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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

2018 年新年あけましておめでとうございます。また、平

成 30 年最初の例会に参加して頂きありがとうございま

す。各会の会長様、役員の皆様、ご多忙中列席頂きま

して重ね重ね感謝申し上げます。日頃からみなさんの奉

仕活動を拝見して感銘すると共に敬意を表するところで

あります。我が千歳セントラルロータリークラブも年間に渡

って幾多の事業を展開しております。先の３月に防災講

話事業を執り行います。宮城県山元町から岩沼ロータリ

ークラブさんの協力のもと、語りべの会の方をお招きし行

います。千歳高等学校、北陽小学校、勇舞中学生総

勢約 1,400 名の児童、生徒さん方に聞いて頂きます。

大変残念で悲しい、だけど起きてしまった東日本大震災、

この記憶を次世代に継ぐ為。向こう三軒両隣。昔は醤

油、塩などを近隣から借り、地域が協力しながら生活し

た時代。今は隣の人の名前がわからないという実態もあ

ると聞いて居ます。地域が連携する大切さ、人と人の絆

の大事さをこの機会に知って頂ければと切に願います。 

今年、半年で私の会長年度が終わります。７月からは

我がクラブ初の女性会長として菅原百合子さんが就任

致します。私は正月の２日３日に東京箱根大学駅伝

を観戦して居ます。チームに対する思い、襷の重み、襷

を繋ぐ為に必死に走り引継ぎ倒れこむ学生。いつも感動

して見ております。僕らにも見えない襷があると思っており

ます。半年間頑張ってしっかり次年度に継承したいと思

いますし、また各会の皆様共連携を取り、絆を深めお互

いに奉仕活動を高めていければと思います。皆さんの今

年、ご健勝でご多幸であることを祈念して新年の挨拶に

させて頂きます。本日はありがとうございます。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

皆様明けましておめでとうございます。本日の幹事報告

は割愛させていただきます。 

例会出席状況（2017 年 1 月 9 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 35名 

欠席者数（内：無断欠席）  7（0）名 

出席率 83.33 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  18名 

2 出席者数総計  53名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 12 月 19 日） 

確定出席率（MU 含む） 85.71 ％ 

 

 

 

 

 

伊藤 直人 様 千歳ライオンズクラブ 会長 

杉林 裕市 様 〃 幹事 

石川 雅人 様 〃  会計 

岡本眞一郎 様 千歳中央ライオンズクラブ 会長 

高倉 博人 様 〃  幹事 

赤堀美智子 様  国際ソロプチミスト千歳 会長 

渡部 順大 様 (一社)千歳青年会議所 理事長 

富樫 昭大 様 〃  専務理事 

佐藤 秀雄 様 RI第 2510地区 パストガバナー 

福田 武男 様 RI 第 2510 地区 第 7 グループ ガバナー補佐 

瀧澤 順久 様 千歳ロータリークラブ 会長 

喜多 康裕 様 〃 幹事 

横手 義信 様 恵庭ロータリークラブ 会長 

弘中司嘉子 様 〃 幹事 

村山はるか 様 千歳ローターアクトクラブ 会長 

佐々木文也 様 〃  専門知識開発委員会 委員長 

森   琢哉 様 〃  北海道交流会実行委員会 委員長 

武波 啓介 様 ㈱共進ダクト工業 代表取締役 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 四方信次 / 副会長 井上英幸 / 幹事 笹谷俊尚 / 会報委員会 委員長 福島 力 
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Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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 本日の例会プログラム  

親睦夜間例会「新年交礼会」 

担当/親睦活動委員会 委員長 石川 貴美子 

只今より新年交礼会を開

催いたします。年初めに和

太鼓の演奏を千舞泉美の

皆さん宜しくお願いいたしま

す。 

 

 太鼓演奏   

千舞泉美の皆様の和太鼓演奏で幕開けです。 

 

