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例会出席状況 （2008 年 7 月 8 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 24 名 
欠席者数（内：無断欠席） 11 （3）名 
出席率 （前回例会） 68.57 （71.42）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 6 名 
出席者数総計 30 名 

 
末広   孝 様（千歳ロータリークラブ 会長） 
本宮 輝久 様（千歳ロータリークラブ 副会長） 
斉藤 博徳 様（千歳ロータリークラブ 幹事） 
渡邉 陽介 様（千歳ローターアクトクラブ 会長） 
枝村 達也 様（千歳ローターアクトクラブ 副会長） 
福田 美里 様（千歳ローターアクトクラブ 幹事） 
 

 
会長 井上 英幸 

本日は千歳RCの末広会長ほか2名の方々に、ご挨拶に

いらっしゃって戴いております。アクトクラブの 3 名のメン

バーにもご出席戴きました。後ほどご挨拶をお願い致しま

す。 
さて5月1日よりタスポが導入され、コンビニのタバコの売

り上げが、150％くらい伸びており複雑な思いです。そも

そもタスポは何故導入されたのかと申しますと、未成年者

の喫煙を防止するため、国の法律で決められたものです。

これは、世界中に例がなく、日本が初めてのようです。 
日本ではストーブの周りには囲いがついていました。囲い

の外でストーブの熱さを知らずに育った子は、よく火傷を

します。ぼくらの時代は囲いがなくてストーブの近くに手を

持っていって「熱いよ」「火傷をするよ」と、親の教育の中

で、肌で感じたものです。タバコを吸わせないためにタス

ポを導入してしまった方が良いのか、それともタバコを吸

うと害があるよと、教えるのが良いのか･･･と考えてしまい

ます。 
北海道の喫煙率は全国一、地方税ですから千歳市内で

タバコを買うと税金がたくさん落ちます。8 億くらい税収が

ありまして、これは一般地方税としては高い水準の方かと

思います。 
さて、J8 に参加した 15 ヶ国の代表は、『千歳宣言』を発表

し、G8 首脳に提言しました。J8 も終わりに近づいてきて

おりますが、今日の日程は札幌に行っているのでしょう

か？ 
G8 は昨日スタートし、今日が一番の山場となっておりま

す。当初、環境問題が大きなテーマと思っていましたが、

食糧危機、原油高騰を含む大きな 3 つのテーマがありま

す。世界規模で考えなければならない問題であり、G8 だ

けでは結論のない論議に終始するであろうと考えます。 
もっと広く世界各国の人達としっかりと話をしなければい

けない問題です。そういう意味で、世論も「G8 の役割は、

そろそろ終わりだ。もっと大きな視点で物事を考えなくて

はいけない時代になった」となっているのであります。 
タスポの話、そして世界規模で話をしなければならない話、

このようないろんな問題が山積している中、我々ロータリ

ーもそんな時代の中で、いろんな議論ができるような機会

があればと思います。 
 
今日の例会では、今年度の計画内容を把握して戴き、一

年間しっかりと邁進できますように、ご協力をお願い致し

ます。 
 
 

千歳ロータリークラブ  会長 末広  孝 様 
千歳セントラルロータリークラブさんは、羽芝ガバナー補

佐を輩出され忙しい 1 年になると思われます。ご苦労様で

す。頑張って下さい。 
また、ローターアクトクラブにもご協力を戴けますことを嬉

しく思っております。アクトも昨年 20 周年のお祝いを済ま

せ、30 年に向かって新たなスタートをきることになりました。

この度は、セントラルさんから 2 名の方をご紹介戴き、18
名の会員数となりました。今後ともご協力よろしくお願い

致します。 
さて、G8 サミットでは活発に議論されておりますが、世界

的な規模のサミットであり、いろんなことを考えなければな

らない時期ではあります。我々庶民、小さな町の人間に

すれば交通検問など煩わしいところも沢山あるところです。
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今般、千歳市市制 50 周年を、今年 9 月 7 日に式典を挙

