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会長 井上 英幸 

7 月 1 日。 
第 1 回目の例会日となり

です。セブンイレブンを経

営している私にとって、

「1 と 7」の数字が続く日

に、スタートの日を迎えた

ことは、何かしらの因果

を感じ、心新たに頑張ら

なければと感じている次

第です。 
さて、今日は「千人の命」

というお話をさせて戴き

ます。 
今、私たちは当然のように生きています。私たちには親が

いて、その親にも親がいる。10 代遡ると、その数はまさに

千人になるそうなのであります。子孫を残してきて戴いた

が故に、自分たちがいるというお話です。 
10 代前、50 年位前になりますが、誰ひとり欠けることなく

いるからこそ、自分たちがいる。これから先 10 代 また自

分たちの子孫が繁栄していくとするなら、私たちもその千

人の中の 1 パーツ、1 人の人間として存在しなければなら

ないと思います。 
今、30 人のメンバーがいたとします。3,000 人の過去の

命が脈々とあったからこそ、今私たちが、ここにいることを

知ってもらいたいと思います。そしてこれから先、自分た

ちもそのパーツの一員として、次の世代にしっかりと命を

引き継ぐという役割を担わなくてはならない。大事な自分

たちの人生なのであります。 
昨年から入口会長を中心に環境、エコなど、聴き馴れな

い言葉を耳にして参りました。我々RC が改めて環境にテ

ーマを設けてクラブ活動するということは、過去にあまりな

かったように思います。 
今年度は、はっきりと「環境に目を向けた活動」と、ここで

公言したいと思います。 
セントラル RC は、18 年の歴史を歩んで参りました。19 年

目、20 年、30 年、そして 40 年、50 年と、我々の行動、活

動が未来に続きますようにご祈念申し上げて、次の世代

にしっかりと情熱と熱意、思いを残していくのだということ 

 
を、ここで誓いたいと思います。 
 

 
幹事 武田 伸也 

1 年間、よろしくお願い致します。 
 新しく会員をお迎えしました。彦坂忠人さんです。この

後バッチ授与式を行います。 
 怪我のためしばらくお休みされていました大淵会員が

久々に出席されています。まだ完治していない痛む足

を引きずりながらご出席です。後ほど、ご挨拶を戴きま

す。 
 J8 実行委員会に協賛品寄贈の件について。 

6 月 27 日に実行委員会会長である山口市長に直接

手渡して参りました。市長より日頃から我がクラブが市

民協働に参加していることへの感謝と今後の期待をの

言葉を戴きました。 
 クラブ管理運営委員会（今井章夫委員長）、委員会を

7 月 5 日（土）、日航ホテル末広の間で行います。 
食事代として会費 3,000 円。  

 07-08 年度活動報告書、08-09 年度活動計画書の提

出期限が過ぎてします。関係する方は、近々に事務局

へ提出願います。 
 会員手帳の件ですが、新入会員の情報が未掲載とな

っています。8 月中を目処に掲載したいと考えていま

す。怒らずにお待ちくださいませ。 
 ホテル内では、喫煙室以外は禁煙となっておりますが、

クラブ事務局においての喫煙は黙認していただいてお

ります。先日、事務局にて吸殻が新聞紙の上に転がっ

ており、火災の恐れがあったとのホテル警備から強い

警告を受けました。事務局内での喫煙にはくれぐれも

例会出席状況 （2008 年 7 月 1 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 25 名 
欠席者数（内：無断欠席） 10 （4）名 
出席率 （前回例会） 71.42 （91.17）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 0 名 
出席者数総計 25 名 
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吸殻の始末に細心の注意を願います。もう見過ごして

