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 WELCOME   
蝦名 大典 様 第 2510 地区ローターアクト委員会 委員⻑
仲山 未来 様 千歳ローターアクトクラブ 会⻑ 
⻄村 英晃 様 千歳ローターアクトクラブ 副会⻑ 
滝澤 祐子 様 千歳ローターアクトクラブ 幹事 
吉岡   毅 様 千歳ローターアクトクラブ 会計 
齋藤 麻紀 様 千歳ローターアクトクラブ 

クラブ奉仕・専門知識開発委員会 委員⻑ 
  

 会⻑あいさつ  会⻑ 羽生 有三 
みなさん、こんにちは！ 
一昨日の日曜日、3.11 東日本大震災「絆で結ブ♥あった
か千歳」を無事開催することができました。実⾏委員会を⽴
ち上げてから準備期間が 3 か月しかありませんでしたので、
会員の皆さんには説明不⾜で大変ご迷惑をおかけしました。
⽀援⾦は目標の 100
万円を達成することが
出来ました。会員の皆
さんのご協⼒に対し深く
感謝します。 
千歳ロータリークラブと
の実質上のはじめての
共同開催であり千歳の
ボランティア団体すべてが協⼒して頂けました。今後、市⺠
協働事業など市⺠ぐるみで大きな事業を展開する時の試
⾦⽯になったのではないでしょうか。 
そして、千歳セントラルロータリークラブは創⽴ 21 年になり、
千歳ロータリークラブが親クラブ、千歳セントラルロータリークラ
ブはその子クラブとの認識から脱⽪し、今後は他のクラブと対
等の気持ちと思いやりの精神でクラブ運営をしていかねばな
らないのではないでしょうか。 
今日は新世代・ローターアクト委員会の担当例会です。千
歳ローターアクトクラブは会員の減少でクラブ運営が大変難
しくなっています。ローターアクトクラブは我々ロータリークラブ
がサポートしていかねば存続しません。今日はもう一度ロータ
ーアクトに関して勉強できたらと思っています。 
 

 幹事報告  幹事 須藤 丈  
 千歳国際交流協会より「国際交流の⼣べ」開催のお礼
状が届いています。 

 第 7 グループ IM が 3 月 18 日(日)由仁で⾏われます。
本日も出席の確認をさせて頂きます。 
12:15 エアポートホテルアネックスよりバス出発 
11：00〜昼⾷（1,000 円） 
出来るだけ多くの方にご参加頂きたいと思います。 
中村会員がパネラーとして他のクラブのパネラー、丸山淳
士地区研修委員とお話しされます。 

 鈴⽊会員が⼿術をされ札幌整形循環器病院に入院さ
れています。詳細は後日お知らせします。 

 新会員入会、退会に伴う組織編制の新任・移動 
出席委員会 野口会員、一ノ瀬会員 
親睦活動委員会 笹谷会員、大久保会員、福

島会員 
ニコニコ箱委員会 佐々⽊俊哉委員⻑ 
新世代・ローターアクト委員会 中村委員⻑ 

 次年度バナーを回覧します。ご覧ください。 
 ガバナー月信3月号に新入会員として福島会員が掲載
されています。 

 3.11 東日本大震災「絆で結ブ♡あったか千歳」記事が
千歳⺠報に掲載されています。当日は皆さんにご協⼒
頂き大変ありがとうございました。 

 RI 日本⻘少年交換研究会札幌会議にはクラブより 5
名が登録することになりました。会員の皆さんにも是非ご
参加頂きたいと思います。 

 3 月 27 日（⽕）移動親睦夜間例会を「THE BELL 

例会出席状況 （2012 年 3 月 13 日） 
会員数 35 名 
休会 1 名 
会員出席者数 22 名 
欠席者数（内：無断欠席）  12（2）名 
出席率（前回例会）  66.66（70.58）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  6 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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CLASSIC Lien」で⾏います。千歳市社会福祉協議会 
会⻑⼒⽰武⽂様に卓話を依頼しています。卓話終了
後、親睦を深めて頂くことになります。出欠確認をさせて
頂きますので宜しくお願いします。 

