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 会⻑あいさつ  会⻑ 羽生 有三 
みなさん、こんにちは。 
年内の例会は残すところ、来週のクリスマス家族会だけとな
りました。私の会⻑年度ももうすぐ半年が経ちますが、あっと

いう間に過ぎ去ったよう
な気がします。会員の皆
さんの協⼒と理事の皆さ
んの温かい支援に大変
感謝しております。 
後ほど、加藤社会奉仕
委員⻑より委員会報告
の中で詳しいお話がある

と思いますが、来年 3 月 11 日に千歳ロータリークラブと共
催で「東日本大震災のチャリティーパーティ」を開催すること
になりました。 
先月 29 日に準備委員会、そして理事会の承認を得てか
ら今月の 8 日に実⾏委員会を千歳ロータリークラブと⾏い
ました。賛否両論があると思いますが、東日本大震災が起
きた 3 月 11 日に、市⺠の皆さんと亡くなられた被災者の
冥福と復興を祈念したいと思っております。千歳ロータリーク
ラブとの初めての共催事業ですので、会員の皆さんの協⼒
をよろしくお願いします。 
 
 幹事報告  幹事 須藤  丈 

 メール等でご連絡して会員選挙を⾏いました。本日まで
に異議申し⽴てがありませんでしたので、3 名の方が入
会されます。1月10日新年交礼会での入会式を予定
しています。温かくお迎えて頂きたいと思います。 
▷ 野口 三恵子 さん ㈱駿河 取締役部⻑ 
▷ 一ノ瀬 悠之 さん ㈱トーア 損保部課⻑ 
▷ 笹谷 俊尚 さん ホテルグランテラス千歳 営業部部⻑ 
 ㈶⽐国育英会バギオ基⾦より「バギオ基⾦」のお願い 
クラブ、個人に対して寄付のお願いが来ています。クラブ
として参加はしませんが、個人で参加される方は詳細を
事務局にてご確認ください。 
 財団学友会より「学友会ニューズレター」が届いています。
回覧しますのでご覧ください。 

 
 佐々木俊哉前幹事と私で新千歳空港に設置した募
⾦箱の募⾦を回収して参りました。 
使途について、本日の理事会で検討しました。 
日本をはじめ、アジア、南米など各国の通貨が寄付され
ています。そこで寄付の仕方を二通り考えました。 
日本円については米⼭奨学⾦へ、外貨についてはユニ
セフへ寄付するというものです。ユニセフでは外貨を、為
替レートの変動・換⾦の困難さなどから日航の協⼒を
得て、そのまま各国へ振り分けて寄付しているそうです。
我々のような団体が寄付した場合は⾦額の記載はあり
ませんが、受取証明書を発⾏して頂けるそうです。その
ような方法での寄付を考えております。 

 
 各委員会報告・連絡   
ロータリー情報・新入会員研修委員会 委員⻑ 白木 松敏 
皆様のお手元に「ロータリーの友」12月号に掲載の大坂天
王寺ロータリークラブの会員による「合併に至る経緯と現状」
という意⾒記事をコピーしてお配りしました。将来に向けて
の内容かと思いましたのでご紹介します。 
日本国内でも市町村合併がほとんど落ち着きましたが、合
併ということが特に不景気な時代には基本となって急激に
進むのではと考えています。 
今、ご紹介した旧大阪天王寺ロータリークラブは我々と変
わらない創⽴年数です。会員の維持にどれだけ努⼒された
かはこの記事だけでは分からず残念ですが、これからのロー
タリークラブは、今後このような形が進んでいくのではないか
と思います。ロータリークラブに限らず企業・町内会などもそ

例会出席状況 （2011 年 12 月 13 日） 
会員数 32 名 
休会 2 名 
会員出席者数 22 名 
欠席者数（内：無断欠席）  8（0）名 
出席率（前回例会）  73.33（80.0）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  22 名 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ   会⻑ 羽生有三 / 副会⻑ 柏田欣也 / 幹事・会報委員会委員⻑ 須藤 丈（会報編集責任者）
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4 ホテルグランテラス千歳内   TEL･FAX.0123-26-5788  membership-office@ccrc.jp
http://www.ccrc.jp  http://www.facebook.com/chitosecentral 
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うです。以上、私の所感を述べさせて頂きました。 
 
第 2510 地区財団学友委員会 委員⻑ 齋藤 博司 
第 2510 地区財団学友会 設⽴ 10 周年記念式典・祝
賀会のご案内 
○ 日時：2012 年 2 月 11 日（土） 

