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 会⻑あいさつ   会⻑ 白木 松敏 
皆さん改めましてこ
んにちは。 
先日千歳 RC へ新
役員として私、そし
て⼤久保尚副会⻑、
坂井治幹事の３人
で表敬訪問に⾏っ
てまいりました。⼤変歓迎を受けてまいりました。 
また、今月 29 日(火)の例会はガバナー公式訪問です。
我がクラブ全員出席でお迎えしたいと思います。 
さて、最近の世の中の経済状況は、中々上昇せずに日
経平均株価も 15,000 円の前後で推移している状況で
す。ちなみに本日の日経平均株価は 15,316 円です。 
昨年は⺒年で私が昨年の年始めに⺒年と⾔う年は必ず
景気が良くなると宣⾔しましたが、日経平均株価もその
通りになりました。ところが今年に⼊り日経平均株価が、
中々15,000 円以上で保つ事が出来ていません。予想
では今後の株価が 15,500 円以上を保つ事が出来ます
と私達の企業も目に⾒えて活気づき、清水町のネオン街
の人通りも良くなって来るのではないでしょうか。 
その街の景気が良いのか悪いのかを判断する 1 つの目安
はその街のネオン街に⼊るとすぐにわかると⾔いますが、そ
の通りです。どちらにしても、まずは活気づいて、ほしいもの
です。 
先日の新聞紙上では道内の景況感が悪化との事です。
総合的な判断が、消費増税を受けた反動が響いている
との事です。私の所⾒ですが道内の景況感が悪化してい
るものの今後の日経平均株価の状況を推移しますと、
15,000 円以上を保ちながら 15,500 円前後に進んで
⾏くのではないかと考えております。よって皆さんが今まで
通り清水町に出向きステキな方々に囲まれながら楽しん
でいただきたいと思います。 
以上で会⻑挨拶とさせていただきます。ありがとうございま
した。 

 
 幹事報告   幹事 坂井 治 

 新年度役員就任のご挨拶状が届いています。 
○ 北広島ロータリークラブ 

会⻑ 小森 宏明 
副会⻑ 橘  功記 
会⻑エレクト 櫻井 和久 
幹事 元木 芳美 
副幹事 石塚 正敏 
会計 斎藤 洌 
理事 ⼤谷 恵一 

○ ⻑沼ロータリークラブ 
 
 
 
 
 
 

 

例会出席状況（2014 年 7 月 8 日） 
会員数 33 名 
会員出席者数 21 名 
欠席者数（内：無断欠席）  12（0）名 
出席率 63.64 ％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  21 名 

前回例会 確定出席率（2014 年 6 月 24 日） 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ 白木松敏 / 副会⻑ ⼤久保 尚 / 幹事 坂井 治 / 会報委員会 委員⻑ 齊藤博司
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 
Mail.membership-office@ccrc.jp  HP.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 

確定出席率（MU 含む） 81.82 ％ 
 

7 月 誕生月の会員 ※7 月誕生会はｶﾞﾊﾞﾅｰｰ公式訪問例会で⾏います。 
松 坂 敏 之 会員 1947 年（昭和 22） 7 月 12 日生
羽 生 有 三 会員 1947 年（昭和 22） 7 月 25 日生
白 木 松 敏 会員 1953 年（昭和 28） 7 月 18 日生
尾 本 眞 二 会員 1957 年（昭和 32） 7 月 26 日生

会⻑ 清水 彰 
会⻑エレクト 池田 徳重 
副会⻑ 髙橋 義博 
幹事 田嶋 俊美 
会計 辻野つね子 
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○ 千歳ライオンズクラブ 
会⻑ 山根 俊哉 
第一副会⻑ 木下 由三 
第二副会⻑ 難波 禎宏 
幹事 久住 浩文 
会計 齊藤 元彦 