 
 各委員会報告・連絡   
友好クラブ委員会 委員⻑ 高塚 信和 
皆さん、こんにちは。 
友好クラブ締結15周年記念式典まで2カ月を切りました。
タクシー・観光などのチームを6つ編成しました。旅⾏代⾦の
納入は3月27日が締め
切りとなっております。事
務局へ持参するか振込
みして頂きますようお願い
致します。次回 3 月 20
日の例会は休会ですの
で、次々回 3 月 27 日が
入⾦の最終締め切りとなります。お間違えのないようお願い
します。 
フィンランドからの⻘少年交換留学生セッパラ･エンミさんがフ
ィンランドの大学に入学され、旅⾏学科を専攻されています。
9 月から学校が始まるため、勉強の為、4 月 22 日〜7 月
24 日まで千歳にやってきます。千正寺で 3 か月投宿しま
す。 
5 月 15 日の親睦夜間例会でホストファミリーの 4 家族にも
出席をお願いして歓迎したいと思います。是非よろしくお願
いします。 
 
 ニコニコ BOX  クラブ管理運営委員会 委員⻑ 柏田 欣也  
蝦名大典 様（第 2510 地区ローターアクト委員会 委員⻑）：
ローターアクトクラブクイズに満点の方がいらっしゃったので。 
入口博美会員：⻑男の一周忌法要で 3.11 に欠席しまし
た。 
須藤 丈会員：3.11 は皆さんご協⼒頂きありがとうござい
ました。 
羽生有三会員：3.11 東日本大震災「絆で結ブ♡あった
か千歳」にご参加頂き有難うございました。 
坂井 治会員：今日は地区ローターアクト委員会の蝦名
委員⻑に来て頂きました。  

 本日のプログラム  
通常例会 
「新世代・ローターアクトクラブについて」 
担当/新世代・ローターアクト委員会 委員⻑ 中村 通夫 
本日は地区ローターアクト委員会副委員⻑の坂井会員に
準備をして頂きました。地区ローターアクト委員会 委員⻑
の蝦名様にお話をして頂きたいと思います。 
ローターアクトクラブについての認知度テストもご準備頂きま
した。羽生会⻑からはインターネットで調べたローターアクトク
ラブの資料をご⽤意頂きました。これらを参考にしながらお話
を聞いてもらいたいと思います。 
その後、ビジターのローターアクトクラブメンバーからもお話をし
てもらいます。 
 
第 2510 地区ローターアクト委員会 委員⻑ 蝦名 大典 様 
私は札幌幌南ロータリークラブに所属しております。入会 7
年目でまだまだ新⼈でこのような場所でお話をさせて頂く⽴
場ではありませんが、今日はお招き頂きましたので精一杯務
めさせて頂きます。 
第 2510 地区ローターアクト委員会の委員⻑を務めさせて
頂き今期で 2 年目、来期 3 年目まで一生懸命やりたいと
思います。私自身ローターアクトクラブの出身でその後ロータ
リークラブに入会した経緯があります。 
ローターアクトクラブに入会した動機は、私は父の経営する
⼩さな会社にいますので、年の近い社員はまったくおりません。
そこで、同年代の⼈たちと交流をできないだろうかとご紹介
頂いて札幌幌南ロータリークラブに入会しました。 
先日、新潟で⾏われたローターアクトクラブの全国研修会に
私も出席してきました。全国的に会員数を減少し活動を⾏
えなくなっている地区もあります。どうしてもロータリアンの中に
無関心な方が多いというのが問題になっています。 
北海道はどうかと⾔えば、全国と大きく変わらず、さらに深刻
な部分もあります。 
私がローターアクトクラブに入会していた頃から現在までに 6
クラブが無くなり今、当地区では 6 クラブで運営しています。

