
  
 

会長挨拶 

WELCOME 

ご挨拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

大楠 久詞 様（長泉ロータリークラブ 副会長）  
福田 美里 様（千歳ローターアクトクラブ 幹事） 
山本 未来 様（千歳ローターアクトクラブ 会計） 
吉岡   毅 様（       〃       ） 
斎藤 麻紀 様（       〃       ） 
滝澤 祐子 様（       〃       ） 
須藤 彩乃 様（       〃       ） 
池守 孝一 様（       〃       ） 
渡邉   恵 様（       〃       ） 
近藤 亜紀 様（       〃       ） 
羽芝 聖子 様（       〃       ） 
井上 京子 様（井上英幸会長 令夫人） 
入口   明 様（入口博美直前会長 令夫人） 
 

 
会長 井上 英幸 

7 月 1 日から続いた J8 サミットも 10 日で終わり、7 日か

らの G8 も終わりました。警察の検問がなくなり、騒がしい

まちがちょっとおとなしくなりました。 
さて、本日は友好クラブ長泉より遠路はるばる大楠さんが

お見えです。本当にお久しぶりですから、ゆっくり飲みまし

ょう！皆さんと共に交流を深めたいと思っております。 
先般、アクトクラブの例会にお邪魔させて戴きました。今

日はたくさんのアクトの皆さんが出席を頂いております。 
40 人規模でやるテラスは、初めてです。おおいに友好を

深めたいものです。 
J8 千歳支笏湖市民実行委員会、坂井会員に置かれまし

ては大変ご苦労様でした。私たちも何かしらお手伝いする

ことができました。アイドリンクストップ事業は恒久的にう

ちのクラブが継承していくことから、このキャンペーンに向

け準備を進めているところです。クラブとして、新しい運動

の柱ができたと思っております。 
また、千歳民報に掲載されましたが、「市制施行 50 周年

を祝う市民の集い」をロータリークラブ、ライオンズクラブ

の 4 クラブにより開催となりました。「千人で祝おう。千歳

の歴史・いま・MIRAI」をサブテーマに立食パーティ形式

を考えております。アクトの皆さんも是非お手伝いくだされ

ばうれしく思います。 
この後の「ザ・テラス」、ごゆるりとお楽しみくださいませ。 
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例会出席状況 （2008 年 7 月 15 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 27 名 
欠席者数（内：無断欠席） 8 （0）名 
出席率 （前回例会） 77.14 （68.57）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 14 名 
出席者数総計 41 名 

 
長泉 RC 副会長 大楠 久詞 様 

大変お久しぶりでございます。こうして皆様のお顔を拝見

させて戴き、至福の思いでございます。 
2 年前 友好 10 周年を皆様と祝い、支笏湖の大きな台風

被害復興のため一緒に植樹をし、良い汗を流させて戴い

たこと、大きな思い出になりました。このようなセントラルさ

んの地元への奉仕を、わがクラブも勉強させて戴き、汗を

流すことの意義というものを大きく感じさせて戴きました。

2010 年は長泉 RC25 周年の記念の年となり、セントラル

さんは 20 周年の記念の年。そこで共にたくさんのメンバ

ーで祝いあいたい。そういった気持ちを伝えたく、今日は

やって参りました。私は今年度、副会長（会長エレクト）を

やらせて戴いております。25 周年の時の会長職をおおせ

つかっておりますので、その意味でも是非成功させたい。

共に奉仕事業を！プロジェクトを組んで輪を広げればもっ

と大きなことができるのではないでしょうか？そんなことを

ご相談に参りました。 
先程、井上会長、入口前会長とお話させて戴きました。共

に思う方向は

同じです。同じ

志を共にしてこ

れからも友好

の絆を 30 年、

40 年と友好の

鎖は続くだろう

と信じています。

これからもよろ

しくお願い致し

ます。 
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幹事報告 本日のプログラム幹事 武田 伸也  

 J8 サミット千歳支笏湖市民実行委員会の『ご苦労さん

会』 の開催について 
7 月 22 日（火）18:00～20:00 「アサヒビール園」 会

費 3,060 円  出席は事務局まで 

担当 クラブ管理運営委員会 親睦活動担当 
夜間例会「ザ・テラス」 

 次例会は 7 月 22 日、例会終了後の 13:30 より、アイ

ドリングストップ「シンボルマークコンテスト」の表彰式

を実施します。 
 

100％出席表彰  
「あなたは１年間 1 日も休むことなく例会に出席し 100％

出席を達成されました その態度はロータリーアンの模範

であります よってこれを讃えて表彰いたします」 
入口博美会員、大野馮会員、斉藤博司会員、坂井治会

員、佐々木俊英会員、白木松敏会員、須藤丈会員、高塚

信和会員、田口廣会員、土居栄治会員、羽芝涼一会員       
以上 11 名 
 

 
今月の誕生日  

7 月産まれの会員の皆様に、会長よりプレゼントがござい

ます。 
長手英記会員、松坂敏之会員、羽生有三会員、白木松

敏会員、尾本眞二会員 

還暦のお祝い 

長泉 RC の大楠副会長、

千歳 RAC のメンバー10
名、井上会長と入口直前

会長の奥様、事務局員の

沖野さんを交え、41 名参

加の「ザ・テラス」です。まずは、入口直前会長の乾杯でス

タート！ 昼に行われたゴルフ大会の表彰へと続きました。

なんと！優勝は井上会長です。途中、RAC から盆踊り大

会で出店する模擬店の前売り券販売の協力のお願いが

あり、予定額以上の販売を達成したそうです。「良かった

ね！」 

「オメデトーございます！」 
 

 
 

彦坂  忠人会員に

赤いキャップがプレ

ゼントされました。

「還暦おめでとうご

ざいます！」 
今年は 1 名のお祝

い で し た 。 来 年

は？！ 
 
 

  
  

ニコニコ BOX   
入口   明 様（入口直前会長の奥様）  
大楠 久詞 様（長泉 RC 副会長）  
井上 京子 様（井上会長の奥様） 
沖野 事務局 
手島 和枝 様（ラウンジ歳） 
彦坂 忠人会員  羽芝 涼一会員  長手 英記会員 
松坂 敏之会員  尾本 眞二会員  鈴木 昭廣会員 
柏田 欣也会員  土居 栄治会員  和田 次彦会員 
佐々木 俊英会員 
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