記念式典 15:00〜17:30 
祝賀会  18:00〜20:00 

○ 会場：センチュリーロイヤルホテル 
札幌市中央区北 5 条⻄ 5 丁目  

○ 会費：10,000 円 
○ 申込締切：1 月 13 日（⾦） 
 
 
 12 月の誕生日  
土居 栄治 会員（昭和 20.12.22 生） 
おめでとうございます(^^) 

 
 
 ニコニコ BOX  ニコニコ箱委員会 委員⻑ 福田 哲明 
土居栄治会員： 誕生祝を頂きました。有難うございま
す。 
今井章夫会員：15 日にターミナルビルの 2Ｆに実演空弁 
北の味覚「すず花」をオープンします。それに伴い今日、⻘
葉に調理センターが完成しました。 
白木松敏会員： 先ほど携帯電話が鳴ってしまってすみま
せん。弊社が主催の東日本大震災チャリティーイベントが
無事終了し、収益⾦を寄付しました。会員の皆様にもご
協⼒頂き有難うございました。 
佐々木俊英会員：12 月 8 日、千歳⻘年会議所の卒業
式がありました。OB の皆さんには 14 名出席して頂きました。
卒業するメンバーには再度、声をかけています。 
羽生有三会員：千歳ロータリークラブと合同事業を⾏うこ
とになりました。今村会⻑に聞いたところ、千歳ロータリーク
ラブでは全く反対者がなく理事会でも異論がなかったという

ことです。是非成功することを願って、皆さんの協⼒をお願
いしたいと思います。 
 

 
 
 本日のプログラム  
通常例会「上半期を振り返り」 
担当 幹事 須藤 丈 
改めまして、こんにちは。 
上半期を振り返りということで、12 月までの活動を振り返っ
てみたいと思います。後半、加藤社会奉仕委員⻑にお話
を頂くのでまとめてお話ししたいと思います。 
まず、出席率についてですが、今年度から第一週例会を夜
間例会としました。出席率をみると昼と夜の差があることが
わかります。その結果、夜間の例会が昼例会と⽐べ、出席
率が約 10％高くなっています。例会内容が関係あるのかと
思いましたが、あまり影響はないのではないかと思いました。
個人のその時の条件で、大分違うのではないかと思いま
す。      

一番出席率が良かったのは、「ガバナー公式訪問」の
86.66％でした。前年度は夜間例会が一番でしたので、
今後の「クリスマス家族会」などに期待したいところです。 
それ以外では、夜間例会で 83.33％の移動親睦例会
「創⽴例会 in 支笏湖 〜佐々木⾦治郎⽒を囲んで」で
した。久しぶりの宿泊例会ということ、丸駒温泉の佐々木
社⻑の卓話など内容の充実さに加え、親睦活動委員会の
方々に頑張って頂いた結果かと思います。 
逆に意外だったのは、「⼭口幸太郎市⻑を囲んで」では市
⻑に卓話を頂き、皆さんと語らうという親睦夜間例会でした
が 68.75％です。70％を切ったのは、少し寂しかったと思
います。 
今年度第 1 回目の親睦夜間例会となった「ザ・テラス 〜

本日のニコニコ BOX 合計額 19,000 円 
今年度 累計額 249,000 円 
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梅尾要一道議を囲んで〜」。81.25％と参加者が多く楽
しめた例会でした。 
また、75.0％と高出席の卓話がありました。「千歳交通㈱
の井形敦志⽒」に来て頂いた時です。 
メンバーの担当例会の中で、一番高かったのは高塚委員
⻑担当の「友好クラブ 15 周年記念交流会について」、
76.66％でした。それだけ皆さんの関心が高かったということ
だと思います。 
「支笏湖復興の森・親睦バーベキュー」は入口会員をはじ
め、準備が大変だったと思いますが、62.50％でした。これ
は次年度 80％以上に引き上げられるものだと思います。 
回数の多かった「ふれあい農園」での例会ですが、草取りな
どは清水副委員⻑に任せっきりでした。当日、例会時間以
外の朝早くなど、高塚委員⻑、柏田会員、土居会員、加
藤会員にはお手伝いをして頂きました。生育準備のための
補助的な仕事についてはメンバーの参加が少なかったので
はないかと思います。次年度どのように進めるかは彦坂会
⻑エレクトをはじめ、次年度理事に良い方法を考えて頂け
ると思います。その時には、私も今年度以上に参加しようと
思います。 
鈴木会員の事業所訪問例会「コトロパーク」では、私の責
任ではありますが、連絡の不備のため、コトロパークではなく
定例会場にいらっしゃった方がいました。次年度は移動例
会前の連絡周知を、現在以上に工夫をしなければならな
いと思いました。 