本日のニコニコ BOX 合計額 25,000 円 
今年度 累計額 378,000 円 
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札幌北、留萌、深川、伊達、函館、岩内の 6 クラブが地区
から無くなってしまいました。赤平、千歳についてはその中で
も盛んに活動をしているクラブで安心しています。室蘭は縮
⼩傾向で心配しております。 
私が在籍していた札幌幌南ローターアクトクラブは会員数
22 名で外国⼈の留学生も 2 ⼈入会しています。私が会⻑
を務めていた頃、会員数が 3 名まで減少したことがありまし
た。この時にロータリアンの方に相談して、例会に積極的に
参加して頂くこと、ロータリアンとの交流を深めるためにロータ
リークラブの例会に出席しやすい環境を作って頂くこと、ロー
タリークラブで移動例会を⾏う時に一緒に連れて⾏ってもらう
ことなどを⾏いました。何よりも若い世代ですので、楽しんで
活動を⾏っていました。 
私がローターアクトクラブで経験したこと、そして望むことが 
あります。ローターアクトクラブはあまりしばりがないのでどんど
んイベントを企画して主催することができます。その中で予算
収⽀を計算したり、⼈前で話す経験ができます。普通に 18
〜30歳を過ごしていては、このような経験は出来ませんので、
⻘少年のプログラムとしては素晴らしいプログラムではないか
と思います。ローターアクトクラブでは多少失敗をしても咎め
ることはないので、思い切りいろいろな経験を積んで欲しいと
思います。この経験は企業社員であれば、社員教育にもな
りますし、一般会員でも地域の⻘少年育成につながり、ひい
ては明るい地元づくりにつながっていくような気がします。 
私自身、⼈前でこのように話をさせて頂いているのもローター
アクトクラブに入会したからです。 
ローターアクトクラブとは、18 歳から 30 歳までの⻘年男⼥の
ための、ロータリークラブが提唱する奉仕クラブです。 
当地区は 6 クラブ計 80 名が在籍しています。 
全国的にはどうなのかというと、栃⽊県は 2 クラブで総会員
数 10 名です。一番多いのは第 2650 地区（福井、滋賀、
奈良、京都）で 33 クラブ、307 名です。これをみると当地
区は減少傾向にあるのかと思います。 
千歳ローターアクトクラブは合同提唱という形で上⼿にやって
いますが、未提唱のクラブでもアクトに少しでも関わってやっ
ている大坂のクラブもありました。新世代の中でのつながりで
ローターアクトがインターアクトの学校訪問をして直接勧誘す
る場合や新世代委員会としてローターアクト向けに講習会
を⾏っている地区もありました。他にガバナーがローターアクト
の例会に出席するという報告もありました。 
どの地区の委員⻑も、ロータリアンが興味を持たないとロータ
ーアクトは増えていかない、と話しておりました。 
そこで、私はローターアクトクラブプチクイズを作りましたので、
皆さんに少しでも知って頂きたいと思います。満点の方がい
たら、2,000 円ニコニコさせて頂きます。 
──クイズに挑戦、解答発表 
ローターアクトクラブを理解して頂きたいと思いクイズなどを使

ってお話しさせて頂きました。 
本日はお忙しい中、話を聞いて頂き有難うございました。 
 
千歳ローターアクトクラブ 会⻑ 仲山 未来 様 
皆さん、こんにちは。 
本日は日頃より大変お世話になっている千歳セントラルロー
タリークラブの皆さんに大切なお願いがありまして、例会に出
席させて頂きました。大切なお願いとは会員増強についてで
す。現在、千歳ローターアクトクラブは会員数 9 名、1 名が
入会予定ですが、中には仕事の都合上、なかなか例会や
⾏事に参加できないメンバーもおり、このままではローターアク
トクラブとしての活動を継続するのが困難な状況になってき
ております。私たちも同年代の友⼈や知⼈に声をかけてはい
るものの入会には結びつかず、会員増強は難しいと感じてお
りました。私たちの例会でロータリアンの皆様に現状をおはな
ししたところ、例会でお願いをしてはどうかという温かいお⾔葉
を頂き、本日お願いに上がりました。 
各企業様の従業員やお知り合いで、私たちと一緒に活動し
て頂ける方はいらっしゃいませんでしょうか。一⼈でも多くの仲
間と一緒に、ローターアクトでしかできない活動を楽しく、積
極的に取り組んでいきたいと思います。 
そして、私たちの活動を知ってもらうためにも、お時間のある
時にはぜひローターアクトの例会にお越しください。 
本日は貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。 
 