 第 2510 地区安孫子建雄ガバナー事務所閉鎖のお
知らせ 
6 月 30 日をもって閉鎖し 7 月 1 日より羽部⼤仁ガ
バナー事務所が開設されます。 

 ポリオ撲滅支援バッジ購⼊のお願い 
収益の一部はポリオ撲滅運動に使われます。地区の
要請を受け先日の理事会で会員の皆様にご購⼊い
ただくことが決まりました。ご協⼒をお願いします。 
○ ポリオ撲滅支援バッジ 1 個 300 円 

 第 2510 地区より「ロータリーわくわく森の親子キャンプ」
実施のご案内とご協⼒のお願い 
これまで福島県の小学生を招待していましたが、復興
支援事業として北海道に移住されている親子を招待
します。 
○ 期間：7 月 30 日〜8 月 1 日 

 千歳市社会福祉協議会よりリングプル・ペットボトルキ
ャップ寄贈のお礼状が届いています。 

 千歳姉妹都市交流協会よりミス・アンカレジ、いぶす
き菜の花レディを囲む歓迎交流会のご案内 
○ 日時：7 月 20 日（日）19:00〜20:30 
○ 会場：ANA クラウンプラザホテル千歳 
○ 会費：⼤人（会員）4,000 円、（一般）4,500 円 

小中学生 2,000 円 
○ 出欠：7 月 16 日までに事務局へ。 

 退会会員の報告（6 月 30 日付） 
○ 菊池 孝 会員 
○ 比原 隆志 会員 
○ 川内 隆歴 会員 
○ 鈴木 昭廣 会員 
※ 鈴木会員から版画が寄贈されました。事務局に

てご鑑賞ください。 
 事務局業務時間変更のお知らせ 
7 月 10 日（木）10：00〜12：30 

 
 各委員会報告・連絡     
第 2510 地区ロータリー財団委員会 齊藤 博司 
7 月 2 日、第 1 ゾーン、第 2 ゾーン、第 3 ゾーンロータリ
ー財団担当者を集めて東京で会議が開かれました。ロー
タリー財団年次基⾦への寄付を、これまで一人 100 ドル
でしたが、願わくは 150 ドルにしていただきたいという要望
が来ています。日本ではここ数年一人当たり 150 ドルと

設定して寄付を募っています。平均すると日本では 130
ドル以下になっているので、もう少し上げたいというお願い
です。地区補助⾦について、前年度は応募件数が非常
に多かったために当クラブは選からもれましたが、今年度は
その反動の為か応募件数が非常に少なく、申請クラブが
全て合格となりました。当クラブも正式に決定しました。先
ほど、幹事からも報告がありましたが、補足させていただく
と 7 月 30 日〜8 月 1 日にこれまで福島から子供達を
呼んでいましたが、今年は北海道に避難している方々を
岩⾒沢に招き、⾃然を満喫してもらう事業です。約 30
名を募集しています。 
 
広報委員会 委員⻑ 四方 信次 
今年度広報委員⻑を一年間務めさせていただきます。
宜しくお願いします。⾃分
の役割は何か会⻑とお話
しまして例会で⾏っているこ
とを新聞、報道機関を通
して世間、一般市⺠の皆
さんに PR していく事です。
もしくはロータリーの友を図書館に寄贈して置かせてもらう
などして、皆さんの地域において活動しやすいきっかけ作り
をしていければ良いのかと思います。会⻑からもご紹介が
ありましたが、当会員が新聞記事に載ったことを皆さんに
発表させていただきます。リングプル、ペットボトルを社協に
寄贈して松坂さんと土居さん、また中小企業家同友会の
記事で髙木さんがアップで岩下さんがちらっと載っています。
ニコニコでの発表してもらえるのではと思います。また 7 月
3 日には白木会⻑と坂井幹事が千歳⺠報社を訪れて
抱負を語られています。 
 
