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本日のプログラム 会長挨拶  会長 斉藤 博司 

●会員増強委員会委員長 須藤 丈 ロータリアンの品格、そして社会人として、一市民としての

人格。孔子は「智とは？」の問いに「人を知ることだ！」と答

えたそうです。我々の社会生活では人を知るという、この困

難きわまりない架け橋の上をかろうじて渡っています。人間

として人間ほどつかみにくい存在はありません。疑いが過

ぎれば力を引き出すことは出来ない。たやすく信ずれば必

ず禍を引き起こす。人間みな過失を避けることは困難な筈

です。それを少しでも小さくするように努力しなければなら

ないと思います。また”王 安石”という人物は対立する

「党」のメンバーを個人的に憎むことはなかったという。風に

吹かれて瓦が落ちてきて安石の頭にぶつかって傷をつけ

た。瓦のほうも割れてしまった。安石は怒る気もしなかった

ということです。小人は自らの自分が分かっていないだけで

ある。人間さまざまな悪をはたらくのも何かの弾みで外から

突き動かされているに過ぎないと考えたら気は楽である。 

先日高塚パスト会長より紹介があり、6 月、7 月以降になる

かも知れませんがほぼ確実に入会いただけるというお話を

いただいております。高塚さんにはお手数ですが今後のプ

ッシュをよろしくお願いいたします。 

退会された坂口達也さんですが再入会の気持ちがほぼ固

まっていらっしゃるようです。多分 7 月ごろにはいいお返事

をいただけると思っております。 

また、エレクトからの紹介では 7 月を目途に入会できそうだ

という方の報告もございます。地域と密着した活動が出来

ればとの意思がおありのようなので、会長・推薦いただいた

千葉さんにご同伴いただきお話してみたいと思っておりま

す。 

ＨＰ（クラブのホームページ）では会員増強推薦者の状況を

随時、閲覧することが出来ます。今後 4 月～6 月で次年度

に引き継げるように頑張りますのでご協力よろしくお願いい

たします。今までの活動に対しましても非常に多くの方から

プッシュいただいております。ありがとうございます。 

 
幹事報告 幹事 井上 英幸 

 長沼ＲＣ15 周年記念例会出席のお礼状を受理 
  長沼ＲＣ国際交流フェスティバル（5 月 19 日）の案内 
●会長エレクト 入口 博美  長泉ＲＣより例会変更のお知らせ 
次年度の体制についてお話させていただきます。先日函館

の研修セミナーにて“ロータリーは分かち合いのこころ” の

テーマに基づきお話を伺いました。次年度の方向性等々感

じ取り、皆さんに提案、一緒にやっていこうと提唱していくこ

とになります。ＣＬＰの話が主立っておりました。クラブの規

模に応じた中身の、事業・組織に基づいてクラブを活性化

させようということになるわけです。3 月 6 日に次年度体制

の第 1 回理事会を開催、ＣＬＰに基づき 7 名の理事でスター

トします。組織の編成・事業年間プログラム・予算について

討議しました。 

 米山梅吉記念館より 

1. 春季例祭のご案内 

2. 100 円募金賛助会入会のお願い 

 07-08 年度のロータリーテーマ幕を披露します。 

 
委員会報告 地区 WCS 委員 田口 廣 

 ＷＣＳ検証 チェンマイのダム事業の決算書・感謝状が

来ています。 

 チェンマイウォータープロジェクト（ダム）の事業申請に

あたり、皆様からの書き損じはがきありがとうございまし

た。8 月頃に完成し、来年の検証になるかと思います。 

では入口年度で何をやるのか？ どういった方向性か？ 

といいますと、「情熱と緑と汗」この 3 つをテーマにしたいと

思います。高塚パスト会長の基に集まり発足した千歳セン

トラルロータリークラブ。私は 17 代目になりますが、きっとロ

ータリーに対する何らかの期待感があったと思います。そ

の期待感というのは確かに 4 大奉仕部門もありますけれど、

やはり会員同士の相互交流、親睦、こういったものを十分

に持ち合わせることが、わがクラブだと思っております。現

在 29 名、一致団結した形を！それが所信ではないかと、も

っともっと「情熱」という言葉を使って、もっと仲良く、楽しくと

いう形であっていいのではないか？ 

 

 

 和田次彦会員：3 月市議会が終了しました。  

ニコニコ BOX 

 羽芝諒一会員：例会欠席しました。 

 多賀 勲会員：私も欠席しました。 

 須藤 丈会員：日曜日、娘が民謡大会で優勝。（向かう

ところ敵ナシですね） 

 大野 馮会員：結婚 40 周年記念！（オメデトーございま

す） では何を基にやっていこうか？ これが「緑と汗」です。今回

の長泉ＲＣとの締結 10 周年、これを軸としての桜の植樹、

ズタズタにされた支笏湖の森を我々の手を貸して復興に協

力しよう。 

 高塚信和会員：大井さんの 3 回忌（3/31）。 

 

 

