
RI 第 2510 地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2019 年 11 月 19 日   例会 第 16 回 / 通算 第 1343 回 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長あいさつ   会長 髙木昌人 

皆さんこんにちは。本日も色々なご事情の中この支笏湖

丸駒飲泉にお集まりいただきありがとうございます。 

今日 11 月 19 日は当クラブの創立記念日です。今か

ら 29 年前の 1990 年の 11 月 19 日に当クラブは創

立しました。 

最近は、お誕生日というのは自分を祝うというよりも、親

に感謝するという傾向があるようで、この創立記念日は、

このクラブを作ったチャーターメンバーに感謝を申し上げる

日と考えます。   

例年のクラブ会長というのは活動を繋げるという意味でと

ても大変というのは分かりますが、全くなかった状態からク

ラブを作る…ゼロから 1 にするという作業には、想像でき

ないモチベーションとエネルギーを費やされたのだろうと、改

めて敬意と感謝を申し上げる次第であります。 

今日はチャーターメンバー7 名の方が出席されています。

当時のイロイロなお話が聞けたら、と思います。本日の例

会宜しくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 大下和志 

 次回例会、11 月 28 日（木）移動親睦夜間例会

「千歳 RC 合同例会」会場変更 

当初 ANA クラウンプラザホテル千歳を予定しておりま

したが、急遽ベルクラシックリアンに変更になりました。

お間違えの無いようお願いいたします。 

 

 本日の例会プログラム  

移動親睦夜間例会 

「創立 29 周年記念 in 支笏湖」 

担当/親睦活動委員会 委員長 高野悠  

只今より「創立 29 周

年記念 in 支笏湖」例

会を開会致します。乾

杯のあいさつを高塚信

和初代会長お願いいた

します。 

 

 

 乾杯のあいさつ  

初代会長 高塚信和 

私も 1990 年の時代を

思い出して来年が 30

周年という事で非常に

意味深いです。あの当

時は私も 1 年で辞めよ

うと思ったのが何故こん

なに 30 年近くいるのかと不思議に思っております。たまた

ま初代会長に指名されてその節目の下にしがらみの下に

30 年近くいるのは変な年寄りだと思ってお笑いいただき

例会出席状況（2019 年 11 月 19 日） 

会員数 43 名 

会員出席者数 24 名 

欠席者数（内：無断欠席）  19（0）名 

出席率 55.81 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0 名 

2 出席者数総計  24 名 
 

前回例会 確定出席率（2019 年 11 月 12 日） 

確定出席率（MU 含む） 74.42 ％ 
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たいと思います。でもこれだけ長くやれたのは、私にとって

も健康と途中でいろいろな障害はありましたが、今日も

14 時半からここに到着して以来、ボトル 2 本程飲んで

おります。それぐらい元気があるという事です。来年 30 周

年という事で、皆さんと健康を祝してお祝いしましょう。 

 

 誕生日祝  進行：幹事 大下和志 

11 月誕生日の皆様おめでとうございます(^^)/ 

髙木会長よりプレゼントの贈呈です。 

☆古木克紀 会員（11 月 2 日生れ） 

☆池渕勝彦 会員（11 月 15 日生れ） 

☆高野  悠 会員（11 月 9 日生れ） 

☆桑島昌子 会員（11 月 10 日生れ）欠席 

☆内藤芳雄 会員（11 月 15 日生れ）欠席 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 臼田 暢 

委員 池渕勝彦 

チャーターメンバー、誕生日など 20 名の方々にニコニコし

ていただきました。皆様有難うございました(^^)/ 

南雲勇次会員、本村信人会員、佐々木俊英会員、

岩室秀典会員、白木松敏会員、池渕勝彦会員、古

木克紀会員、高野悠会員、望月秀則会員、菅原百

合子会員、臼田 暢会員、髙木昌人会員、大下和志

会員、松坂敏之会員、羽芝涼一会員、坂井治会員、

高塚信和会員、田口廣会員、石川貴美子会員、関

根悟会員 

 

 

 チャーターメンバーより一言   

白木松敏 会員 

あっという間でした。ロータリークラブがあることすら知らな

かったです。千歳印刷の社

長に入れと言われ、わから

なくても取り敢えず 2 年間

だけ入れと言われました。2

年間で辞めるつもりでした

が初代親睦活動委員長

を務め、元々芸能関係を

やっておりましたから、何か自分に合うような感じがして 2

年で辞める頃に色々な方と知り合い人間関係が出来

て辞められなくなりました。そして未だお世話になりながら、

今います。もう少し頑張りますのでどうにか死ぬまで宜し

くお願いします。 

 

