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会長挨拶 会長 入口 博美 

幹事報告 

各委員報告 

前回の「支笏湖復興の森・補植作業」の移動例会では 25
名もの多くの会員の方々の参加を頂きました。厚くお礼を

申し上げます。私は、作業後の懇親会の準備に奔走し、

作業会場には参加出来ませんでしたが、皆さんの快活な

作業振りは幹事から伺っています。いつものように”ここぞ

のチームワーク”の発揮を頼もしく思いました。 
さて、私の年度は残すところ約 20 日間となり、例会につ

いてもあと 2 回となってしまいました。 
 

例会出席状況 （2008 年 6 月 10 日） 
会員数 34 名 
会員出席者数 25 名 
欠席者数（内：無断欠席） 9 （2）名 
出席率 （前回例会） 73.52 （82.35）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 0 名 
出席者数総計 25 名 

す。また、支笏湖での作業後に行った「千歳川河畔ジンギ

スカン懇親会」では、入口会長の陣頭指揮の下、会場準

備をして戴けた皆さん、ありがとうございました。楽しい懇

親会でありました。 

今日の例会は、会長エレクトの井上会員が担当する「次

年度に向けて」の抱負をお話されることになっています。

今年度から継続される事業も含めて、豊富な事業の数々

と課題に取り組まれると聞いています。残す私の任期で

は、次年度に上手く引継ぎが出来ますように、継続事業

では手を抜かずに最後まで取り組ませて頂きたいと考え

ています。私は次年度についても直前会長という肩書き

で理事会に残りますので、積極的にお手伝いさせていた

だこうとも考えている次第です。 

地区 WCS 事業検証ツアーで、タイのチェンマイ、ノンカイ

に田口会員と坂井会員が参加して参りました。感謝の盾、

オブジェを戴いています。今日は田口会員よりのお土産

が届いています。皆様でどうぞ。 
長泉 RC の三枝徳造氏がこのたび瑞宝双光章を授章さ

れました。高塚さんより報告があります。 
さて、今年度に当たっては「情熱」というキーワード、スロ

ーガンに向かって息を切らさず走り抜けて参りましたが、

果たしてそれが会員皆さん、または地域社会のニーズに

合致する方向性であったのかを、任期を終える時に自問

自答しています。その答えは、たぶん手掛けた事業の成

り行きとクラブの展望が導き出してくれるものだろうと思い

ます。 

 
 
 

高塚 信和 会員 
静岡では、丁度みかんの花が咲いている頃です。長泉

RC の三枝徳造さんが、この度、春の叙勲にて瑞宝双光

章を授章されました。司法書士をやっていらっしゃいまし

て、長年の功績により授章に輝きましたことを、お知らせ

頂き、早速祝電をしたためましたところ、このように音楽入

りのお菓子『みかんの花が咲く丘』を届けて頂けました。 

次年度では、早速に継続事業のアイドリングストップの事

業がクラブが主管しスタートします。これは、単年度だけ

では成し遂げられないものであり、継続事業として長いス

パンで当たるものであります。皆さんの事業に関しての理

解に感謝しつつ、今後の尚一層のご協力と奮起を期待し

お願いするところであります。 

地区 IC 委員会 委員長 坂井  治 
3 年間、地区 IC 委員長を務めておりましたが、今年度に

て終了しました。先日、最後の委員会を開催し、8 日には

新旧委員長引継ぎが行われました。次年度は副委員長と

してお手伝いさせて戴きます。 

 
幹事 佐々木 俊英 

前回の移動例会「支笏湖復興の森・補植作業」では 25 名

とたくさんの皆様に出席戴きました。支笏湖の森では枯れ

た苗木が30～40本程度ありましたが、皆さんで補植作業

と去年に苗木の不足で未植だった場所への植樹作業と

頑張って戴けました。ありがとうございます｡！ 

副会長 白木 松敏 
J8 サミット実行委員会より J8 サミットの内容を説明する

パンフレットが届いております。 
また、6 月 21 日に J8 市民実行委員会が主催する「アイド

リングストップ啓発運動」を市内本町で予定しています。
「復興の森」事務局から、フィールドマップが届いておりま 
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ご参加願います。 
次年度ガバナー補佐 羽芝 涼一 
6 月 1 日、会員増強セミナーに行って参りました。印象に

残った言葉として、丸山パストガバナーの「会員増強には

黒服を着て 2～3 人で攻めよ！ 怖い格好をしていくと絶

対に恐れて入る！！」。 

ニコニコBOX 

本日のプログラム 

また 8 日に、現ガバナー補佐の久野さんとの新旧交代の

引継ぎに入って参りました。午後の懇親会では、地区の

各委員長の方々とコミュニケーションを図ってまいりまし

た。 
 

  
 

