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会長 井上 英幸 

ようやく夏らしくなって参りました。今日は土用丑の日です。

夏バテ防止のためにうなぎを食べるという習慣が根付い

ておりますが、これは江戸で平賀源内が流行らせたという

ことです。 
先週はファミリー歯科の福田先生が主催するゴルフコン

ペがあり、高塚、大野、羽芝、坂井会員と私が参加して参

りまして、毎年恒例になっておりますが、米山記念奨学会

の寄付にお使いくださいと 48,000 円をお預かりいて参り

ましたのでご報告いたします。 
J8 サミットでは皆様のご協力の下、お手伝いすることがで

きました。7月8日にはアグネス・チャンさんの講演のサポ

ート、またメンバーの深いご理解のもとに J8 参加の皆様

に、いろいろなグッズをプレゼントすることもでき、アイドリ

ングストップ運動も継承することができました。それらをも

って市より感謝状をいただくことができましたが、これは主

に企業 30 の団体に与えられたもので、奉仕団体としては

うちのクラブだけでした。 
先日は羽芝ガバナー補佐の下、第7グループの第 1 回会

長・幹事会が開催され、補佐より各クラブに「会員増強せ

よ！」ときつくお達しがございました。我がクラブは 35 名

の会員になりましたが、何とか 40 名になるべく、今後とも

情報提供、会員推薦をよろしくお願い致します。 
今日はガバナー補佐の公式訪問例会となっておりますの

で、後ほど羽芝ガバナー補佐にご挨拶を戴きたく思いま

す。 
さて、いよいよ北京オリンピック開幕です。水泳、陸上、野

球、サッカーといろんな場面で活躍される姿が見られます。

今日は第 1 例会で「君が代」を斉唱しましたが、オリンピッ

ク会場で多くの「君が代」が掲げられることを期待します。 
 

 
ガバナー補佐 羽芝 涼一 

恵庭 RC、千歳 RC と訪問し、先日は長沼 RC のガバナー

公式訪問例会を無事に終えることができました。明後日

は由仁 RC の公式訪問です。第 7 グループ 6 クラブを 3
回ずつ訪問をと考えております。 
先日の夜間例会『ザ・テラス』ではローターアクトクラブよ

り 10 名の参加を戴き、素晴らしいものにしてくれたと思っ

ております。千歳 RC、恵庭 RC が所管する千歳ローター 
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例会出席状況 （2008 年 8 月 5 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 25 名 
欠席者数（内：無断欠席） 10 （3）名 
出席率 （前回例会） 71.42 （71.42）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 0 名 
出席者数総計 25 名 