坂井 治 会員 

私がロータリーに入った時は JC の現役メンバーでした。

しかも日本 JC の委員長というとても忙しい役をしている

時でして、ロータリークラブに取り敢えず入るけれども何も

出来ないよと最初の半年間はほとんどやっていませんで

した。それと私の父が千

歳中央ライオンズクラブの

創立会長ですから僕はラ

イオンズクラブに入るのだ

ろうと皆さんに思われてい

て、スポンサークラブ千歳

RC の当時の佐藤会長

が会社に来て、私の会社の中島専務にロータリーに入

れと言われました。中島専務は苦手なので何とかしてく

れと言われ、それでしょうがないのでロータリーに入ります

よという事で入らせていただいたのが最初のきっかけでし

た。29 年間いつの間にか気が付いたら会長を 2 回やっ

ていますし、ガバナー補佐もやらせていただき地区委員

本日のニコニコ BOX 合計額 71,000 円 

今年度 累計額 419,098 円 

チャーターメンバーの皆さん勢揃い (^^)/ 
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長もやらせていただきました。最初は白木さんが委員長

の時の副委員長をさせていただきました。その時に委員

長の補佐をさせていただきました。JC時代に親睦の事も

勉強しましたのでお手伝い出来たかなと思います。あま

り長く話すと嫌がられるのでこれぐらいにしておきます。 

 

羽芝涼一 会員 

我々のクラブを作る上に

おいて佐藤秀雄さんが当

時の会長で、幹事が高

慶さんだったのですが正

直自分自身冷静だったと

思います。JC 卒業後 3

年経っていましたがロータ

リーは凄いのかなという気がしながら入会させてもらいま

した。7 代目会長をして尚且つ高塚さんに「お前が出来

ないことは俺が全部後を拾ってやる」という言葉にだまさ

れガバナー補佐をやらせてもらいました。ボランティアとい

う部分の仕事以外で30 年頑張ったという事で、自分を

褒めてやりたいと思います。 

 

松坂敏之 会員 

チャーターメンバーにお願

いがあります。僕は 30 周

年の会長を引き受けまし

た。それで僕が辞めた時

に一斉に辞めないでくださ

い。ちゃんと最後までやっ

てください。それでなけれ

ば困ります。辞めないで欲しい。愛情があるならば最後

まで残って欲しいというのが一つ。それと同時に新しい会

員を何とか増やしていただきたい。我々もそれだけ愛情

豊かにこのセントラルロータリークラブの事を考えています。

だからそれを引き継ぐ新人も私達も一生懸命お手伝い

しますので、頑張っていって欲しい。それをお願いしたいと

思います。 

 

土居栄治 会員 

今誕生日を思い出してお

りますが、確か日曜日だっ

たと思います。11 月 19

日は RI が決めた事であ

り、実質的には3月ぐらい

から例会をやっていました。

RIの承認が11月19日

です。それまで毎週必ず例会はやりました。最初は 18

名ぐらいしかいなくて 25 名でないとロータリーは作れませ

ん。千歳ロータリークラブから 10名ぐらい掛け持ちして設

立するという事でしたが、我々何とか頑張って 37 名まで

持っていきました。前々日に高田社長から渡辺さんを紹

介してもらい 38 名で創立しました。29 年前を思い出

すと涙が出てきます。ロータリーの経験者が誰もいないも

のですから、佐藤会長と高慶さんに千歳 JC の OB 会

総会の後、当時の日航ホテルで昼食をご馳走になりな

がら、上手く丸められました。佐藤会長、高慶さん、南

雲さん、須藤さんのお父さん、武石さんなど 1 年近く勉

強したと思います。その中で発起人と色々話した後千

歳セントラルロータリークラブが生まれました。 

 