行するにあたり、「ロータリークラブとライオンズクラブの 4
クラブで何かできないだろうか」と、2 ヶ月程前から会合を

重ねて参りました。式典は千歳市で行うので、「祝賀会を

我々で」と持ちかけましたところ、千歳市から快いお返事

を戴き、9 月 6 日に市民と共に 50 周年を祝う大祝賀会を

実行することになっております。皆様には、ご負担、ご苦

労をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 

幹事報告 

ニコニコBOX

各委員会報告

本日のプログラム 

 
千歳ローターアクトクラブ  会長 渡邉 陽介 様 
この度、お世話戴くことになりましたローターアクトクラブ

の渡邉です。まだ未熟者でありますから、まだこういった

場で、上手くご挨拶できずにおります。皆様には、ご迷惑

をお掛けしないように、精一杯活動していきたいと思いま

すので、どうか温かい目でみて戴けますようよろしくお願

い致します。 

 
 
幹事 武田 伸也 

既に席からお発ちですが、千歳 RC の皆様、ありがとうご

ざいました。そして引き続き出席戴く、千歳アクトクラブの

皆様、「いらっしゃいませ」歓迎いたします。周りをご覧くだ

さい。優しいお兄様達ばかりですから、これからもお気楽

に例会にお出で下さい。 
 千歳 RC、恵庭 RC、北広島 RC、中央 LC から新年度

のご挨拶が届いております。 
 2009-2010 年度、青少年交換委員会留学生募集のお

知らせが届きました。詳細は事務局へ。 
 アグネス・チャン記念講演会のボランティア参加者へ

持ち込み車両の制限についてのご案内です。相互に、

調整の上、対応願います。 
 

 
 

J8 市民実行委員会 坂井 治 
J8 参加の皆様が 7 月 10 日にお帰りです。休暇村支笏湖

にてお見送りの希望者を募ります。ぜひご参加を！ 
参加戴ける方は私へ連絡願います。  
親睦活動委員 柏田 欣也 
親睦担当という大役をおおせつかりました。1 年間よろしく

お願い申し上げます。 
 次回例会は夜間例会「ザ・テラス」です。昼間に、親睦

ゴルフ大会を開催します。会場は、アロハカントリーク

ラブ 集合 9:00  スタート 10:00 会費 2,000 円 
 日ハム観戦ツアー「祭りナイト」を開催 9 月 2 日（火）

日航ホテル PM4:00 出発 対ソフトバンク戦 詳細は

随時ご案内します。 
 

 
ニコニコ箱担当 山本 啓子 

今年度 ニコニコを務めます。 
クラブ運営が厳しい中、皆様の少しでも多くのニコニコで、

クラブ運営をにこやかに致しましょう。 
千歳 RC 会長 末広孝 様 新年度に当たり、ご挨拶に参

りました。よろしくお願いいたします。  
今井章夫会員 7 月 5 日にクラブ運営委員会を開催しまし

た。多数出席で充実の委員会でした。 
松坂敏之会員 薬剤師会の親睦会を開催し、鈴木会員の

コトロパークでバーべキュー、ビールは山本会員の山田

商店、バスはビーバーの坂井さんにお世話になりました。

人脈は便利です！ 
山本啓子会員 ニコニコボックス担当です。ヨロシク！ 

 
 
幹事 武田 伸也 

≪第 2 回 クラブ協議会≫ 
今年度の事業計画の他、クラブの活動計画の発表と説明

を致します。 
 
1. 2008～2009 年度 主要事業 

（1） エコプロジェクトとして、「アイドリングストップ キャ

ンペーン活動」、「千歳セントラルロータリー農園」

の計画策定と実施、恒例事業となっている「清掃活

動」の拡大実施、前年度からの継続事業「まち緑化

推進活動」の推進 
（2） 「市制施行 50 周年記念事業」 

千歳 RC、千歳 LC、千歳中央 LC、千歳 JC、千歳

市姉妹都市交流協会と協働事業を展開 
（3） IM の開催 

2009 年 3 月 7 日（土曜日）、「環境」をテーマに第
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12 グループと合同開催 
（4） 2010－2011 年度に実施される創立 20 周年記念

事業の準備 
（5） 千歳ローターアクトクラブへの支援開始と交流事業

の展開 
（6） 友好クラブとの交流推進 

2. 会員増強・維持を、担当委員会と理事会が主導の下、

全会員総力で取り組み、40 名体制の達成 
3. 委員会（クラブ管理運営、クラブ広報、会員増強・維持、

奉仕プロジェクト、ロータリー財団）活動の活性、その

環境づくり 
4. クラブ管理･運営の充実 
5. 規約改正 必要な規約改正に取り組む 
 
※ 詳細は、別紙にて各会員へ配布 
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