今、出席率を少しでも上げるために、出席委員会をはじ
め私が会員とペアを組むような形で、「明日の例会に来られ
ますか？」という電話を差し上げて最終確認をしています。
気が付いた方は、メンバーの方に声をかけて頂くともっと連
絡を密に出来るのではないかと思います。昼はなかなか来
られない方も夜はなるべく来たいと思っているようですので、
そのような時には声をかけて頂ければと思います。是非宜し
くお願い致します。 

例会内容は、皆さん一生懸命考えて作っていますので、
ロータリーを第 1 に考えて出席して頂きたいと思います。 

新千歳空港国際線ターミナルビル募⾦箱設置を⾏って、
1 カ月半程経ちますが、予想以上に募⾦を入れて下さる
方が多いです。募⾦箱に鍵がかかっていなく、ネジを止めた
だけの状態です。理事会でも不備な点を改善してもらうよ
う担当会社にお願いしました。皆さんも空港に⽴ち寄られ
た際には、募⾦箱をご覧頂いて、役員に連絡をしてください。
決まったメンバーだけでは把握出来ないことがありますので、
たくさん入っているようでしたら、出来るだけ早めに回収して
お⾦を守っていきたいと思います。 
募⾦は南米からアジア、中国、⾒たことのないような札、貨
幣がありました。換⾦が非常に難しいため、ユニセフでは日
航無料で現地に運んで寄付を⾏っているのが現状だそうで

す。日本円に関しては、我々で管理をして寄付をする。外
貨については、ユニセフに⾏ってもらうという考えです。 

上半期は、井形⽒の卓話、コトロパーク、ふれあい農園
収穫祭、募⾦箱設置、クリーン開発㈱の加藤賢二⽒の卓
話を 5 回に亘り千歳⺠報、生活情報紙“ちゃんと“に掲載
して頂きました。PR・広報活動については、この2社に大変
お世話になりました。 

移動例会では、メンバーのホテルなどを利⽤させて頂きま
した。会費を昼食込で 1 人 1,000 円でやって頂いていま
す。メンバーの方に協⼒して支えて頂いていますので、皆さ
ん移動例会に積極的に参加してもらいたいと思います。 

下半期は残り 6 か月ありますが、やるべきことが多くありま
す。次年度に引き継ぐ準備も着々と進めていますが、引き
続き、皆さんのご協⼒を宜しくお願いします。 
 
社会奉仕・地域活動委員会 委員⻑ 加藤 晶啓 

既に羽生会⻑、須藤幹事から話がありました千歳ロータリ
ークラブとの共催事業について報告します。 
12月8日に第1回目の実⾏委員会で会議をしましたが、
あまりまとまらず、17 日に通算 3 度目の会議をすることにな
りました。 
千歳市の吉⾒さんという方が、被災地から千歳に避難して
いる家族の担当者ということで、この方から 16 日によく話し
合いをし、現状を聞いた結果から 17 日に更に話し合いを
することになりました。 
この事業の名称は「3.11 東日本大震災・絆で結ぶあった
か千歳」です。これは一発で決まりました。 
千歳ロータリークラブと千歳セントラルロータリークラブが共催
してやっていくということで、これは初めてのことです。 
この事業は被災地全体への支援ではなく、千歳に避難し
ている被災者家族 23 世帯 59 名の方たちに、あったか千
歳として何かをして差し上げたいというところから始まりました。
17 日以降、改めてその都度報告をし、実⾏していきたいと
思います。 
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 NEWS & TOPICS  
新千歳空港の国際・国内線就航路線 

 SCHEDULE  ※プログラム変更されています。 

大韓航空 仁川国際空港（ソウル） 
大韓航空 ⾦海国際空港（釜⼭） 
ジンエアー 仁川国際空港（ソウル） 

イースター航空 仁川国際空港（ソウル） 
エバー航空 台湾桃園国際空港（台北） 

チャイナエアライン 台湾桃園国際空港（台北） 
中国国際航空 北京⾸都国際空港（北京） 
中国東方航空 上海浦東国際空港（上海） 
中国南方航空 大連周水子国際空港（大連）