千歳ローターアクトクラブ 幹事 滝澤 祐子 様 
仲山会⻑が話しましたように、現在会員が大変少なく、今
年度卒業予定者が 3 名、退会予定者が 1 名おります。次
年度以降を考えると、卒業する私たちも不安な部分があり
ます。自分たちも友⼈には声をかけていますが、入会にはた
どりつけていません。私たちがローターアクトをうまくアピールで
きていないこともありますが、切羽詰まる状態で一番熱くご
協⼒頂けるロータリアンの皆様にお願いに参りました。 
この地区で提唱ロータリークラブが 3 つもあるクラブは千歳ロ
ーターアクトクラブのみです。その中では会員が少なく、千歳
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ロータリークラブさんにもご
心配を頂いています。 
どなたか、私たちと一緒に
活動して頂ける方がいらっ
しゃいましたら私たちが説
明に伺いますのでご協⼒
よろしくお願いします。 

 
 記念品贈呈   
羽生会⻑より蝦名大典様に記念品が贈呈されました。 
 
 
 NEWS & TOPICS  
3.11 東日本大震災「絆で結ぶ♡あったか千歳」  
日本国中が祈りの一日となった 3 月 11 日。 
この事業にご賛同頂いた約 480 名が出席されました。 
東日本大震災で犠牲になられた方々に対し、1分間の黙と
うを捧げて開会となりました。開会の挨拶は千歳セントラル
ロータリークラブ羽生有三会⻑。 

「山口市⻑をはじめご来
賓の皆様、ご協⼒頂きま
した各企業・団体の皆様、
そして千歳・恵庭市⺠の
皆様、心より感謝を申し
上げます。3 月 11 日とい
う日にこの会を開催するに
至ったのは、東日本大震
災で亡くなられた方々のご
も私たちは被災地へのボ

ランティア活動を風化してはならないという強い決意があった
からです。被災地から安住の地を求め、千歳にやって来られ
た方たちに市⺠の皆様と一緒になり⽀援の場を広げていき
たいと考えたからであります。被災地の復興なくして、我が日
本の平和と繁栄はありません。被災地の一日も早い復興を
祈願致します。」 

冥福をお祈りするとともに、これから

 

 
続いて、講演「3.11 東日本大震災被災地復興⽀援活動
報告」が⾏われました。講演者
は第 7 師団副師団⻑ ⼩渕 
信夫様、第 7 施設大隊⻑ 田
村 勝様、第 7 化学防護隊⻑
天利 光宜様。 
岩⼿県遠野市綾瀬へ陸上自
衛隊第 7 師団の生活⽀援 
隊⻑として活動された⼩渕様
は「報告を通して被災地⽀援
の一端を知って頂き、被災者へ

の⽀援の参考にして頂きたい。そしてあって欲しくはないが、
このような災害への備えとして知って頂きたいと思う」と被災
地⽀援活動写真の説明とあわせて報告されました。被災
者の視点に⽴ち、いたわりや思いやりの姿勢に徹し、不眠
不休の活動が⾏われたことを改めて認識することとなりました。
給⾷⽀援、入浴⽀援、救援物資配布等の⽀援活動につ