アクトクラブを、我がクラブは活性化と躍進に繋げるべく

側面的に協力したく、クラブより支援のために 5 万円の予

算をとっております。高塚さんからは駿河に勤務の方を、

それと私の娘の 2 人をアクトに入会させて戴きました。 
地区大会は 10 月 25 日と 26 日ですが、極力、皆様の参

加をお願いしたく思います。 
グループ内では I･M が 3 月 7 日に挙行したく思っており

ます。これは 12 グループより、「一緒にやりましょう」と申

し出があり、苫小牧 RC、苫小牧東 RC、苫小牧北 RC、白

老 RC の 4 クラブと第 7 グループが共同で開催致します。

成功に収めるべく奔走してまいります。 
また長沼 RC による国際交流フェスティバルにはできるの

範囲で協力し、参加促進を応援して参りたいと思っており

ます。今後とも皆さまのご指導、ご支援を宜しくお願い申

し上げます。 
ここで、月信 8 月号編集後記に掲載された文章を紹介さ

せていただきます。 
─── 幾つかの資料を調べて驚いたことがある。1996
年にポール・ハリス没後 50 年を記念して、故西條パスト

ガバナーを長として地区史が編纂された。そのクラブ編、

千歳セントラル RC 紹介ページ「クラブの沿革と特徴」とい

うタイトルの中に次のような一文が載っている。 
引用すると「昨年は千歳セントラル RC も創立 5 周年記念

式典を挙行するにあたり、次世に誇れる魅力あるロータリ

ーとして新しい価値ある創造に向けて「夢」を「かたちに」

に変えてすばらしい奉仕をすることを 10 年、30 年に向か

って努力するクラブです」（原文のまま）との 1 節があっ

た。 
文中「夢」「かたち」と出てくることに驚愕したのだ。文意の

ニュアンスに多少の違いはあれ、その 10 年後の今年の

RI 会長のテーマそのものではないか。この一文を執筆さ

れた方がどなたかは存じ上げないが、たぶん当時、千歳
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セントラル RC の要職にあった方でありましょう。その先見

性にあらためて驚くと同時に大いなる敬意を表するもので

ある。 ─── 

幹事報告 

本日のプログラム

ニコニコ BOX 

各委員報告 

以上です。 
 

 
幹事 武田 伸也 

 第 3 回理事会を本日の例会前に行いました。その中

から決定事項をご案内いたします。 
会員家族のビジターフィーを千歳ローターアクトクラブ

の会員と同様の 1,500 円とします。但し夜間例会は

3,000 円。（小学生以下無料） 
家族あってのロータリーでございます。広く会員家族に

例会出席して戴きたい気持ちから、分かりやすく公平

にと思い改めて決めたものです。 
 地区大会申し込みを回覧しております。出席を宜しく

お願い致します。 
 「J8 サミット 2008 千歳支笏湖」への協賛、協力に対し

て、千歳市より感謝状を戴きました。 
 「市制施行 50 周年を祝う市民の集い」のチケットを販

売させて戴いております。チケット代金は 25 日までに

会計の須藤会員へお納め下さい。 
 

 
 

クラブ広報委員会 IC・雑誌担当 松坂 敏之 
会員誌「ロータリーの友」について。1952 年 8 月に刊行さ

れたロータリーの友です。RI、地区、各クラブの情報をい

ち早く入手できる唯一の媒体です。是非、皆様に読んで

頂きたい！とお願いします。 
 
クラブ管理運営委員会 親睦活動担当 柏田 欣也 
8 月 19 日は、移動夜間例会になります。ニューサンロード

にある居酒屋「あじ彩」が会場となります。 
その昼間は「第 2 回親睦ゴルフコンペ」を植苗カントリーク

ラブで、会費 2,000 円、プレー費 5,500 円、集合時間 9:00、

スタート 9:25 にて行います。 
ゴルフ参加希望者は加藤会員へお願いします。 
 

 
 

羽生有三会員 “ちゃんと”100 号になりました。ありがと

う！ 
羽芝涼一会員 長沼 RC、公式訪問を無事終えました。 
今井章夫会員 前例会で観てもらった映像は武田幹事に

編集をお願いしました。ありがとう！ 
和田次彦会員 先々週、行政視察のため欠席しました。

無断欠席ごめんなさい！ 
井上英幸会員 J8 サミットＫ協賛に対する感謝状贈呈式

に出席して参りました。 
山本啓子会員 新橋通りの夏祭りのチケットを全部買って

戴きました。祭りは 12 日です。皆さんで行きましょう！ 
坂井治会員 7 月 27 日、恒例の「千歳ひまわり号を走ら

せる会」を無事終了致しました。キリン工場、J8 の会場と

なった支笏湖を周遊して来ました。ご協力ありがとう！ 
 

 
 