 ニコニコ BOX    
進⾏：出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 
白木松敏 会員：2 千円と思いましたが、幹事に少ない
のではと⾔われたので思い切って 5 千円。 
坂井 治 会員：会⻑にたくさん出させたので私は千円
(^^)v 
髙木昌人 会員：新聞に載りました。先月の最終例会
にオブザーバーとして本村さんに参加してもらいましたが、
その代わりに中小企業家同友会にオブザーバー出席して
くださいということで、当クラブの事情もあっての代わりの出
席でした。屋台村構想ということでいろいろお話を伺いま
した。写真は私が写っていますが、内容は岩下さんがご活
躍されていました。 
岩下 誠 会員：髙木さんは全面ですが、私は顔半分し
か映っていませんので半分^^; 
四方信次 会員：新聞を⾒るようにしていますが、⾒落
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とすこともあるので誰かが載っていたら教えて頂きたいと思
います。 
羽芝涼一 会員：菅原委員⻑に敬意を表して♡ 
土居栄治 会員：エコキャップ寄贈で載りました。6 月か
らニコニコしているのですが、今月も何回か出ていますので
またニコニコです。 

 
 
 本⽇の例会プログラム  
通常例会 
「クラブ協議会/各担当委員会の活動計画」 
担当 幹事 坂井 治 
活動計画の発表に移ります。前回同様、発表順を申し
あげますのでご準備を宜しくお願いします。 
 
SAA 委員⻑ 笹谷 俊尚 
SAAということで今井さんの後を継いでということになりまし
たが、まだまだ会の中身を全て熟知しているわけではあり

ませんのでつまずいたりすると
思います。先日は携帯電話
をポケットに⼊れているのを
忘れ、突如鳴って⾃分で驚
いて逃げたということがあり⼤
変失礼だったことをお詫びい

たします。会場監督という委員会ですから、クラブの秩序
や品位を保ち、円滑に例会を進めていく事が求められると

聞いています。参加されているメンバーの皆さんが例会を
楽しめるよう、企画している担当委員会の例会プログラム
が充実した内容になるよう、私共の会場を利⽤していた
だいていることもあり一生懸命務めていきたいと思います。
会場のレイアウトや必要な機材がありましたらご相談くださ
い。緊張感が問題になってきますので、私⾃身も一つ一
つのプログラムが始まる前に緊張感をもって例会に臨みた
いと思います。一年間通して役職をいただいていますので、
今井副委員⻑、福島委員にもお⼒を借りながら 
⾃分たちの担当の例会などは相談しつつ進めていきたいと
思いますので、一年間宜しくお願いします。 
 
出席、ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 
今年は出席委員会委員⻑ということで、出席率向上の
ための対策として、無断欠席を無くすように電話連絡をと
りながら、あまり出席されて
いない方への電話連絡で出
席してもらうようアプローチし
ていきたいと思います。また、
メークアップ等で出席率の向
上を図れる様に企画しなが
ら皆様にお知らせしていきたいと思います。 
ニコニコ箱については、毎回笑顔でニコニコと例会を賑わ
せて親睦を増進させられるように、また一年頑張っていき
たいです。昨年度は副委員⻑でしたが、今年度は委員
⻑となり 2 年目になります。羽芝副委員⻑に助けていた
だきながらより一層頑張りますので宜しくお願いします。 
皆様のご協⼒がないと出席率もニコニコ箱も向上しませ
んので、皆様のご協⼒を何卒ご協⼒をお願いします。 
 
クラブ研修、新会員研修、⻘少年奉仕、ローターアクト委員会 
委員⻑ 岩下 誠 
クラブ研修、新会員研修についてですが、前年度坂井会
員に例会終了後、新会員
研修をしていただきました。
その中でロータリーの歴史、
組織、仕組みについて研
修を受け修了証書をいた
だきました。初めて一年間
を通してロータリーに参加させていただいた中で⾃分なりに
感じた、わかってきたこともあります。ロータリーの歴史や組
織も⼤事だと思いますが、メークアップの仕方もそういう制
度があるという事を始めて知りました。その辺りの事を、時
間を取ってやっていきたいと思います。⾃分が講師をするこ
とが一番勉強になるということですので、頑張ってやりたい
と思います。その時に間違ったことを⾔ってしまう場合は、
それは違うとご指導いただけたらと思います。 

