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会長あいさつ 

WELCOME 

ガバナー補佐挨拶 

 
 久野 等 様 
第 7 グループガバナー補佐（恵庭 RC） 

 古谷 基徳 様 
長泉 RC 副会長理事（会長エレクト） 

 入口  明 様 
入口会長令夫人 

 井上 京子 様 
井上会長エレクト令夫人  

例会出席状況 （2007 年 9 月 18 日） 
会員数 32 名 
会員出席者数 29 名 
出席率 90.6％ 
欠席者数 3 名 
無断欠席者数（欠席者内） 1 名 
ゲスト・ビジター出席者数 4 名 
出席者数総計 33 名 

  
ガバナー補佐 久野 等 会長 入口 博美 

本日は夜間例会日ということで、昼間は恒例のゴルフコン

ペをゴルフ日和の下で楽しむことができました。そして、私

の女房と井上会長エレクトのご夫人もゴルフに参加をさせ

て頂き、且つこの例会にも出席させて頂いておりますこと

お礼申し上げます。 
今夜は、長泉 RC 会長エレクトの古谷様がメイキャップで

遠くからご出席を頂いております。先程 1 時間程度ではご

ざいましたが、両クラブの状況報告、そしてこれからの運

営等について懇談させていただき大変参考になりました。

私共の友好クラブとしてのお付き合いが大変有意義なも

のであり喜ばしく思っております。 
そして、9 月入会の手続きをしておりました新入会員の清

水清光様が本日始めての例会出席となり、後程バッジ授

与をさせて頂きます。是非ロータリーライフを楽しんで頂き

たいと思います。会員の皆様と懇親を深めて頂き、有意

義な交流を図られることを強く望んでおります。 
2回目のクラブ訪問ですが、夜間例会なので気楽にいらし

て下さいと言われ書類も何も持たずに参りました。 
本日は遠く静岡の長泉 RC より古谷さんがいらしてくださ

いました。友好クラブとして長くいつまでも交流を！という

ことを願っております。 

本日の例会開会前に 1 時間半程度の時間でありましたが、

今年度入会された柏田会員、山本会員、清水会員の 3 名

に、「ロータリーとは何ぞや」をテーマに新入会員のオリエ

ンテーションを行いました。いち早く馴染んで戴くためには、

ロータリアンとしての基礎知識が必要であることから実施

したものです。 

また、この度は女性会員が初めて入会されたとのこと、私

の所属いたします恵庭 RC としては大変うらやましく思い

ます。会長とは長い付き合いですが、今日は会長の奥様

にも初めてお目にかかれて光栄でございます。本当に大

変良い日に出席できましたことを喜んでおります。 
終わりに、本日は久野ガバナー補佐に第 2 回目の訪問を

頂いております。先週の予定でありましたが、夜間例会で

皆様と酒を酌み交わしながらの方が、中身のある訪問に

なるということで今日の例会にして戴きました。 
10 月の地区大会には函館で観楓会を計画されているよ

うにお伺いしました。夜の函館も必ず気に入ることでしょう。

楽しみながら和気藹々と行かれることを望んでおります。 以上、会員皆様には宜しくお願い致します。 
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幹事報告 ビジター挨拶 長泉 RC 副会長 古谷 基徳 様 幹事 佐々木 俊英 