 乾 杯   

RI第2510地区 パストガバナー  佐藤 秀雄 様 

ご来賓の皆様、千歳セントラルロータリークラブの皆様、

改めまして明けましておめでとうございます。太鼓の音は

凄いですね。お腹の中ま

で響いて参りました。四方

会長、大変良いイベント

を聞かせていただき有難う

ございます。前半期、本

当に一生懸命ロータリー

運動に邁進していただき

まして心から御礼を申し上げたいと思います。まだあと半

年ありますので、是非また頑張って展開していっていただ

きたいと思います。先ほど会長から次年度 7月 1 日から

は菅原会員が会長という事で、我がクラブは 50 年経っ

ても女性会長が輩出出来ない、セントラルさんに先を越

されたなという感じをしております。セントラルRCさんは親

クラブよりも子クラブのほうが一歩前進しているのではない

かそのような感じを受けている次第です。いずれにしろ輝

かしい新年、私からすると天国への階段をまた上がったか

なという感じで大変心は沈んでいるわけですが、参会の

皆様のお顔をお見受けしますと、みんな若くこれからです。

素晴らしい年でありますようにお祈り申し上げて乾杯をし

たいと思います。ご唱和願います。 

 

 来賓ご挨拶   

千歳ライオンズクラブ 会長 伊藤 直人 様 

皆さん新年明けましておめでとうございます。また本日は

千歳セントラルロータリークラブ様新年交礼会、誠におめ

でとうございます。普段から四方会長とはいろいろな場面

でお会いしていますが、

いつになく緊張している

なという事で、それだけ

この新年交礼会が緊

張感を持った会であると

いう印象を受けました。

今日はいろいろな面で

皆様方とお会いしながら千歳において奉仕活動をしてお

りますけれども、今年もまだ半年私も同じく残っています。

千歳ライオンズクラブはまだまだ事業が残っております。皆

様この場をお借りしまして、是非ともご協力の程宜しくお

願いします。これにてご挨拶とさせていただきます。有難う

ございました。 

 

千歳中央ライオンズクラブ  会長 岡本眞一郎 様 

皆さん明けましておめでとうございます。私は日本酒が大

好きなもので日本酒を飲ませていただいています。あちら

のお酒はまだ飲んでいませんので、それが空いたら飲もう

と思っています（笑） 

昨年度、私が会長の

時に千歳中央ライオン

ズクラブ35周年挙行さ

せていただきまして。ここ

にお集まりの皆様には

大変なご協力いただき

ながら成功裏に収めることが出来ました。改めまして感謝

申し上げたいと思います。有難うございました。親クラブで

あります千歳ライオンズクラブも 55 周年、私共がお付き

合いしている岡山県西園寺ライオンズクラブも 60周年、

お付き合いしている台湾のライオンズクラブも 50 周年と

いう事で、周年行事で選ばれた会長としてお酒が飲める

からやれと言われ会長をやらせていただいてやっと半年が

過ぎました。先ほど襷という話もありましたけれども、私は

あと半年でやっと荷が下りると思っていまして、三日ぐらい

前に倒れて襷が渡らないかもしれませんが、そうなった時

は是非、中央ライオンズクラブ助けていただきたいと思い

ます。本当に今日はご馳走になります。有難うございまし

た。 
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国際ソロプチミスト千歳 会長  赤堀 美智子 様 

皆様新年明けましてお

めでとうございます。本

日は新年交礼会お招

きいただきまして有難う

ございます。日頃より会

員の皆様は第一線で

ご活躍されており、その

お忙しい時間を奉仕活動に時間を割いていらっしゃるこ

とは本当に心より敬意を表しています。私共ソロプチミス

トは皆さんの足元にも及びませんが、女性の地位向上の

ため奉仕活動を続けております。皆さんの奉仕活動の仲

間としてこれからも末永くお付き合いをさせていただきたい

と思います。宜しくお願いいたします。本年も皆様にとりま

して良い年でありますようにご祈念申し上げます。本日は

おめでとうございます。 

 

一般社団法人千歳青年会議所 理事長  渡部 順大 様 

皆さん、明けましておめ

でとうございます。一般

社団法人千歳青年

会議所理事長の渡部

順大でございます。昨

年は三澤理事長の下

で専務として各団体の

新年会、イベント等に参加させていただきました。今年は

若さあふれる 30 歳になったばかりの富樫専務と一緒に

各団体の新年会、イベントに参加させていただきます。そ

してこの一年間、皆様と一緒に千歳を盛り上げる団体の

長として頑張りますのでどうか宜しくお願いいたします。有

難うございます。 

 