入口博美会員 支笏湖復興の森の補植作業、そして花見

会にはたくさんのご協力ありがとう！感謝の気持ちです。 
坂井治会員：地区委員長を無事終えました。また千歳民

報にミナクールの記事で写真が掲載されました。 
白木松敏会員 6 月 7 日、J8 サミット記念として私のビジ

ュアルコーポレーション主催でオールディズのバンド演奏

によるイベント開催しました。J8 サミット市民実行委員会

に収益金の一部として 5 万円を寄付させて戴きました。 
今井章夫会員 明日、誕生日です。61 歳！ 
須藤丈会員 6 月 6 日、誕生日でした。50 歳！ 
佐々木俊英会員：千歳基地第 2 航空団の野球部壮行会

のチケットを皆さんに買って頂きました。ありがとう！ 
 

 
担当 会長エレクト 井上 英幸 

『次年度に向けて』 
我がクラブでは、数年前より CLP を導入し、着実に一歩

ずつ前方へ確実に歩みだし、地元の問題点を掘り起こし

ながら活動につなげていくといった流れが出来つつあると

思っています。先程、入口会長からもお話頂きましたが、

私の年度も「情熱・汗・緑 PART-2」といったノリで行きた

いなぁと思っております。  
次年度事業に据えている『エコプロジェクト』では、J8 サミ

ットを契機に、「アイドリンクストップ運動」を展開して参り

ます。これを J8 サミットの終了以降も我々がきちんとした

形で提唱し、運動としてのスタートの年としたいと考えま

す。 
入口年度から継承する「みどり事業」、これをリサイクルし

てみたいと思います。植樹もいいけれど、出来ればロータ

リー農園のようなものを創設し、春に種を撒き、秋に収穫

をする。そして、地域に還元、貢献するようなアイデアを創

造しながら実施出来たらと思います。既存の植樹事業に

ついては、アフターフォローをきちんとし管理して参りまし

ょう。  
「清掃活動」、これも我がクラブは熱心にやってきました。

新調したスタッフジャンバーを全員ではおり、回数を増し

て続けたいものです。 
千歳市は市制 50 周年です。恒例の年間事業の殆どに

「50 周年記念」という冠がつくということです。 
7 月 8 日には、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャン

さんを講師に迎え、国際交流、環境問題について記念講

話を開催します。クラブとしてのお手伝い依頼を正式に市

役所から受けておりますので、ご協力をお願いします。 
市制 50 周年の式典は 9 月 7 日（日）に市民文化センター

で開催されますが、市に問い合わせたところ、式典の開

催だけで祝賀会は企画していないということでした。 
そこで、千歳 LC、千歳中央 LC、千歳 RC、千歳セントラ

ル RC の 4 クラブ協働で、式典の前日になる 9 月 6 日に

祝賀会的なものをやろうではないかという企画が動き出し

ています。姉妹都市である指宿とアンカレッジから各 10
名程度のゲストがお見えになるということなので、姉妹都

市交流協会と連携を取り開催に向け実行委員会を立ち

上げました。実行委員委員長は広重氏（姉妹都市交流協

会会長）にお願いしています。各クラブから数名の実行委

員を出し、『市制 50 周年を祝う市民の集い』を企画すべく、

４クラブ手を取り合ってやろうとしております。 
実は、ロータリーとライオンズが手を組んで何かをやろう

ということは、千歳では初めてのことであります。 
今後に渡り、皆さんのご理解とご協力を宜しくお願い致し

ます。 
次に、ローターアクトクラブについてですが、今年度は活

性化と躍進に繋がるように新入会員の推薦、アクトクラブ

への支援金などを、クラブとして出来るだけ参画し協力し

ていくスターとの年度としていきたいと考えています。 
クラブ 20 周年に向けての準備をそろそろ立ち上げなくて

はなりません。そんな年度でもあります。 
友好クラブ長泉 RC とは 4 年前に WCS 事業として『ボー

イズタウン』人道的支援を協力し行っております。当時会

長の加藤精一さんから「また何か一緒にやりたいね。3 ヶ

年計画でやりませんか？」とお話を戴いて居りますので、

その件についても検討してみたいと思います。一層の友

好関係を推進して参ります。 
冒頭に、地元に目を向けるんだという意味合いをお話さ

せて戴きました。今年度の RI テーマは『夢をかたちに』 

です。我々の思っていることを”かたち”にできたらいいで

すね。どうか皆さん宜しくお願い致します。 
 
次年度予算について 
次年度会計 須藤 丈 
① ニコニコボックスの重要性 
② 事務局員賃金を月 3,000 円アップ 
③ 各事業費の予算組みについて 
④ ガバナー補佐の交際費を予算 
 
組織図及び年間プログラムについて 
次年度幹事 武田 伸也 
① エコプロジェクトの要点と行程 

・ アイドリンクストップ運動 
・ 清掃事業 
・ 農園事業 

② IM と地区大会の日程について 
③ 委員会と例会担当の在り方 
④ 移動例会の概要 
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