 この事業を継続したかたちで我々の年度にも持っていこ
 



う！ さらには我がクラブの 20 周年記念事業との関連を踏

まえ、次々年度にも継続して貰えると有難いと考えておりま

す。汗をかいてまちに緑をつくろう。 

今回は駅前に桜の木を我々の記念樹として植えます。それ

をスタートとして、もっと違うところに我々が働きかけできる

ようなスタンスで桜の木を増やしていこう。そういった働きか

けをする団体になってもいいのでは？ 我々自ら、汗を流し

て植樹をしてもいいのではないか？ということで進めてまい

りたいと思います。 

この基本方針から年間プログラム・予算編成に入っていこ

うということでお話をさせていただきます。 

理事会にて作成された組織編成が皆様のお手元に配布さ

れましたが、後からもう一度考え直さなければならないとこ

ろが発見されましたので、大きくは変わりませんが保留にさ

せてください。 

地区の補助金についてはもう少し勉強して申請可能であれ

ばどんどん申請しようと思います。予算のポイントは、前年

度予算と対比すると 120 万円もの赤字になり、足りない部

分をどうするかが理事会にて討議されました。 

健全なる運営をするためには 35 名の会費収入がなければ

ならないといわれており、会員増強は必須です。 

なんとか預金の取り崩しがないような組み方をしなければ

なりません！ 

予算書に収入の主だったところではニコニコボックス 90 万

円とあります。今までは 30 万から 40 万ですが、ひとつの努

力目標として何とか達成していきたいと思いますのでワンコ

インでも結構です。何とか協力を切にお願いいたします。 

支出の部でもケチケチ作戦です。従来はコーヒーを用意さ

せていただきましたが、4～5 万の赤字なので思い切ってや

めよう。 

昼食においてですが、昨年も費用をわずかでも削減してい

こうということから社会奉仕移動例会でしたが、次年度につ

きましても同じような考え方で、社会貢献をしながらの移動

例会を実践していこうと考えております。 

5 つの委員会ですが、活性化するためにとわずかですが予

算配分させていただきました。 

また、従来の例会出席率100％の方には記念品をそえての

表彰でしたが、記念品なし、賞状のみ。 

活性化と逆行するころかもしれませんがご理解いただきた

いと思います。 

バナーの発注ですが、発注を 50 枚にし、デザインの変更な

ど、まだ具体化されておりませんが、早めに発注したいと思

います。 

今年度の地区大会は函館になりますので、全員の参加は

望めないだろうということから予算には入れておりません。 

 

細かく、細かくないような雑駁のような話になってしまいまし

たが、以上私のテーマに掲げさせていただきました。「情

熱」に意図を全部包含させていただき、何卒皆様の温かな

ご理解を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

●次年度 幹事 佐々木 俊英 

次年度の年間プログラム（案）について説明  ※資料添付 



2007-08年度 例会プログラム（案）
通算 回 例会日 例会・行事 担 　当

795 1 7月  3日 ◇クラブ協議会「会長・副会長・幹事 指針発表」 会長、副会長、幹事

796 2 10日 事業計画特別委員会

797 3 17日 夜間例会 親睦活動

798 4 24日 クラブ運営［会計］（今井）、会計監査（土居）

31日 ★休会（月末）

799 5 8月  7日 ◇クラブ協議会 理事

 14日 ★休会（盆休）

800 6 21日 夜間例会「通算800回記念例会」 親睦活動

801 7 28日 SAA（羽生）、出席（長手）

802 8 9月 4日 ◇クラブ協議会 理事会

803 9 11日 IC・雑誌（坂井）、会報・広報［副幹事］（武田）

804 10 18日 夜間例会 親睦活動

805 11 25日 ガバナー公式訪問/千歳RC合同 会長、幹事

806 12 10月2日 プログラム（羽芝）、地域宣伝（佐藤）

807 13 9日 会員選考（鈴木）、職業分類（汲田）

808 14 16日 夜間例会 親睦活動

20～21日 「地区年次大会」/函館市

809 15 23日 ◇クラブ協議会 理事

30日 ★休会（月末）

810 16 11月6日 会員増強（千葉順吾）、退会防止（和田）

811 17 13日 研修（大渕）、ロータリー情報（大野）

812 18 20日 夜間例会 親睦活動

813 19 27日 ◇クラブ協議会 理事

814 20 12月4日 年次総会［36分例会］ 会長、幹事

815 21  11日 会員増強・退会防止［直前会長］（斉藤）

816 22 18日 夜間例会 「X'mas家族会」 親睦活動

25日 ★休会（年末）

1月  1日 ★休会（年始）

817 23 8日 夜間例会 「新年交礼会」 親睦活動

818 24 15日 社会奉仕（松坂）

819 25 22日 職業奉仕（須藤）

820 26 29日 ◇クラブ協議会 理事

821 27 2月  5日 国際奉仕（多賀）

822 28 12日 長期計画･企画（高塚）

823 29 19日 夜間例会 「雪見酒」 親睦活動

824 30 26日 ◇クラブ協議会 理事

825 31 3月  4日 地域活動（深見）、新世代（尾本）

826 32 11日 ロータリー財団（田口）、米山奨学金（千葉雄二）

827 33 18日 夜間例会 親睦活動

828 34      25日 ◇クラブ協議会 理事

4月  1日 ★休会（新年度）

829 35    8日 友好クラブ（竹原）

830 36    15日 夜間例会 親睦活動

831 37 22日 ◇クラブ協議会 理事

29日 ★休会（G･W）

5月  6日 ★休会（G･W）

832 38 13日 ロータリー財団［副会長］（白木）

833 39 20日 夜間例会 親睦活動

834 40 27日 幹事（佐々木）

835 41 6月  3日 ◇クラブ協議会 理事

836 42 10日 会長エレクト（井上）

15-18日 「国際大会」/米国・ロサンゼルス

837 43 17日 「会長、副会長、幹事 活動報告」 会長、副会長、幹事

838 44 24日 夜間例会 「07-08年度最終例会」 親睦活動

※移動例会を年度内5～6回実施予定（各例会担当と検討要）
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