本日のニコニコ BOX 合計額 12,000 円
今年度 累計額 32,316 円
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⻘少年奉仕、ローターアクト委員会については千歳ロータ
ーアクトクラフ゛が千歳、恵庭各ロータリークラブと一緒に親
クラブとして提唱しています。ローターアクトクラブがどのよう
な活動をしているかよくわからない部分が非常に多いので
すが、これからの世代のロータリアンを増やしていくという意
味でもローターアクトクラブの会員を増やしていく事が非常
に重要なことになると思います。そのための RAC 会員増
強も重要になってきますので、皆さんのご協⼒を得ながら
会員増強していきたいと考えています。千歳 RAC 会員
数が増えたということですが、実質的に活動しているのは
ごく一部のメンバーなのではないかと思います。ローターア
クトの会員がいつでも参加できるような協⼒を出来ればと
考えています。彦坂副委員⻑、羽生委員、四方委員、
地区坂井委員⻑と協⼒しながらやっていきたいと思います
ので、宜しくお願いします。 
 
プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 
まだまだロータリークラブというものに対して⾒識が乏しい私
に理解を深めるきっかけになり得るであろう機会を与えて

下さった白木会⻑はじめ理
事の皆様に感謝申し上げ
ます。 
プログラムを辞書で調べると
演目、番組表などの意味が
あります。まだまだ理解不足

ではありますが、例会のスケジューリングというものを考えて
います。既にそういったお話をいただいた数か月前から坂
井幹事予定者、副委員⻑を務めていただきます尾本直
前幹事のご指導のもと、例会スケジュールを組んでいる最
中です。例会は毎週⾏われ、ロータリーの運営の要であり、
活動がより機能的に⾏われる場であって、メンバー個々に
とっても公平で有意義でなければならないと僭越ながら考
えております。そんなことを考えながら作ってみたつもりであ
ります。その為には皆様方が述べられている委員会活動
方針がより効果的に活動され、更には各会員の方々が
高価な会費を支払いされたそれ以上のものを違う形で還
元され、参加された方には何かを持ち帰っていただけるよ
うな例会が⾏われるよう考えながら、時には何か発⾔を
出来るようにしていきたいと考えています。どうぞ宜しくお願
いします。 
 
会報委員会 委員⻑ 齊藤 博司 
各テーブルに会報の腕章をつけた会員が図々しく写真を
撮っていたら勘弁してください。そして流れとしましては事
務局員におんぶに抱っこの当委員会です。“記録を残す、
歴史をビジュアルへ”をキャッチフレーズに⾏っていきたいと
思いますので宜しくお願いします。 

ICT(情報通信)、広報、雑誌委員会 委員⻑ 四方信次 
先ほどほとんど話をしましたが、7 月 5 日の記事に早くいろ
いろな事を覚えてもらうという会⻑のコメントがあります。副
委員⻑に武田直前会⻑が
いらっしゃいます。本来は逆
ではないかと思いますが、そ
ういった会⻑の思いもありま
すので一生懸命やっていき
たいと思います。広報は私
⾃身 PTA 等をやってきましたが、避けて通ってきたところが
あります。しかし、配属されてしまったからには頑張っていき
たいと思いますので宜しくお願いします。 
 
── 坂井幹事 
雑誌委員会には「ロータリーの友」を PR するという役割も
あります。四方委員⻑には毎月皆さんより先にロータリー
の友誌が届きます。ですから先に読んで面白い記事を紹
介してもらって皆さんに興味をもっていただけるように紹介
する事をお願いしたいと思います。 
 