キャセイパシフィック航空 香港国際空港（香港） 
香港エクスプレス航空 香港国際空港（香港） 
コンチネンタル航空 グアム国際空港（グアム） 

サハリン航空 ホムトヴォ空港（ユジノサハリンスク）

JAL 

東京国際空港、成田国際空港、中
部国際空港、大阪国際空港、関⻄
国際空港、仙台空港、⻘森空港、秋
田空港 、 いわて花巻空港 、 広島空
港、福岡空港、、⼥満別空港 

ANA 

東京国際空港、成田国際空港、仙
台空港、新潟空港、富士⼭静岡空
港、中部国際空港、大阪国際空港、
関⻄国際空港、神⼾空港、岡⼭空
港（5 月-10 月のみの季節運航）、松⼭空港
（3 月下旬-10 月のみの季節運航）、福岡空
港、利尻空港（夏季のみの季節運航）、稚
内空港、オホーツク紋別空港（2012 年
1 月 31 日までの期間限定運航）、根室中標
津空港、たんちょう釧路空港、⼥満別
空港、函館空港 

AIR DO 東京国際空港、仙台空港、福島空
港、新潟空港、富⼭空港、小松空港

アイベックスエアラインズ 仙台空港 

スカイマーク 

東京国際空港、成田国際空港、中
部国際空港、関⻄国際空港（2012 年
3 月 25 日就航予定）、仙台空港（2012 年
4 月就航予定）、茨城空港、神⼾空港 

フジドリームエアラインズ 信州まつもと空港、富士⼭静岡空港

Peach 関⻄国際空港（2012 年 3 月 1 日就航予
定） 

エアアジア・ジャパン 成田国際空港（2012 年 8 月 1 日就航予
定） 

12
月

☆12 月は、家族月間です。 
20 日 ★親睦夜間例会｢クリスマス家族会｣

[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)、幹事] 
27 日 休会(年末)

1
月

☆1 月は、ロータリー理解推進月間です。
3 日 年始休会

10 日 ★親睦夜間例会「新年交礼会」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)、幹事] 

17 日 通常例会「クラブ協議会/上半期の会計報告」
[担当/土居会計、須藤幹事] 

24 日
★通常夜間例会「3.11 東日本大震災“絆で結ぶあった
か千歳”について」 
[担当/幹事、社会奉仕委員会(加藤委員⻑)] 

31 日 月末休会

2
月

☆2 月は、世界理解月間です。 

7 日
★移動親睦夜間例会「ビアレストラン ハウベ 〜通算
1000 回記念〜」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)、幹事] 

14 日
通常例会「クラブ協議会/友好クラブ締結 15 周年記念
交流会について」 
[担当/友好クラブ委員会(高塚委員⻑)、須藤幹事] 

21 日
★通常夜間例会「3.11 東日本大震災“絆で結ぶあった
か千歳”について」[担当/幹事、社会奉仕委員会(加藤
委員⻑)] 

28 日 通常例会「会⻑期計画・企画」[担当/会⻑エレクト]

3
月

☆3 月は、識字率向上月間です。 
6 日 ★通常夜間例会「クラブ協議会/未定」

[担当/須藤幹事] 
13 日 通常例会「未定」 

[担当/新世代･ローターアクト委員会(福田委員⻑)] 
18 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（由仁）
20 日 祝日休会
27 日 ★移動親睦夜間例会｢The BELLCLASSIC Lien｣

[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

4
月

☆4 月は、ロータリー雑誌月間です。

3 日 ★通常夜間例会「クラブ協議会/⻑期計画・企画」[担
当/会⻑エレクト、副幹事] 

10 日 通常例会「未定」[担当/雑誌委員会(羽芝委員⻑)]

17 日 ★親睦夜間例会「未定」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

24 日 通常例会「次年度方針」[担当/会⻑エレクト]

5
月

1 日 ★通常夜間例会「クラブ協議会/未定」[担当/幹事]
8 日 移動例会「⻑泉 RC 友好クラブ締結 15 周年記念交流

会」[担当/友好クラブ委員会(高塚委員⻑)] 
15 日 ★親睦夜間例会「未定」 

[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 
22 日 通常例会「清掃奉仕活動」[社会奉仕、地域活動委員

会(加藤委員⻑)] 
29 日 月末休会

6
月

☆6 月は、ロータリー親睦活動月間です。
5 日 ★通常夜間例会「クラブ協議会/未定」[担当/幹事]

12 日 通常例会「活動報告①」[幹事、副幹事]
19 日 通常例会「活動報告②」[幹事、副幹事]
26 日 ★親睦夜間例会「最終例会」 

[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 
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