はくれません！ 
 本日より 10 日まで間、J8 開催にあたりホテル裏玄関

の出入りが原則禁止となります。正面玄関を使用して

下さい。 
 入口年度において、『アイドリンクストップ シンボルマ

ーク公募』を実施しておりましたが、昨日 30 日にて募

集を締め切りました。応募枚数 20 点、12 名の方から

の応募を戴きました。審査会を次回例会（7 月 8 日）に

て実施し、最優秀賞 1 点、優秀賞 2 点を決定します。

また、表彰式を 7 月 22 日（火）例会後に予定していま

す。 
 坂井会員よりご案内のありました「アグネス・チャンさ

ん記念講演」のサポートを我がクラブに依頼されてお

ります。7 月 8 日（火）、市民文化センター3Ｆのホワイ

エに 16 時 30 分に集合願います。当日は、J8 市民実

行委員会が用意したベストを着用。 

バッチ授与の後、井上会長（右）と硬い握手を
交わす彦坂忠人会員（左）  

 
 

ニコニコBOX 7 月 15 日（火）は、恒例の夜間例会「ザ・テラス」です

が、昼に今年度第 1 回の親睦ゴルフ大会を行います。

担当は、クラブ管理運営委員会 親睦活動担当の加

藤会員です。大勢の参加登録、お待ちしています！ 

ニコニコ箱担当 長手 英記 
今年度、山本会員とニコニコを務めます。よろしくお願い

致します。では、ニコニコボックス、オープンです！ 
 

 田口 廣会員 井上年度、スタート！おおいに目立ってく

ださい。  
各委員会報告  井上英幸会員 民報、道新にデカデカと掲載されました。

千歳 RC からも「目立っているね！」と言われました。 J8 市民実行委員会 坂井 治 
アグネス講演（7 月 8 日）のサポートについてお知らせしま

す。皆さんのサポート事業の内容は、ホワイエの手前の

エントランスホールでの人員整理係、ホワイエから会場へ

の案内係、会場内での人員整理係、また須藤会員と白木

会員には、障害者の方の担当をお願いしております。 

羽芝涼一会員 ガバナー補佐として、掛けた梯子を外さ

ぬよう気合です。ご協力を頼みます！ 
大渕 渡会員 4 ヶ月ぶりです。入口年度では、さっぱり強

力出来ずにごめんなさい。ショベルで足を骨折、未だに骨

がつかなく恵庭病院で超音波とリハビリを続けています。

治療に頑張り、井上年度のお役に立つように頑張ります。  
 今井章夫会員 今年度もよろしく！頑張ります。 

入会式  入口博美会員 今年も力を抜かないで、井上年度を支え

ます。 彦坂 忠人 会員 
1948 年 6 月 30 日生まれ 彦坂忠人会員 皆さんがたくさん入箱なので、私も「よろし

く！」の気持ちです。 クラブ管理運営委員会 担当／親睦活動 
 須藤 丈会員 上半期会費納入を早めに願います。ニコ

ニコボックスは山本さんと長手さんのスペシャルコンビで、

目標 70 万円はお任せです。よろしくお願いします！ 
彦坂 忠人 会員 
昨日 60 歳になりました。ロータリーの活動は初めてなの

でよろしくお願い致します。 高塚信和会員 新年度スタートにあたり。 
JA 道央に 36 年間勤務し、農業共同組合運動に携わって

参りました。職業分類欄には、農業コンサルタントとなって

おり、農業に関しては多少知識、情報があるものの、この

肩書きをずっと戴くことにはならないだろうと思います。適

当な名前ができますように、頑張りたいと思っています。 

大野 馮会員 副幹事として勉強します 
坂井 治会員 敬愛する彦坂先輩が入会されて感動で

す。 
武田伸也会員 今年度もヨロシク！ 
佐藤文雄会員 大渕さん、頑張ってください。 彦坂さん、

これからもよろしく！ このクラブには以前から入会したいと希望を出しておりま

したが、なかなか良いお返事がもらえませんでした。先日、

スポンサーの和田さんから「なかなか難しかったけれど、

やっと入れるようになった」「俺の力で入会が何とかでき

た」と言われ、今日は馳せ参じてまいりました。本当にあ

りがとうございました。和田さん！！(笑) 

 
 

本日のプログラム 幹事 武田 伸也 
≪第 1 回 クラブ協議会≫ 
本日のクラブ協議会は、今年度の会長方針の発表、及び

各新理事から抱負などを交えた挨拶を戴きます。 これを機会に、ロータリー活動を一生懸命に励みます。ご

ご指導をよろしくお願い致します。  
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『会長方針』 会長 井上 英幸 副会長 今井 章夫 （クラブ管理運営委員会） 
18 年間の歴史を刻み、歩んできた我がクラブの会長を受