会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委員⻑ 羽生 有三 
彦坂会⻑年度で委員⻑を務めてから 2 度目です。前回
例会でも白木会⻑が会員
増強の⼤切さを熱く語ってく
れましたので、今日は何も
いう事はありませんが 1 つだ
け補足したいと思います。
前年度 35 名の会員がおり
ましたが 4 名退会され、スタートは 31 名になりました。新
しく小松会員、本村会員という二人の素晴らしい会員が
⼊会してくれましたので 33 名になりました。今後⼊会して
くれるかなという方が 2 名位いると思いますので、今年度
のスタートは35名位になるかなと思っています。途中で⼊
会していただく会員はなかなか難しいのですが、来年 1 月
から⼊会してくれることを目安にあと数名⼊ってくれるように
頑張っていきたいと思います。この一年、佐々木俊英副
委員⻑と頑張ってやっていきたいと思います。我がクラブの
積⽴⾦は 530 万円ぐらいに減っているそうです。会員を
増やしていかないと毎年毎年取り崩していずれ無くなって
しまうのではないかと思います。実際、武田パスト会⻑の
試算では最低でも約 40 名いないと年間活動できないと
いうことでした。調べると 50 名の 8 掛けで 40 名の実質
的な活動です。そうすればニコニコＢＯＸを⼊れないで健
全な予算の組み⽴てが出来ると思います。ですから、会
員の増強、維持です。会員維持も理事会はもとより、会
員増強委員会、各委員会が協⼒し合って白木会⻑が
おっしゃったように声をかけて辞めないように維持していきた
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いと思います。恐らく今、ペーパー会員が退会され実質的
な会員だけになりました。早く 40 名の会員になるよう努
⼒していきたいと思いますので、是非協⼒をお願いしま
す。 
 
社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 
名誉と⾔っていいのかどうかわかりませんが 3 年連続の社
会奉仕委員⻑です。⾔われればやらざるを得ない。しか
しながら、これでいいのかと私は非常に複雑な気持ちでも

う止めて欲しいと実際のと
ころ思っています。 
昨年⾏った事業で一部中
止を予定しています。千年
希望の丘農園を中止する
ということで内々に考えてい

ます。何故かというと中学校にジャガイモ、南瓜を送ってい
ましたが、それがどういう形で意味があるのかと考えると複
雑な気持ちでおりまして、もっとダイレクトにやったほうがい
いのではないかという考えに至りました。 
白木会⻑の意図を受け、今年度は地区補助⾦を申請
しました。地区補助⾦を申請するという事は、⾏う目的が
はっきりしたということです。これはおかしな話ですが年度が
始まる前に補助⾦を申請するということ⾃体が本来おか
しな話です。白木年度の方向付けが決まって補助⾦を
申請するのが、本来の姿です。そのおかげで、逆にまだ理
事会で承認もされないのにそういった形で事業が進められ
るというのは釈然としません。白木会⻑が千年希望の丘
の植樹祭に協⼒したいという考え方でしたので、それに沿
って私は動いております。清水副委員⻑が防災の森担当
ということで、植樹祭にどうせ参加するのであれば岩沼 RC
とのつながりもありますので、共催してもう一つ事業ができ
るのではないか。たまたま農園で実施していた予算が 15
万円ほどありますので、それを有効的に使う方法はないの
かと考えています。例年通りですが、春の清掃活動、エコ
キャッフ゜の回収、これは非常に地味な活動ですが継続す
ることに意義があり、市⺠運動の 1 つとして広がっていくの
ではないかと思いますので、皆さん声を掛けながらキャップ
回収にご協⼒をお願いしたいと思います。 
昨年まで⾏っておりました支笏湖復興の森 森の育て親
活動ですが、昨年は迷子になり⼤変迷惑をかけました。
実際に植林を⾒ますと下草も問題なく木もしっかり育って
いるので、このまま⾃然に中止するという恰好で考えてい
ます。是非これから煮詰めていきますが、皆さんのご助⾔
をいただきながらいい事業にしていきたいと思いますので宜
しくお願いします。 
 