いても報告されました。 
 
来賓の山口幸太郎千歳市⻑は、「今日は忘れてはならな
い 3 月 11 日。あれから一年です。被災された多くの方々を
追悼、お⾒舞いし大震災で学んだ教訓を風化させずに活か
していこうと大勢の市⺠にお集まり頂き、感謝申し上げます。
今回ほど、自衛隊の活躍が私たち市⺠生活の身近にある
ことを感じたことはありません。本当に有難く思います。今後
も国防、市⺠の生活の安全の為に貢献して頂けるよう⽀援
をしていきたいと思います。 
千歳市では 26 世帯、71 名の被災者の方がいらっしゃいま
す。バスで市の施設をご案内をするなどなんとか気持ちが⽴
ち直るようなお⼿伝いをしてきました。多くのボランティアの
方々からも多くの援助を頂きました。多くの⽀援物資も集ま
り改めて感謝申し上げます。また、今日までに義援⾦は
5000 万円を超えました。大震災を心に刻み、私たちが元
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気になって日本復興の推進⼒となるため、希望をもって今
日から生活しようではありませんか。その元気がひいては被
災の皆さんにも元気を与えることになると思います。」と挨拶
されました。 
 
避難者ご家族への⽀援⾦贈呈  
⽀援⾦総額 102 万 1,040 円が福島、宮城、岩⼿各県
⼈会の代表に渡されました。⼈数に応じて避難者ご家族へ
渡されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
続いて、千歳商工会議所瀧澤順久会頭の発声により震
災で亡くなられた犠牲者の鎮魂と被災地の一日も早い復
興を祈念し献杯を⾏いました。 
 
また急遽、ご参加頂いた国際ロータリー第 2510 地区熊澤
隆樹ガバナーからもご挨拶を頂きました。 
「千歳で二つのロータリークラブが共催でこのような事業を⾏
うことを聞き、駆けつけました。地区の中でもロータリークラブ
が共同で事業を⾏うことはなかなかありません。地区としては、
福島へ総額約 2,000 万円の事業を⾏っております。放射
線測定器贈呈、飯館村への⾞両贈呈、飯館村の子供た
ちの北海道への招待事業です。今年度に引き続き、次年
度も⽀援⾦を使って被災地の要望に応じた⽀援をしていき
ます。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
3.11 という日に継続的にこのような事業をされるということに
感謝します。ロータリークラブは引き続き⽀援活動を⾏ってい
くので温かく⾒守って頂きたい」と話されました。 
 
千歳市芸能赤十字奉仕
団による音楽演奏、南京
玉すだれ、フラメンコを鑑
賞して頂きました。 

 
閉会の挨拶は、千歳ロータリークラブ今村静男会⻑。 
「被災地に対しての⽀援はそれぞれの⽴場で皆さんがやって
来られたと思います。私共は、千歳に避難している方々にご
⽀援出来ないだろうかと 2 つのクラブが合同でこのような企
画をしてきました。私共のクラブは地域に密着した活動をお
こなっており、今後も⾏っていきたいと考えています。皆様に
⽀援⾦を頂くということがよいのだろうかと、大変迷いました。
しかし、先ほど山口千歳市⻑がお話しされたように、千歳の
地に実際 71 名の方々が避難されています。寒い冬を越え
られて、もう一度千歳を選んで頂
けるかはまさに「あったか千歳」の
一⾔にかかっていると思います。
今後はこのような⽀援活動はな
いかもしれませんが、お互いの気
持ちが通じる交流をそれぞれの
方がして頂ければ、今日のこの企
画も活きてくると思います。皆さん
それぞれが温かく迎えて頂ければ
良いのではと思っています。本日は誠にありがとうございまし
た。」 
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山田で「鎮魂の鐘」除幕 被災の大時計も設置 
山田ロータリークラブ（阿部幸栄会⻑）が整備した「鎮魂と
希望の鐘」の除幕式が
11 日、山田町八幡町の
旧町⽴図書館跡地で⾏
われ、大きな被害を受け
た町内に追悼と復興の願
いが込められた鐘の音が
響き渡った。 
鐘は北海道⼩樽市でつく
られ、2 日に山田町に届けられた。直径約 38 センチ、高さ
約 60 センチ。 
同じ敷地内に設置した大時計も披露された。この時計は、
被災した JR 陸中山田駅屋上にあったもので、津波が襲来
したという午後 3 時 27 分を指したまま止まっている。 
この鐘は、山田ロータリークラブが復興の象徴にと、国内外
のロータリークラブから約 1000 万円を集めて設置。同クラブ
が 40 年前、JR 陸中山田駅の駅舎屋上に設け、震災発
生後、午後 3 時 27 分を指したまま止まっていた大時計も
同じ場所に移設された。 
この日の除幕式には、町⺠や同クラブ関係者約 200 ⼈が
参加。同町飯岡の主婦⻄口由佳さん（39）は「時計の針
が止まったままで、1 年前を思い出した。この鐘の音が亡くな
った⼈にも届けば」と話していた。 
 