けるにあたり、RI 会長テーマを紐解いてみたいと思いま

す。  

副会長として会長をサ

ポートする役割をきっ

ちり果たしたいと思い

ます。又、プロジェクト

などの事業が成果を

上げられるよう協力し

ていきたいと思います。

クラブ管理運営委員

会はクラブが効率的に運営されるよう各委員会が協力し

合い活動を実施していきたいと思います。結果として会員

がこのクラブに参画してよかったと思えるような雰囲気を

作り上げて生きたいと思います。一年間、会員皆様のご

協力を宜しくお願いいたします。 

『MAKE DREAMS REAL（夢をかたちに） ～地域社会

の最も大切な資源である「子供たち」に光をあてていただ

きたいのです。』 と、RI 会長は発信されました。  
テーマから受け取り方は、それぞれの国、地域で、様々

かもしれません。 たとえば、いろいろな要因で、大勢の子

供たちが命を落としている地域では、そこに会長テーマの

意味を見出し、行動するクラブがあったりするでしょう。私

たちは千歳市のために、地域のために活動することを進

めてきました。  
私は、グローバルな観点から我がまちのあり方を捉え、

千歳の子供たちの未来の礎となる活動を、地域社会に根

差した方法で目指します。  
 
会長エレクト 高塚 信和 （創立 20 周年準備委員会） 

初代会長として、そして

18 年目に会長エレクト

を指名されましたので、

20 周年に至るまでしっ

かりと継承作業をやって

いきたいと思います。 

そして、昨年度は、「情熱・緑・そして汗をかこう！」を合言

葉に頑張ってきました。その歩みを私たちは決して止めて

はいけません。私は、この合言葉を継承し、しっかりと歩

み続けます。  
その上で、昨年度の「緑事業」を継承推進するところから、

今や地球規模のテーマとなっている「地球環境問題」に視

点をあて、地域社会で実践できる『エコプロジェクト』を、大

きな事業テーマとして位置づけます。  
高齢者同士が運営をや

るというのは体力的にも

大変なことです。入口会長、井上会長、高塚と続いており

ますので、理事会でほとんど準備ができて、20 周年の会

長は挨拶をするだけといった具合になるまで準備を進め

たいと思います。創立 15 以降の 5 年間の成果を 20 周年

で伝承していきたいと思います。 

人は、18 歳を過ぎると未成年者という枠から外れます。

大人になる準備を求められます。まさに我がクラブもその

ような時期になりました。 地域の中で、当たり前のように、

その存在が認められ、期待されるロータリークラブ、また

はロータリアンとならなければいけません。2 年前に、我

がクラブでは、「Club Leadership Plan（CLP）」を、実施

しましたが、今年度は、その効果を実証し、更なる向上を

遂げる年となります。それは、格調の高いクラブへと更な

る成長を遂げることを意味します。  

明年よりロータリー農園を手掛けなくてはなりません。ど

のように拡大していくか、農業コンサルタントであられる彦

坂さんの入会に心強く思います。清水さんをはじめ、力に

なって戴ける方がたくさんおりますので、この力を「夢をか

たちに」するために、井上会長を支えながら 20 周年に向

けて事業の展開をしていく所存です。 
また、千歳市は今年、市制施行 50 周年を迎えます。  
私は、千歳の先人たちが刻んだ歴史を顧みながら、そし

て千歳の子供たちが望む未来を展望しつつ、この記念す

べき「我がまち千歳市 50 年の瞬（とき）」を、たくさんの市

民と共に、祝いたいと思います。  

 
副幹事 大野  馮 （ロータリー財団委員会） 
20 周年記念事業に

向けたクラブ活動の

活性化を目途に、本

年度は勉強の年とし

たいと考えておりま

す。 

そのために、私は千歳市で活動する各ボランティア団体

と協働し、祝賀事業を推進します。  
以上のことから、私は、5 つの行動プランを推進します。 
 
■ 私は、自然環境保持のため、「エコプロジェクト」を実

行します。  ロータリー財団委員

会として、財団プロ

グラムを支援するク

ラブレベルの活動を目的とし、財団の使命である国際規

模の人道的、教育的、文化交流プログラムを通じて、世

界理解と平和を達成しよとする国際ロータリーの努力を

支援します。 

■ 私は、地域で活動する他のボランティア団体と「協働

事業」に取り組みます。  
■ 私は、「CLP」の検証と効果向上を推し進めます。  
■ 私は総力で、「会員増強・維持」に努めます。  
■ 昨年度から継承、「汗をかいて行動しよう！」 
 