安心安全な街づくり委員会 委員⻑ 井上 英幸 
白木会⻑から命題をいた
だき、白木さんは歓楽街
で仕事をされているからか
清水町をどうにかしたいと
いう印象が非常に強く、ち
ょっと視点が異なるかもし
れませんが、私なりの考えを述べさせていただきます。 

 

千歳は観光都市、国際都市でもあり空の玄関ということ
で非常に恵まれた地区にあります。来客するお客様がい
かに安心、安全かと考えるよりも、我々ロータリアンとして
千歳市に住む人間としていかに安心、安全な地域を創
造できるかというのが本来のロータリアンの仕事であろうと
思います。ですから、海外からの観光客や千歳以外の方
に安心、安全な街づくりをしていくのではなく、我々市⺠の
ためにとっていかに安心安全な街づくりはいかがなものかを
考えていくというふうに思っておりまして、会⻑のご指摘と方
向性と違うのではないかと懸念しているところです。昨年
来より白木会⻑より命題をいただいて検討を重ねてきまし
た。私は市町内会連合会の総務広報部会⻑で三役に
も⼊っているものですから情報が⼊りましてその旨を白木
会⻑にもお伝えしました。実は、地域安全推進協議会と
いう警察署⻑を中心にした組織がございます。防犯協会、
保安協会などと連携しながら動いている組織です。何を
やっているかというと、⻘パトをご存知でしょうか。交差点
などで⻘いパトランプを光らせています。この⻘パト活動を
している団体があります。千歳には⻘パトが 15 台しかあり
ません。全市的に網羅されてはおらず地域に偏りがありま
す。15台のうち4台は啓蒙活動が盛んな富士町内会が
もっています。昨今、これは市⺠協働事業という事で、市
の方からの投げ掛けで町内会連合会に新しい組織を作
ろうという動きがあります。これは、防犯協会の上にある千
歳警察署があまり機能しておりません。非常に動きが鈍
化しておりどうにかしようと、千歳市⻑を本部⻑に新たな
地域安全推進協議会を作ろうとしています。先般の理事
会で市⺠協働のほうから平成 27、28 年度分で予算が
50 万円ずつ付きました。組織は町内会全域を網羅する
という意味で、各町内会に所属している防犯委員、防災
委員の方に率先して組織に加盟していただく組織を作ろ
うとしています。今後の議会に上程されると思います。冒
頭に⾔ったとおり、千歳市⺠にとって安心、安全な地域づ
くりは何かということを前提に考えた時、地域の方々から
声が上がらないと基本的には活動の意味がありません。
組織を作っても魂⼊れずになってしまいます。会⻑にはお
伝え申し上げました。清水町に特化して話をさせてもらう
と今、清水町内会連合会⻑は市議の五⼗嵐桂一君で
す。彼が清水町内会連合会⻑であるがゆえに彼が清水
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町の安心、安全のためにどうにかしたいという気持ちになっ
てもらわないと、我々外部の人間が騒いでも決して役に
⽴たないだろうと思っています。たまたま総務広報部会員
のため五⼗嵐君にその話をさせていただきました。そうしま
したら、やってくれるなら助かると⾔っていました。清水町内
会には⻘パトが 1 台もないものですから、ロータリーとして
は昔っぽいですが、そういったことにつながるかもしれません
が、⻘パトを寄付するとか新しくできる組織にロータリーとし
てどう関わっていけるかというところから今年は進めていきた
いと思います。如何せん、会⻑にこれは⾔っておかなけれ
ばいけないと思いましたので、この席からで申し訳ありませ
んが来客する観光客がいかに安心、安全で快適に過ご
していただけるのかを考えるのであれば、私は清水町にイ
ンフォメーションセンターぐらい作ればそれで全てが解決す
るだろうと思っています。そういったことはロータリーがするべ
きではありません。我々は千歳に所属しているロータリアン
で千歳市⺠を代表してロータリー活動をしていく以上、千
歳市⺠にとって安心、安全な清水町は如何なるふうにし
ていけばいいのかという事を考えていくべきだと思っています。
目的を⾒誤ると⼿法を間違ってしまいます。まずは、地域
地元の方の声を吸い上げる事が一番だろうと思っておりま
す。そういった一年間で外部交渉が主になる委員会では
ないかと思っています。そういった部分で白木会⻑の思い
が表現できればと思っていますので一年間、宜しくお願い
します。 
 
