。 

次は、我々も参加している移動歯科事業です。病院の中

に、ロータリアンが寄贈した備品がそろっています。車いすも

ちょうど日本から届いていました。移動歯科としてこの車が

村を無料で検診にまわり、ここで歯を治せないと判断された

子供が病院へ来るということです。治療費も非常に安いそう

です。基本的に歯の悪い子供はあまりいません。というのも、

甘いものをあまり食べていないからです。あからさまに虫歯が

ある子供はほとんどいませんでした。 

次は、水事業です。もともとこの地区では、水質がよくありま

せん。工業用水による汚れ等ではなく、地下水そのもの人

間が飲めるようなものではないということです。学校に浄水

装置がない時は、雨季に貯めておいた水を飲んでいました。

何カ月もたった水で、明らかにボウフラが湧いているような状
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態で、親が煮沸して学校に水を持たせ、それさえも燃料費

がなくて出来ないような状態の村でした。そこで、この浄水

装置のお陰できれいな水が飲めるようになり、村中の人々

も水を汲みに来るようになりました。ロータリーの浄水装置が

命の水をつくりだしていることになっています。こちらでは、同

時に図書事業も支援しています。 

タイといえば、ムエタイです。タイの子供たちは生まれた時点

で、家業（農業等）を継ぐか、美形な子供ならオカマにす

るか、ムエタイをやらせるかだいたい 3つに分かれるそうです。

この子たちは将来ムエタイをやるのでしょうか。ダンスを披露

して迎えてくれました。 

移動したバスは、値切ったせいか冷房が利きすぎて、1 時

間おきにドライブインで温かいコーヒーを飲んで移動しまし

た。 

次は、奨学金事業です。優秀な子供を5名選出して奨学

金を渡すというものです。選抜試験を行い、1 位の子供は

2,000 バーツ、日本円にして約 6,000 円で 1 年間の学

費が充分賄えるそうです。2,000 バーツを現金で持ち帰る

わけですが、村の人々も大変喜んでいるということでした。 

これは、お土産にサッカーボール等を渡しているところです。 

これは、最後の学校ですがノンカイの山岳地帯で非常に険

しいところです。子供たちの足を撮影したのですが、靴をは

いている子、いない子、靴下だけの子など様々でした。山の

中のせいか、人が来ると大変喜んでおりました。現在は乾

季で全く雨が降っていません。草木も地面も大変乾いてい

ました。 

これは、メコン川の淵を車で移動したものですが、対岸はラ

オスになります。乾季なので雨量が少ないとはいえ、雨季に

なると川の水があふれるほどいっぱいになるということでした。 

みなさまの心温まる寄付金が大きな事業に発展しておりま

す。是非、一度みなさんで行かれれば皆さんの気持ちが大

きな力になっていることを実感いただけると思います。どうか

今後ともＷＣＳの事業にご理解をいただき支援していただ

きたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「会員卓話 千歳に名所を！」  

[担当/米山奨学金委員会(加藤晶啓委員

長)] 

3月 15日 

★親睦夜間移動例会｢エアポートホテルアネック
ス｣ [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「卓話 環境問題について/大古瀬千

代様」 [担当/エコプロジェクト実行委員会(須

藤委員長)] 

4月 5日 
★通常夜間例会「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 
★親睦夜間例会｢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 
★親睦夜間例会｢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） 

6月 7日 
★通常夜間例会「クラブ協議会」 [担当/佐々

木幹事] 

6月 14日 

通常例会「2010-2011 活動報告①」 [担当

/羽生会長エレクト、須藤副幹事、高塚直前会

長、菊池会計] 

6月 21日 

通常例会「クラブ協議会」 [担当/坂井会長、

彦坂副会長、入口20周年実行委員長、佐々

木幹事] 

6月 28日 

★親睦夜間例会｢最終例会｣ [担当/佐々木

幹事、親睦活動委員会(加藤正志委員長･手

島副委員長)] 

SCHEDULE 