  
  
  

- 3 -



会計 須藤  丈 （奉仕プロジェクト委員会） さて、本日の例会よりテーブルの配置が、これまでの例会

の様式から変更になっていたり、例会場内の喫煙スペー

スが消えて全面禁煙になっていたりと、突然の変更をお

許し下さい。次週の例会で、今年度の活動概要を説明申

し上げますが、今日の突然の変更に端を発し、今年度は

「有効」と思われることを、積極的に取り入れて参りたいと

思います。性急過ぎるとのご批判もあるでしょうが、出来

ることからコツコツと進めさせて頂きます。 

会計においては円滑

な会計業務を行いま

す。 
又、ニコニコボックスで

の収入目標達成のた

め、ニコニコボックス担

当として、山本会員、

長手会員と共に積極

的に活動を行っていき

たいと考えています。 

年度更新されたばかりですが、早速に当月から事業が進

捗して参ります。まずは、継続事業となります「アイドリン

グストップ事業」、このキャンペーンに向け準備を進めて

参ります。また、9 月に開催される市制 50 周年事業につ

きましても、実行委員会で話が進み、そろそろ具体的な準

備活動が我がクラブに下りて参ります。 

奉仕プロジェクトについては、会長方針に基づき、各々の

担当例会での内容の充実を図ることと、既に年間行事予

定が発表されておりますので、各々の場面で、より多くの

メンバーがその目的に向け活発に参加活動できるよう、

その準備をしっかりと担当していきたいと考えております。

いずれにいたしましてもメンバーの力をまとめて、その力

（能力）を発揮することが大切であると考えております。以

上ご協力、ご指導を宜しくお願い申し上げます。 

少しばかり頭の弱い幹事でありますから幹事自らパニック

を起こさぬように、冷静にクラブの進行方向を地ならしし

て参る所存でございます。 
至らぬ点は、ドンドン皆さんからのご意見をお聞きしなが

ら、汗をかいて参りますので、何卒ご協力を賜れますよう

宜しくお願い致します。  
直前会長 入口 博美 （会員増強・維持委員会） 

私の所管する委員

会には、会員増強・

維持、会員選挙・職

業分類、新入会員

研修・ロータリー情

報が配属されており

ます。その分掌を担

当いたしますが、そ

の主旨は、①会員

増強にかかる効率的な手法の検討と会員候補となりえる

方の情報の入手 ②新人会員への研修、であると思いま

す。 
①については、現会員へ新入会員増強の意識レベルを

積極的に高めることとし、他人任せの増強活動にならな

いようにする努めます。 
②については、折角入会して戴いたのに何らアプローチ

もせず、やる気を失わせることのないよう、まずはロータリ

ーの仕組みを理解して戴くことをに努めます。あまり難しく

なく肩肘の張ったものにならないようにしたいと思います。 
さて、我がクラブ創立 20 周年事業を控え、それまでの間

に 40 名体制を確立するという方針が既に出されておりま

す。増強のみに固執することなく会員数維持も大切なこと

であり、そのためには、明るく、楽しく、どんなに苦しくても

ロータリーに居たいという雰囲気を作り上げてみたいもの

です。私たちのクラブは雰囲気が良いという評判もありま

す。皆様の暖かいご理解とご協力を切にお願い致しま

す。 
 
幹事 武田伸也 （クラブ広報委員会） 
まずは、井上会長が示した今年度の方針に基づき、活動

計画の 100％達成を目指し、会長のサポート、そしてクラ

ブのサポート役として努めさせて頂きます。 
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