国際奉仕、空港募⾦箱委員会 委員⻑ 佐々木 俊哉 
田口さんがずっとやられてきたということで内容を勉強して
いませんが、なんとか頑張っていきたいと思っています。国
際奉仕・空港募⾦箱を土居先輩と担当します。田口会

員におかれましては、地区
国際奉仕委員会の副委
員⻑でありますので地区で
の活動、さらに海外支援
事業については、例年当
クラブも参加している海外

支援事業の進捗状況・現状等についてのご報告をいただ
き、会員相互にて理解を深めたいと思います。            
また、当クラブが 2011 年に設置しました空港募⾦箱に
ついては、例年通り定期的な回収作業と回収後の選別
作業を昨年同様、例会終了後に予定していますので例
会参加会員全員での作業を引き続きお願いいたします。 
なお、昨年度は、回収した日本円については宮城県岩
沼市の「千年希望の丘復興・整備寄付」へ、その他の外
貨についてはユニセフを通じて「助けを必要としている子供
たちへ」の寄付をしていましたが、本年度からは地元への
貢献を主として考え千歳市内への寄付を検討していま

す。 
この一年間、⼤先輩であります土居先輩とエキスパートで
あります田口先輩と国際奉仕委員会を運営していきます
が、皆様方のご指導、ご理解とご協⼒をお願い申し上げ
ます。よろしくお願いいたします。 
 
ロータリー財団、⽶⼭記念奨学委員会 副委員⻑ 高塚 信和 
既に今月、皆さんから財団への寄付として 10,500 円を
頂戴しています。以前は
10,000 円でしたがドルの
レートが変動して確定しな
い為この⾦額にさせていた
だいています。米山奨学の
特別寄付は一人 2,000
円ということで、皆さんの会費の中に請求されています。こ
れが活かされる形でやっていきたいと思います。今後ガバ
ナー公式訪問もありますが、ポリオ撲滅はいつまでやってい
るのだろうと思います。私どもが 1990 年にクラブを作った
時、明年で終わりだと⾔っていました。この 20 数年経って
いるこの作業は色々な事で変わったとは思いますが、いく
ら救っても救いきれないという感じだと思います。どこかで
終止符を打たなければいけない、ロータリーが何故最後ま
でやらなければならないのかと思います。事務的な事も含
めてこれから計算していきたいと思います。 
 
 次回例会案内  
プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 
次回は 7 月 15 日、親睦夜間例会「新⼊会員歓迎バー
ベキュー」です。担当は親睦活動委員会、開会点鐘 18
時 30 分です。定例会場でセレモニーを⾏った後、同階テ
ラスに移動していただきます。 
 
 TOPICS & NEWS  
パキスタン ポリオ撲滅へ 健康教育プログラム開始  
パキスタンで発生率の高いポリオ（小児まひ）を撲滅しよう
と、茅ケ崎中央ロータリークラブ（RC）は現地の NPO、国
内の NGO（非政府組
織）と協⼒し、「パキス
タン家庭健康教育プロ
グラム」をスタートさせる。
３年間で未婚⼥性
1,440 人に教育を⾏
い、家庭内や地域へ
の健康知識の普及を図る。ポリオはウイルスによって発症
する感染症で、⼿足のまひなどを引き起こす。日本をはじ
め、世界各国ではワクチン接種の普及で根絶されている。
パキスタンでは、国際機関による予防接種活動がスパイ
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 SCHEDULE  ⾏為と捉えられたり、地域の宗教リーダーが予防接種を
禁止したりしていることなどから、一部地域で発生率の高
い状態が続いている。ポリオの撲滅は国際ロータリーのテ
ーマの一つ。寄付⾦の使途やポリオの現状について現地
視察した茅ケ崎中央RCが、30周年記念事業の一環と
して発案した。プログラムでは、将来⺟親となる 15〜18
歳の未婚⼥性に、予防接種の重要性や衛生面の知識
などを学んでもらう。運営は現地の NPO「NRSP」が担い、
年間 100 万円の事業費は茅ケ崎中央 RC が募⾦活動
などで集めて出資。国際医療ボランティアの NGO
「AMDA」（本部・岡山市）が団体間の連絡調整を担
当する。７月から半年間、講師の教育や教材開発など
を⾏った上、2015 年１月から 17 年 12 月まで実施す
る。  