佐々木俊英 会員 

チャーターメンバーの方々の話を聞いておりましたが、私

も 1989 年に JC を卒業して高塚顧問あるいは岩田さ

んから誘われてセントラルロータリークラブに入会させてい

ただきました。30 年経ち

ました。70 歳になりまし

て早いものだとつくづく感

じております。先ほど松坂

さんもお話しておりました

が、組織は新陳代謝が

上手くいっていなければ

必ず尻すぼみになり無くなります。そういった意味で新し

い血、若い連中を引き込んでいかないと活性化しない、

組織は存続しません。いろいろな組織において言えると

思います。そういった意味で私もご承知の事と思います

が、自分の会社の代表を引退しました。新しい社長を

セントラルロータリークラブに入れようと思ったので話をしま

した。人脈を作る上で是非入りたいという話で進んでい

た訳でしたが、釧路に本社があり理事会にかけたら却下

されたそうです。社長と交代して私が辞めるとちょっと寂し

いなと思っていましたが、社長がセントラルロータリークラ

ブに入れなくなったものですから、松坂会長エレクトから

来年 30 周年の実行委員長をやってくれと言われていた

ものですからそれも出来ないなと思っていましたが、それ

が出来る様になりました(笑)。 

個人的に 30 周年終わったら辞めようかなと思っていまし

たが、先ほど松坂さんに辞めないでくれと言われたので 1、

2 年は残っていようといます。そんな風に思っています。で

すからチャーターメンバーの方々、30 周年終わってもす

ぐ辞めないように。またプライベートは最近眼鏡を変えて

普通の人間に戻りたいと思います。女房とはすこぶる上

手くいっております(笑)。家庭も安定しておりますのでご

心配なくいただきたいと思います。 
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 閉会のあいさつ  会長エレクト 松坂敏之 

髙木年度は後残すところ

7 ヶ月です。勘定していた

ら髙木会長が私の顔を見

てニコッとされました。これ

は何なのだろうと思いまし

たら、もう少しで私は楽に

なるという事なのでしょうか。

そう思うと同時に30周年の事を考えると胸のあたりが心

筋梗塞になりそうでつまされる部分があります。出来るだ

け元気に楽しくロータリーをやりたいと思いますので 30 周

年を一緒に仲良く楽しく頑張ってやりましょう。宜しくお願

いします。 

それでは 29 年おめでとうございます。来年は 30 周年に

なります。皆で楽しく元気にやりましょう！ 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 望月秀則 

次回例会は 11 月 28 日（木）、移動親睦夜間例会

「千歳 RC 合同例会」です。開会点鐘 18 時 30 分、

会場はベルクラシックリアン。担当は親睦活動委員会。

宜しくお願い致します。 

 

 例会スナップ   
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 NEWS ＆ TOPICS  

世界ポリオデー：また一歩、大きな前進を遂げる 

世界ポリオデーの 10 月 24 日、ロータリーとパートナー団

体による世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、「ポリオ

のない世界」という究極の目標に向けて、また一歩、大

きな前進を遂げました。この日、3 型の野生型ポリオウイ

ルス株の根絶が発表されました。 

この歴史的な発表は、世界ポリオデーにロータリーが世

界各地で配信した特別プログラムの中で、世界保健機

関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長が行いました。

同氏は、3 型ウイルス株による発症が 2012 年 11 月に

ナイジェリアで検知されて以来報告されておらず、専門家

から成る独立委員会が、この種類のウイルス株が世界

的に根絶されたことを結論づけたと述べました。2 型ウイ

ルス株は、2015 年に既に根絶が宣言されています。 

「これにより、残るは 1 型の野生型ポリオウイルスだけ」と

テドロス・アダノム氏は述べ、ポリオフリーの世界の実現に

向けたこれまでのロ

ータリーの尽力に言

及しました。  

また、自己満足が最

大の敵だと指摘し、

「最後の一押しのた

めに 2 倍の努力で

臨んでいただきたい」と激励のメッセージを寄せました。 

 

 SCHEDULE  

 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間 ■創立
記念日（1990.11.19）■次年度理事指名委員会設
置 ■親睦例会「観楓会 in 支笏湖」 ■国際ソロプチミ
スト千歳チャリティーパーティー ■千歳 RC 合同例会 
■ガバナー公式訪問 ■財団・米山・地区補助金管理
セミナー 

26 日 11 月 28 日に例会日変更 

28 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会」 
[担当/親睦活動委員会（委員長 高野 悠)] 

30 日 RI 第 2510 地区財団補助金管理セミナー(札幌) 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■親睦例会「クリスマス家族会」 ■上
半期報告 ■次年度理事指名・任命 

3 日 
通常夜間例会 「年次総会」 [担当/理事会(進行担当/
幹事 大下和志)]※36 分例会 

10 日 
通常例会「卓話 千歳市民ミュージカルあやの見た空」
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会 (委員長 四方信次)] 

17 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会」 
[担当/親睦活動委員会（委員長 高野 悠)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

24 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に国民の祝日） 

http://polioeradication.org/
https://www.who.int/dg