クラブ協議会「エコプロジェクト“アイドリングストップ”」 
担当 理事会 
 
幹事 武田 伸也 
まず最初に、国立環境研究所 地球環境研究センター 
温暖化リスク評価研究室長の江守 正多氏が解説する

「地球温暖化シミュレーション」の映像をご覧戴きます。 
 

 
30 年後にはＣＯ2 が原因となる環境変化が確実に起こる

というコメントがございました。恐怖感に駆られる内容であ

りました。我がクラブでは、ほんのささやかな活動かも知

れませんが、緑化事業、アイドリングストップ運動などの

エコ・プロジェクトを入口年度から取り組んでおりますが、

映像をご覧になって戴き、決して他人ごと、遠い未来の話

とは考えずに、一人ひとりが真剣に取り組んでいく必要が

あるのではないでしょうか。 
これより、こつこつとエコ・プロジェクトを推進するに当たり、

理事会で話しあったことをもとに会長からお話し戴きます。

宜しくお願い致します。 
 
会長 井上 英幸 
12、3 年前 青年会議所時代ですが、子供たちを連れて

フィンランドに行きまして植樹をしてきたことがございます。

北極圏にサンタクロースの村があり、日本の桜を持ってい

って植樹したいと希望したのですが環境が変わるからダメ

と断られました。子供たちと一緒に魚釣りをしたときも、キ

ャンプ地においても移動するたびに消毒しなければならな

いという様に、環境ということに古くから携わって考えてい

た国は環境にうるさく、そこまで規定がきちっと決まってい

るのですね。日本ではどうかというと案外無頓着であり、

外来種であるブラックバスが川とか湖にいたり、既存種で

ある日本の魚がどんどんいなくなったり、そういったことに

対して「何でだろう？」といいながら食べられてしまってい

る。ペットショップでは亀や蛙など繁殖力が強く大きくなり
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過ぎているようですし、皆さん、タニシを食べたことがあり

ますか？ 清水さんはあるのですね。食用タニシも繁殖力

が強くどんどん膨らんでいく。大曲、恵庭、島松などにはタ

ヌキ（在来種）、アライグマ（外来種）が出たり、日本という

国はそういうことに対する取り組みが遅く遅れていると思

ったほうがいいと思います。3 年前 国際大会でスゥエー

デンストックホルムに高塚会員、大野会員、坂井会員、井

上の 4 名で行ってまいりましたが、坂井さんと私はロータ

リークラブの例会に参加しました。地域の子供たちに、河

川、港、公園の景観、クリーンネス「こんなことをやったら

きれいになるよ」ということでプレゼンテーションをやって

おりました。若者からアイディアをもらってロータリアンが

活動していく、実行していくというのも、面白い発想で良い

なあと思ってみておりました。 

方から「こんなことをしませんか」と呼びかけられて、それ

に私たちが乗っかっていくといった行動、アクションもあっ

て良いのではと思います。 
環境ということに目を向けて、近年は「ロータリーの友」に

も地域の問題、運動の中に「環境問題」を取り上げるクラ

ブが多くなったといっておりますが、まだまだロータリーと

してしっかりと環境に取り組む姿勢を示していないという

のが実態でしょう。わがクラブは「アイドリングストップ運

動」ということで提唱させていただき、小さなことからでも

はじめたいと手を上げさせて戴きました。シンボルマーク

も決まりました。春・秋の交通安全運動では街頭啓発に

参加しておりますが、まずは我々だけでもアイドリングの

旗を持って出てみたいと思っております。日航ホテル前の

交差点で小さな呼びかけ運動を我々独自でやっても良い

のかと思っております。 うちのクラブの力で今年はアクトクラブに 2 名入会しており

ます。現在アクトクラブ独自で活動しているようですが、お

祭り後神社境内の掃除などは千歳 RC と一緒にやってい

るようです。折あらば、アクトクラブに予算と時間を与えて

「アイドリングストップ運動を一緒にできるようなアイディア

を出してよ」と呼びかけてみてはどうでしょうか。アクトの 

これからこつこつとやっていかなくてはなりません。私たち

の子、孫、その子孫のために少しでもいい環境を！と願

いつつご意見、アイディアを出して戴きたいと思います。 
 

 
次回例会案内   

 奉仕プロジェクト委員会 委員長 須藤  丈 
次週は移動例会「野外清掃活動」です。  
緑町の「すし蔵」さんに 12:15 分に集合して戴き、指宿公

園までの往復を、歩きながら清掃します。 
 
 
 すし蔵さんに戻り、昼食。和田パスト会長にお世話になり

ます。  
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