■ガバナー公式訪問
親睦夜間例会 「新会員歓迎 オン ザ･テラス][担当/
親睦活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑) 

 
学生ボランティア地域をパトロール 
⻩色い防犯⽤ベストを身につけた鎌倉学園中学高等学
校のインターアクトクラブの生徒６人は７月８日、山ノ内
地区を⼤船警察署と合同でパトロールした。拡声器を⼿

に振り込め詐欺被害防
止を呼びかけながら、チ
ラシを配布。校門から
北鎌倉駅方面に進み、
踏切までを往復した。
参加した高校２年生の
宮脇啓那さんは「拡声
器を持つと緊張した。呼
びかけが住⺠の方に伝
わっていれば良いと思う」

と話し、顧問の田島克弘教諭は「地域への貢献は生徒
らにとって良い機会。⾃信につながるはずです」と語った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7
月

15 日

通常例会「山口市⻑をお迎えして」[担当/プログラム委員
会(高木委員⻑、尾本副委員⻑)] 22 日

会⻑･幹事･会⻑エレクト懇談会 午前 10 時 松の間
理事懇談会 午前 11 時 松の間 [担当/幹事]29 日 通常例会「ガバナー公式訪問] [担当/SAA(笹谷委員
⻑、今井副委員⻑)] 

会員増強及び拡大月間■千歳ローターアクトクラブ「市⺠盆
踊り出店」支援 

通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会]5 日 定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局
8
月

通常例会「未定] [担当/社会奉仕委員会(松坂委員
⻑、清水担当副委員⻑)] 12 日

移動親睦夜間例会 「市⺠盆踊り⼤会][担当/親睦
活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 20 日

通常例会「会員増強] [担当/会員増強委員会(羽生委
員⻑、佐々木俊英副委員⻑)] 26 日

新世代のための月間 ■秋の交通安全運動「セーフティコー
ル」 

2 日 休会（法定休日に準じる:千歳例⼤祭）
通常例会「クラブ協議会] [担当/理事会]9 日9

月
定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局
親睦夜間例会 「未定][担当/親睦活動委員会(関根
委員⻑、井上副委員⻑)] 16 日

23 日 休会（法定休日:秋分の日） 
通常例会「未定] [担当/社会奉仕委員会(松坂委員
⻑、清水担当副委員⻑)] 30 日

職業奉仕･⽶⼭月間 ■次年度理事⽴候補⼿続き
通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会]7 日 定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局
通常例会「未定] [担当/社会奉仕委員会(松坂委員
⻑、清水担当副委員⻑)] 10

月
14 日

親睦夜間例会 「未定][担当/親睦活動委員会(関根
委員⻑、井上副委員⻑)] 21 日

通常例会「未定] [担当/SAA(笹谷委員⻑、今井副委
員⻑)] 28 日

ロータリー財団月間 ■創⽴記念 in 支笏湖 ■次年度
理事指名委員会選出 

通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会]4 日11
月

定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局
通常例会「奨学生を迎えて」[担当/地区ロータリー財団
委員会 齊藤委員⻑] 11 日

親睦夜間例会 「創⽴記念 in 支笏湖][担当/親睦
活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 18 日


