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会長あいさつ 

ニコニコ BOX 

各委員会報告 

幹事報告 

会長 入口 博美 
「会員の皆様、本日の例会はどうしても欠かせない会社

の出張で、欠席させて頂きますことを、まずはお詫び申し

上げます。 
さて、自社のガソリンスタンドの卸問屋は、関東以北で最

大である新日本石油の特約店の太平洋石油販売㈱であ

りますが、来年 1 月 1 日から北海道の地場企業である勝

木石油㈱と合併し「北海道エネルギー㈱」を設立し、新会

社がスタート致します。これは、厳しい石油販売業界の中

で生き残るための M&A に見る業界の再編成でありま

す。 

 

これを受け、私共販売店と新会社社長となります勝木社

長との間において、今後における会社運営等についての

諸調整の会議を、今まさに行われているわけです。 
実は、このような事由により本日の例会欠席と相成りまし

た。 
原油価格高騰による経済状況の変化はめまぐるしいこと

は、皆様すでに実感していることでしょう。それはまた、視

点を変え考えてみますと、エネルギー需要の大きな変革

期が到来しているということであります。 
それは、自由競争による生き残り対策、競争に打ち勝つ

だけの体質強化と販売力の強化、そして長期的に見たガ

ソリン需要の低下などの社会環境の変化を見据えてなく

てはいけない企業経営のあり方が問われているとも言え

ます。 
私の業界だけでなく、会員皆さんの業界、そして企業にお

きましても何らかの共通点があると考えます。 
私たちは、ロータリアンとして、佐々木パスト会長時代の

スローガンである「相互扶助の精神」を思い出し、この難

局を迎えるにあたり、会員相互間の理解を、更に深め合

うことが必要だと、いま強く思っております。」 
─── 代読 副会長 白木 松敏 

 
幹事 佐々木 俊英 

 ガバナー事務所より次年度地区ガバナー補佐の羽芝

涼一会員への委嘱状を受理致しました。 
 
 

 
 

 会計 今井 章夫 
年末のお忙しい中ですが、下半期会費納入を 1 月 10
日までにお願い致します。 

 次年度地区ガバナー補佐 羽芝 涼一 
12 月 8 日のガバナー補佐会議に出席して参りました。

公式訪問、I･MＩ、原稿提出についての話がありました。

皆さんのご協力を宜しくお願い致します 
 親睦活動委員会 委員長 千葉 順吾 
来週はクリスマス家族会です。今年はご家族の出席

が少ないようです。奥様、お子様、お孫様･･･是非、ご

参加ください！ 
 

 
 

 松坂敏之会員；第 2 回「氷と光のオブジェ」が 1 月 31
日から 2 月 3 日までの 4 日間、開催されます。今年は

「2008 ふゆトピアフェア IN 千歳」とタイアップして開催

されますので、協賛宜しくお願いします。 
 今井章夫会員；12 月 8 日に空港テナント会の忘年会

が ANA クラウンプラザ千歳で開催されました（628 名

出席）。乾杯の発声の任ぜられました。 
 羽芝涼一会員；今井会員と同じく出席し、最後の締め

の発声を任ぜられました。 
 坂井治会員；ブルーファミリア「さわやかチャリティーコ

ンサート」の収益金を 10 万円分の図書、DVD とし市立

図書館に寄贈しました。その様子が、12 月 10 日の民

報に掲載されました。 

例会出席状況 （2007 年 12 月 11 日） 
会員数 33 名 
会員出席者数 27 名 
欠席者数（無断欠席） 6（3）名 
出席率 81.8％ 
ゲスト・ビジター出席者数 0 名 
出席者数総計 27 名 
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本日のプログラム  