恵庭ロータリークラブ 会長  横手 義信 様 

皆様明けましておめでと

うございます。恵庭ロー

タリークラブの横手でご

ざいます。千歳、恵庭と

ゴールデンベルトライン

の人口の増えている地

区でございます。四方

会長はあと半年ですが同じく私もあと半年です。今年は

会員拡大に頑張ろうかなと思っています。本日ご来席の

皆様並びに千歳セントラルロータリークラブ会員の皆様、

今年一年本当に宜しくお願いいたします。おめでとうござ

います。 

 

 

 

千歳ローターアクトクラブ 会長  村山 はるか 様 

新年明けましておめでと

うございます。今年の 5

月に千歳ローターアクト

クラブは 30周年を迎え

ます。その記念事業とし

て 30周年記念式典を

行いますので是非宜し

くお願いいたします。今年もどうぞ宜しくお願いします。 

 

スポンサークラブ 

千歳ロータリークラブ 会長  瀧澤 順久 様 

皆さん新年明けまして

おめでとうございます。

皆様に於かれましては

穏やかなそして素晴らし

い新春をお迎えになら

れたこと心よりお慶び申

し上げます。私の事務

局の資料によりますと、このセントラルロータリークラブさん、

平成 2 年 11 月に創立されたという事で、今年 28 周

年を迎えるという事でございます。初代会長であります高

塚会長をはじめチャーターメンバーが大挙していらっしゃる

益々元気なクラブです。そこに四方会長のような若い新

進気鋭の会員の方がうまくローテーションを組んで、素晴

らしい事業を開催されていますこと心からお慶び申し上げ

ます。アイドリングストップ、あるいは愛キャップあるいは東

日本大震災における素晴らしい皆さんの柔軟な行動力

で震災があった所に会員が大挙して向かわれ植樹をされ

たという画を見て、私は非常に感激しております。でもこ

れ以上に感激するのは昨年函館で行われました地区大

会で 10 年連続 RI 会長賞を受賞されました。これはロ

ータリアンとして素晴らしい事だと思います。正に千歳セン

トラルロータリークラブはロータリーの王道、神髄を行かれ

ていると私は非常に重たい感じがいたします。これからも

四方会長はじめ皆さんがベクトルを一つに合わせて素晴

らしい行動を行っていただきたいと思います。 

さて、私共千歳ロータリークラブは今年 50 周年を迎えま

す。4 月末には記念式典、祝賀会がございます。また 1

週間前には特別記念講演もございますので、どうぞ千歳

セントラルロータリークラブの皆様はじめご参会の皆様、

是非私共の 50周年、ご理解いただきご参会いただけれ

ば幸いでございます。皆さん今年一年素晴らしい年にな

りますように心からご祈念を申し上げ私の正月のご挨拶

とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。 
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RI第2510地区 ガバナーノミニー 福田 武男 様

（第 7 グループ ガバナー補佐） 

皆さん明けましておめでとうございます。何人かの方がロ

ータリーの方ではないという事で簡単に私の立場をご説

明させていただきます。

私は千歳ロータリークラ

ブ所属福田武男、歯

科医です。私は現在、

ガバナーの補佐をしてい

るガバナー補佐という立

場であります。ガバナー

は東北海道、西北海道に一人いまして、西北海道は

12 のグループになっていまして、私達の千歳、恵庭、北

広島、長沼、由仁、千歳セントラルの 6 クラブは第 7 グ

ループと言われています。ガバナーの手が回らないのでそ

こを代表してガバナーのアシストをしなさいという事で、ガ

バナー補佐という事で仕事をしているわけです。前年よう

やく半年が終わりまして、何となく終わりあまり内容が無か

った気がします。後半は次年度のガバナー補佐の恵庭ロ

ータリークラブ齊藤さん、次年度会長さんも含めまして最

後に半年間でロータリーは何故必要なのか、ロータリアン

は何なのか色々なことを勉強会していこうかと思っていま

す。最後に 6 月 2 日（土）に IM、同じグループの中で

勉強会をやります。ロータリーの勉強をしながら親睦を深

めようという会ですけれども 6 月 2 日に予定しています。

強硬ですが朝からゴルフをして、15 時ぐらいから講演会

を聞いてもらい簡単に懇親会をして終了したい、是非お

願いしたいと思います。それから 4 月には千歳ロータリー

クラブ 50 周年があります。是非 4 月 21 日（土）です

ので空けておいて欲しいと思います。宜しくお願いします。

後半の半年間も宜しくご協力をお願いしまして、新年の

ご挨拶といたします。どうも有難うございました。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 月俣 美子 