5 月の植樹祭には参加することができなく、友好提携を結

ばれたときの大井パスト会長の墓参もできなかったので、

今回足を運ばせて戴きました。友好提携10周年を終え節

目が過ぎたところですが、友好クラブとして、これからどの

ように楽しくお付き合いをさせて戴こうかということで、大

切なお時間を入口博美会長ほかパスト会長の方々と相

談させて戴きました。 

 長泉 RC の古谷副会長（会長エレクト）より、私共会員

にたくさんのお土産をいただきました。また、長泉 RC
の石垣パスト会長には日本酒「越の寒梅、久保田」を

差し入れに頂戴しています。皆さんで美味しく戴きまし

ょう。本当にありがとうございます。 
 9 月 1 日よりロータリーレートが 116 円に変更しました。  

これまでは 122 円。 
もうひとつ CLP においてはセントラルさんが先輩で、我が

クラブも今年から取り組んでいこうと思っておりますので

その辺をご教授願いたいと思っております。 

 ガバナーノミニー推薦のお願いが届いています。 
 地区 WCS 委員会より 地区大会ブース設置のご案内

が届いています。 10 月 20 日（9:00-17:00） 
10 周年に出席させて頂いた折には、いろいろご迷惑をお

かけしたことがあったかも知れません。その点のお詫び

方々、今日は出席させて戴きました。 

 また、回覧にて WCS よりタイ・チェンマイ地区チェック

ダムレポートを回しています。ご覧ください。 
 

ありがとうございます。  
委員会報告  

 社会奉仕委員会 委員長 松坂 敏之 
秋の交通安全運動セーフティコールを 9 月 21 日（金） 

16:00 から実施致します。ご参加願います。 
集合場所は緑町 2 丁目多目的広場。啓発場所は北栄

小学校周辺国道 36 号線。 
 地区 IC 委員会 委員長 坂井  治  
地区大会にブースを構え展示いたします。是非お立ち

寄りください。 
 

 
ニコニコ BOX  

 古谷様（長泉 RC）：夜間例会に参加できてうれしく思

い感謝致します。 
 羽生有三会員：「ちゃんと」1 周年を迎えました。ありが

とうございました。 
 

 
入会式  入口博美会員：久野ガバナー補佐、長泉 RC の古谷

様、新入会員の清水さんをお迎えしました。 
 

新入会員 清水 清光（62 歳） 
 和田次彦会員：清水清光さん、入会ありがとう！わた

しと同級生なのです。皆さん、よろしく頼みます。 
 白木松敏会員：遅刻したので二コ二コ。 
 羽芝涼一会員：先週は法人会の全道大会で欠席しま

した。クラブから 5 人が追随してくれて！ 
 深見 浩会員：今日のゴルフコンペ優勝しました。毎日

ゴルフやってま～す。 
 坂井 治会員：今日のゴルフはクジ運に恵まれて、準

優勝でした。 
 久野ガバナー補佐：お土産戴きました。ありがとうござ

います！ 
 長手英記会員：2 回連続で欠席しました。 
 土居栄治会員：インディアン水車祭りに出店しました。 
 井上英幸会員：女房がコンペデビュー。コースを回る

のは5～6回目らしいのですが、皆さんの足を引っ張っ

てゴメンなさい。 

久野ガバナー補佐からバッジ授与を受ける清水新入会員

（左）。 
  佐々木俊英会員：今日のゴルフは入口会長と井上会

長エレクトの奥様と一緒にまわり、足を引っ張られるこ

となく、美人に囲まれ楽しくゴルフできました。（笑） 
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本日のプログラム  

担当/親睦活動委員会 委員長 千葉 順吾 
夜間話例会「たくさんのお客様と共に」 懇親会 
 
─── お礼の挨拶 会長エレクト 井上 英幸 
久野ガバナー補佐、楽しい我がクラブの夜間例会によう

こそ！この後も引き続き 2 次会へご一緒して戴き、楽しく

語らいましょう。 
古谷さん、長泉から今日お着きになりましてお疲れ様です。

両クラブが抱えている問題も含めまして、友好クラブです

から共に語り合い、解決に向けて共に協力し合ってまいり

ましょう。 
新入会員の清水さん、山本さん、ようこそ我がクラブへ！ 
月に 1 回の夜間例会ですが、こんな感じで楽しく飲んでお

ります。昼間の例会ではキチッ！とロータリー活動を行っ

ています。（笑） 
時の経つのは早いもので、暑かった夏も過ぎ、秋になりそ

して冬がやって来ますが、その前に今年は 10 月に指宿

公園で植樹の事業がございます。入口会長を船長に「入

口丸」は心ひとつになるように頑張っておりますので、更

なる皆さんのご協力をお願いし、また皆様のご健勝をご

祈念申し上げます。 
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