「新入会員卓話」 担当/直前会長 斉藤 博司 

 
柏田 欣也 会員 （2007 年 7 月 17 日入会） 
入会し 6 ヶ月が経ち、ロータリーとは何ぞや？ 未だに勉

強中でございます。 
入会する際には肩苦しい会ではないかと心配でしたが、

実際入会し、奉仕活動、親睦を通じて会員相互の仲間意

識が高まっている事に大変驚いているところです。 
高齢になるにつれて、新たに仲間、友達とか、なかなかで

きないものですが、しか

しながら今回入会しまし

て、さまざまな業種の方

と知り合い仲間ができま

したことに感謝しており

ます。例会についても

100％出席を目指して頑

張りたく思います。 
── その他、勤務される自動車学校の実情、道路交通

法、身体障がい者への対応などについて、詳しくお話を戴

きました。 
 
加藤 正志 会員 （2007 年 12 月 4 日入会） 
昭和 38 年生まれです。クラブでは一番若い会員ではない

かと思います。東北福島県出身で、桃、りんごが有名です。

クリスチャン系の学校で男子 3 人女子 40 人の教室の中

で、ワンパクで歴史を作り卒業した経歴がございます。そ

の後、公立の中学、県立の福島高等学校を卒業するので

すが,実家が眼鏡店。長男でしたので「後を継げ」と言わ

れましたので大学進学できずに、日本眼鏡専門学校に 2
年間通いました。23 歳で親の跡を継ぎ、次の年に福島中

央ロータリーに無理矢理引っ張られて 7 年近く在籍してい

ました。一番若かったので会報を担当し、ロータリーの唄

を聞き とても懐かしく思い出されます。 
その後 専門学校で知り

合った彼女（加藤眼鏡

店）と結婚。昨年まで加

藤さんにお世話になりま

した。事情がありまして

独立。千代田町で M&G
トラストコーポレーション

として新規スターとしました。 M はめがね、G はゴルフで

す。ゼロからのスタートになりますので宜しくお願い致しま

す。 
 
清水 清光 会員 （2007 年 9 月 18 日入会） 
千歳で産まれ、千歳で育ち、親の後を継ぎながら農業を

やっています。 
いまだかって農業をやっているのは土地に魅力があるか

らです。土地はあくまでも人に売ったりするものではなく、

自分の土地で自分が種をまき、育てたものを食べて生活

するものだと教えられました。ハスカップ、イチゴ、これか

らメロンもつくってみた

いと思っています。 何

のため？ う～ん 孫の

ためでしょうか？  
末広の「農業をしのぶ

会」のメンバーですので、

その中から少しお話しさ

せて頂きます。 
─── 農業にまつわる楽しいお話を、多々伺うことが出

来ました。 
 
山本 啓子 会員 （2007 年 9 月 4 日入会） 
 8 月 7 日の火曜日でした。新橋通りの夏祭りのお手伝い

に行っておりました。 
スタッフが沢山いる中、私は何しようかと思っているところ

へ、ドドッ！とセントラルRCの方が10人くらいでお見えに

なりました。わたしも人なつっこいものですから、皆さんの

そばに行き椅子に座っ

てしまいました。それが

ロータリー入会の縁にな

ってしまいました。（笑） 
まだロータリーの事はよ

く分かりません。 
今日の卓話のテーマは

何でもいいと言われましたが、テーマが無いほど難しい事

はございません。（笑） 
法人 9 月号に『企業物価と消費者物価の不思議な現象』

というのが載っていました。 
今の我々の商売に関わる、とても気になる記事でした。 
通常 企業物価が上がれば消費者物価も上がっていか

なければいけないのに、ここ 5 年程は企業物価は 2.2％

の 9 年前に戻っています。ところが消費者物価は 0.2％ず

つ下がり続けていることは商売をやっていてやりづらいわ

けです。この現象は完璧にデフレが起きていたにも関わ

らず、政府日銀では、まだ日本の国はデフレではないな

いと言って物づくりを続けさせ、我々にディスカウントな安

売り合戦をさせ、利益が上がらない状況に陥ってしまった

ということに起因します。 
酒類業界では、この 2～3 年、北海道のほとんどの問屋

は三井・住友・三菱系の大手に吸収されてしまい、逆にそ

りが業界的には落ち着いたかなというところなっています。

さて、その次にやってくるのが、私たち小売業者ではない

かと思います。この難局を生き残るためには、こちらも値

段を上げながら、しかしながらお客様をソッポを向かれぬ

よう、難しい事ですが上手にやって行かなくてはと強く思

います。 
これから、楽しいお正月を迎えます。お酒とタバコ、贈答

の山田商店を宜しくお願い致します！（笑） 
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