千歳ロータリークラブ 瀧澤順久様、千歳ライオンズク

ラブ 石川雅人様よりニコニコ BOX を頂戴しました。新

年度スタートにあたり大勢の方にご協力いただき有難う

ございました。 

四方信次会員、彦坂忠人会員、白木松敏会員、松

坂敏之会員、石川貴美子会員 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 56,000円 

今年度 累計額 526,000円 
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 手に手つないで   

参会の一同で輪になって“手に手つないで”を斉唱しまし

た。ピアノ伴奏は月俣美子会員。 

 

 謝辞   

会長エレクト 菅原 百合子 

改めまして新年明けましておめでとうございます。本日は

足元の悪い中、お忙しいところ沢山の方にお集まりいた

だきまして本当に有難うございます。さて、1 月 4 日の千

歳市新年交礼会に今年も参加させていただきました。

市長の今年の一年一字は「高」という字でした。昨年の

「成」成果、成長を継続しながらの更なる高みを目指す

という意味だそうです。そして、私事ですが四方会長、佐

藤パストガバナーにもご紹介していただきましたとおり、次

年度から千歳セントラルロータリークラブの会長を仰せつ

かることになりました。今から緊張と少しワクワクしている

毎日を続けさせていただいています。そして今年は戌年。

年女という事で、私も邁進してまいりたいと思います。今

年一年、皆様のご健康とご多幸を心よりご祈念申し上

げ謝辞とさせていただきます。有難うございました。 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回例会は 1 月 16 日（火）、通常例会「ロータリーを

楽しもう!! ～ロータリーの基礎知識～」です。担当は雑

誌委員会。開会点鐘 12時 30分。定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC 新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC 新年交礼会 

16 日 
通常例会「ロータリーを楽しもう!! ～ロータリーの基礎知
識～」 [担当/雑誌委員会(委員長 白木松敏)] 

23 日 
通常夜間例会「卓話 (仮題)新千歳空港の今後」 
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾本眞二)]  

30 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2 
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日・世
界理解と平和の日 ■雪見酒例会  

6 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/防災講話事業について」  
[担当/理事会(進行担当/髙木昌人実行委員長)] 

13 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

20 日 
移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

27 日 
通常例会「卓話 (仮題)青少年の育成についての現状」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

3 
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日 ■会長エレクト研修
セミナー(地区) ■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区)  

6 日 
通常夜間例会「卓話 (仮題)アンチエイジングとは？」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 大久保尚)] 

13 日 
通常例会「(仮題)新入会員増強について」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 山口康弘)] 

19 日 
親睦夜間例会 「(仮題)歓迎 岩沼ロータリークラブ] [担
当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)]  

20 日 例会日を 19 日に変更 

27 日 通常例会「未定」 [担当/ロータリー財団委員会(理事会)] 

4 
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会(地区) ■清掃奉仕活
動 ■観桜例会  

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/次年度方針」 
[担当/会長エレクト 菅原百合子)] 

10 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

17 日 例会日を 21 日に変更 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 創立 50 周年記念式
典] [担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 会場：
ANA クラウンプラザホテル千歳 

24 日 
通常例会「(仮題)防災講話事業の検証」 
[担当/理事会] 

5 
月 

青少年奉仕月間  ■長泉 RC 友好クラブ締結記念日
（1997.5.13）  ■長沼国際交流フェスティバル ■春の交通安
全運動「セーフティコール」  

1 日 休会(定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日) 

8 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会 委員長 佐々
木俊英)] 

15 日 
移動例会「春の清掃奉仕活動」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 


