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お客様のご紹介 ニコニコ BOX 

2510 地区 パストガバナー 佐藤 秀雄 様 

高慶 繁博 様 

高田 昭治 様 

2510 地区第 7 グループ ガバナー補佐 木村 照男 様 

千歳 RC 会長 五十嵐 宏 様 

千歳 RC 副会長 酒井  宏  様 

 

本日のプログラム

会長 斉藤 博司 

わがクラブ・創立 16 年目となりました。パストガバナーで

あり当事の千歳 RC 会長であられました佐藤秀雄様、幹

事の高慶繁博様、そしてこの点鐘の鐘をはじめ、たくさ

んの協賛くださいました高田昭治様 、また現ガバナー

補佐の木村照男様、千歳 RC 会長の五十嵐宏様、副会

長の酒井 宏様、本日の招待にご臨席くださり誠にあり

がとうございます。 

昨年 須藤会長の時には、皆様のおかげを持ちまして

盛大に 15 周年という節目を祝うことができました。この

ご時世のせいか？ 当会も会員の増強に努めておりま

すが、約 30 名の少人数の会になっております。少人数

ながら目いっぱい歓迎申し上げます。本年は 20 周年記

念を近くの目標としてスタートの年と位置づけております。

ご列席の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

夜の清水町でお会いしたら声をかけてください。へいこ

ら付いてまいります。そして人生のこと、地域のこと、RC

のことなどなど大いに語り合いたいと思います。ありがと

うございました。 

 

幹事 井上 英幸 

 ご臨席いただきました皆様からご丁寧にご祝儀をい

ただきました。ありがとうございます。 

 佐呂間町竜巻被害救援募金のお願い 

 2510 地区パストガバナー 大橋康次 様（札幌

RC）がご逝去いたされました。 

東
  

 2007 年 RI 次大会のご案内。ソルトレイク・シティ（07

年 6 月 17-20 日） 

 RI 補助金申請合否の結果ですが、4000 件を超える

申請のおかげで、12 月 15 日くらいに返事をいただけ

そうです。 

 

 

 

 

 

 

高塚 信和会員：思いを尽くし、熱意を尽くし、自分のこ

ころを超えた眼を！ 

大野 馮会員：今日はゆっくり楽しく参りましょう。 

千歳 RC 会長 五十嵐 様：創立 16 周年おめでとう！ 

須藤 丈会員：千歳ユネスコ協会による「わたしのまちの

宝物」の絵画展に娘が入賞！ 

西野 文雄会員：自分が育った町を大切にして欲しい。

そんな願いからユネスコによります「わた

しのまちの宝物」展が、日曜２６日までギ

ャラリーで開催されております。ぜひご覧

ください。 

会長挨拶 

多賀 勲会員：どんぐり会ゴルフで優勝。 

松坂 敏之会員：10 月 16 日に恵庭島松に調剤薬局を出

店しました。 

竹原 孝会員：楽しい旅行を。 

武田伸 也会員：長期休暇をいただいておりました。皆

様のお顔を久方ぶりに拝見し、本当に

心底ニコニコでございます。 

 

 

 

担当 親睦活動委員会委員長 白木 松敏 

「クラブ創立記念例会」 

 

司会 

創立例会です。16年前を思い出しながらゆっくり楽しく

飲んでいただきたいと思います。 今日はフレイヤーより

お越しいただいております。 幹事報告 
思い出のビデオを上映中です。ゆっくりとご覧いただき

皆様で懐かしんでいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

     乾杯 

8 代目会長 多賀 勲 

38 名でスタートしたセントラル。8 年目に会長職をおおせ

つかり、ありがたく思っております。16 年間の思い出に

乾杯！   

 

5 代目副会長 佐藤 文雄 （最年長会員） 

ロータリー16 周年を振り返ってみますと、あのころは平

均年齢 45 歳でした。若かったですね。『ロータリークの

経験がない、実績がない。その中でこの若さを何とかひ

とつにしてロータリアンとして活動したい』 初代会長の



高塚さんの重みを持ったこの言葉に感動したことが、い

まだ忘れることができません。わたしは今リハビリー中

ですが、若さを貰うためにもまだまだ辞めないでおかせ

てください。ありがとうございます。 

 

パストガバナー 佐藤 秀雄 様 

おめでとうございます。初代会長の高塚さん、土居さん

と思い出をお話していたところです。若い心を例会に持

ち寄って自分を高めていこう！ 地域社会に奉仕する。

これがロータリーのこころの原点でございます。これを

機会にクラブがひとつになって奉仕をしようではありま

せんか。 

 

ガバナー補佐 木村 照男 様 

千歳 RC は何とか 70 名を維持していますが、チャーター

メンバーが一人もいなくなっています。セントラルさんは

チャーターが 14 名であると、そして一丸となって纏まっ

ているところを拝見し、すばらしいなあと思い返していま

す。 

 

千歳 RC 会長 五十嵐 宏 様 

なつかしいなあ！ ビデオを見せていただいたおります。

16 年前、私は只の委員で特別なお手伝いはしていない

んですけれど、基本的にどのような形で新しいクラブを

つくるかということで、フォーラムをやったり、検討した経

緯がございます。 

千歳 RC も来年は 40 周年を迎えます。これから何かと

準備して、皆様をお迎えしたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

パスト会長 須藤 丈 （最年少パスト会長） 

最後の任にはふさわしくないのですけれど、チャーター

メンバーでは一番年下でございました。親クラブの皆さ

ん、初代会長、土居さん、皆さんの指導で 16 年を迎える

ことができました。経験者がいないクラブで、当時の役

員の方はご苦労されたことと思います。5 周年の今井会

長の時くらいまではメンバーはクラブのことを何も分から

ず、ただついていくだけという雰囲気だったように思いま

す。でも何かやるときは纏まって、今以上に纏まって、特

に今井さんの 5 周年式典には、前の晩に準備のため体

を出して手伝いもし、当日もそれぞれの担当を一生懸命

やったことが印象に残っています。その後、事業ではパ

ークゴルフがあり、ごみ拾い、神社境内の掃除、長泉

RC との友好など、いろんなことがあった 16 年であり、経

験を糧にしながら何とかやってきたかなあ。これをきっ

かけに若返ることができますよう、健康を維持されてロ

ータリー活動をがんばってと願っております。 

 

初代会長 高塚 信和 

思いを尽くし、熱意を尽くし、自分を超えた眼を！！  

そんな気持ちで 2 年間会長職を務めさせていただきまし

た。 

38 名のなつかしいメンバーにお会いしました。16 年、足

掛け 17 年になりますが、スポンサークラブ千歳 RC の皆

様があってこその私たち、と思います。私たちがやって

きたこと、やがて来る 20 年ということで、わたしたちロー

タリアンとして、思いを結集して責任を持ってやっていこ

うではありませんか。 

 