千歳高校の生徒が⾒た大震災 
テレビやラジオドキュメンタリー制作などで、毎年のように全国
大会で優秀な成績を収めている千歳高校。 
今回は東日本大震災をテーマに、テレビドキュメンタリーを制
作しました。  
被災地から遠く、テレビや新聞で⾒る震災にも「あまり実感
がない」と語っていた生徒たち。 
そんな高校生の目線で、これまでにない大きなテーマとどう向
き合い、どんな作品を生み出したのでしょう。 
今回の番組制作を通して「知る」ということの大切さを知りま
した。 
千歳高校放送局の⻄野智一君 「番組制作を始める時、
僕たちは何を、どう伝えればいいのか悩みました。 被災地の
今のことをほとんど知らなかったからです。 
そんななか被災地に取材に⾏くことができました。 僕たちが
テレビなどから受けた被災地のイメージはどこか暗いイメージ
がありました。 でも実際は、被災地の⼈は明るく前向きで
復興に向かって進んでいました。 それを⾒て僕たちが伝えな
きゃいけないことはこれなんじゃないかと思いました。 北海道
の⼈、特に高校生は本当のことをよく知らないと感じました。 
そこで、僕たちが⾒てきたこと、感じたことを上⼿く⾔葉にでき
なくても、上⼿く番組にしていくことが僕たちにできることだと

思い番組制作をしてきました。 この番組を通して多くの⼈に
被災地のことを知ってもらえ、また、僕たちが取材と通して思
ったことが視聴者の方に伝わっていてくれればうれしいです。 
これからも千歳高校放送局としてより良い放送をしていきた
いと思います。最後になりますが、番組制作に協⼒してくれ
た全ての方ありがとうございました。」 
 
次のホームページで視聴できます。 
千歳高校放送局制作の番組 
http://www.nhk.or.jp/sapporo/kokosei/kitakur
/chitose/report.html o 

千歳高校の取材や制作に密着した NHK の番組 
http://www.nhk.or.jp/ashita/oneyear/from03/ 
 
 
 SCHEDULE  

☆3 月は、識字率向上⽉間です。 
18 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（由仁） 

3
月

20 日 祝日休会 

27 日
★移動親睦夜間例会｢卓話 ⼒⽰武⽂様(千歳市社
会福祉協議会会⻑) in The BELLCLASSIC Lien｣ 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

☆4 月は、ロータリー雑誌⽉間です。
★通常夜間例会「クラブ協議会/次年度方針と活動概
要」[担当/会⻑エレクト、副幹事] 3 日

8 日 RI2510 地区 地区協議会（新ひだか町） 
4
月 通常例会「米山梅吉物語 〜DVD 鑑賞〜」[担当/雑

誌委員会(羽芝委員⻑)] 10 日

17 日 ★親睦夜間例会「未定 レストランインター」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

24 日 通常例会「未定」[担当/会⻑エレクト] 
★通常夜間例会「クラブ協議会/未定」[担当/幹事]

5
月

1 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)] 8 日

15 日 ★親睦夜間例会「エンミ・セッパラさんを招いて」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 
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)] 22 日

29 日 月末休会 
☆6 月は、ロータリー親睦活動⽉間です。

★通常夜間例会「クラブ協議会/未定」[担当/幹事] 5 日
12 日 通常例会「活動報告①」[副幹事] 6

月 19 日 通常例会「活動報告②」[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)] 

 


