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会長挨拶 

ゲスト・ビジターの紹介 

 
  

 
 

千歳ロータリークラブ 
会長 末広  孝 様 
副会長 本宮 輝久 様 
幹事 斉藤 博徳 様 
新世代ローターアクト委員長 今野 良紀 様 
恵庭ロータリークラブ 
会長 山澤 興治 様 
千歳ローターアクトクラブ 
幹事 福田 美里 様 
会計 山本 未来 様 
鳥越 森夫 様   相川 真一郎 様   羽芝 聖子 様 
丹野 夏海 様   斉藤 麻紀 様     滝澤 祐子 様 
須藤 彩乃 様   渡邉   恵 様 
ご家族の皆様 
井上会長 令夫人 京子 様 
今井会員 令夫人 朝子 様 
入口会員 令夫人 明 様  
梅原会員 令夫人 ひろみ 様 
尾本会員 令夫人 理恵 様 
菊池会員 令夫人 睦子 様 
汲田会員 ご令嬢 由香里 様 
斉藤会員 令夫人 清子 様 
坂井会員 令夫人 知子 様 
佐々木俊哉会員 令夫人 千代美 様 
             ご令嬢 莉奈 様 
             ご令息 俊輔 様 
             ご令息 良輔 様 
白木会員 令夫人 弘子 様 
須藤会員 ご令息 泰道 様 
多賀会員 令夫人 秀子 様 
武田会員 令夫人 豊こ 様 
       ご令息 祐資 様 
羽芝会員 令夫人 優子 様 
彦坂会員 令夫人 邦子 様 
山本会員 ご令孫 伊藤 成美 様 
 
 
 
 
 

 
 
会長 井上 英幸 

メリークリスマス！ 
今年最後の例会に、このようにたくさんの皆様にお集まり

頂き開催できますことを本当に嬉しく思っております。 
さて、私の年度は 7 月から始まり、早いもので半年が過ぎ

ました。J8 サミットのお手伝いがスタートで、7 月の頭から

走りっぱなしです。 
本日のクリスマス家族会には、常日頃、メンバーを支えて

くださっているご家族の方々にお集まり頂き、そして近隣

の我々仲間であります千歳 RC、恵庭 RC、千歳 RAC の

皆様のご参加のもと、盛大に開催できますことを厚くお礼

申し上げます。 
冒頭、アクトクラブの「3 クラブ合同提唱調印式」を執り行

いました。 
20 数年前に千歳ロータリークラブさんがアクトクラブを立

ち上げ、その後恵庭 RC さんも共同提唱され、私のクラブ

は 5 年前の大野会長の時に千歳ロータリークラブさんか

ら合同提唱のお話がありましたが、延び延びになっており

ました。ようやく本日を持ちまして3クラブ共同提唱の運び

となりました。 
『矢が 3 本になると折れにくい』 ―― これは毛利元就の

「三本の矢」の故事ですが、そういった意味では、アクトク

ラブを支えて行くにおいて、邪魔にならないように物心共

に支えていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致

します。 
「ねずみ年」があっという間に過ぎて、新年は丑年となりま

すです。牛は一歩一歩ゆっくり歩く、ゆっくり噛んで食べる

と言います。残された半年、我がクラブも一歩一歩、歩ん

で行きたいと思います。忘年会も兼ねておりますので、良

くなかったことはパッと忘れ、来年に夢を繋いでいけるよう

なそんな一日でありますことを願ってご挨拶とさせて戴き

ます。 

例会出席状況 （2008 年 12 月 16 日） 
会員数 36 名 
会員出席者数 34 名 
欠席者数（内：無断欠席） 2（0）名 
出席率 （前回例会） 94.44（75.0）％ 
ゲスト・ビジター出席者数 36 名 
出席者数総計 72 名 

発行 千歳セントラルロータリークラブ 
会長 井上英幸 / 副会長 今井章夫 / 幹事 武田伸也 / 会報編集責任者 武田伸也 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 ホテル日航千歳内 TEL･FAX.0123-26-5788 
オフィシャルホームページ http://www.ccrc.jp  E-mail. office@ccrc.jp 
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今日のプログラム 

幹事報告 

ニコニコ BOX 

幹事 武田 伸也  
新年、第 1 回目の例会は夜間例会「新年交礼会」でござ

います。1 月 6 日午後 6 時 30 分となっています。お忘れ

の無いよう宜しくお願い致します。 

 
 
 
  

  

ニコニコ箱 委員長 山本 啓子  
大渕   渡会員 退院しました。  
土居 栄治会員 もうすぐ誕生日です。  
山本 啓子会員 今日は孫と一緒に出席、一番幸せな一

日です 
 
 

  
  
 

 

夜間例会「クリスマス家族会」 
 
乾杯の音頭 会長エレクト 高塚 信和  
米国では、1 月 20 日にオバマ氏が大統領にに就任します。

選挙戦の合言葉が「YES WE CAN！」（そう！やればで

きるん）でした。私も来年はこの言葉を糧としてやっていき

たいと思っております。 
皆さんで高らかにお願い致します。「カンパ～イ！」 
 
余興 
■ 唄＆演奏♪ 

「オレンジピール」 木村 直登君と池田 早織さん（千

歳高校 1 年生）  
  4 曲を熱唱の後、小学生以下の子供たちはステージに

上がり、全員でクリスマスソング 「赤鼻のトナカイ」を

合唱 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
――― 親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也  
みなさん！！楽しんでいますか？ 

■ クリスマスケーキ カット お隣の会場では、日ハムの八木投手のサイン会が行わ

れておりますが、お隣がビックリするくらいに盛り上がって

いきましょう！！ 
  小学生以下の子供たち、唄の早織さんと井上会長 
■ 井上会長から子供たちへクリスマスプレゼント！ 

木村君と早織さんには会長より「ありがとう！」とサンタ

ボックス＆図書券のプレゼント！ 
さて、本日のお客様にスピーチを頂きたく思います。千歳

RC 会長の末広孝様より宜しくお願い致します。 
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――― SAA 尾本 眞二 ■ スピーチ 
千歳ロータリークラブ 会長 末広 孝 様 宴もたけなわでございますが、終宴の時間が近づいて参

りました。ここで会長ノミニー坂井治により、一本締めをお

行います。 
メリークリスマス！ 今日はお招き頂きまして、ありがと

う！先程、アクトクラブの合同提唱調印式が行われました。

ありがとうございます。  
一本締め 会長ノミニー 坂井 治 私はクリスチャンではありませんが、クリスマスといったお

祭り事が大好きです。皆さんとの飲み会が大好きです。

今日の家族会を皆さんと一緒に楽しませて頂きます！ 
こんばんは！大勢の方々にお集まり頂きありがとうござ

います。高い席からではございますが、ご挨拶、一本締め

ということで、ご唱和を宜しくお願い致します。  
恵庭ロータリークラブ 会長 山澤 興治 様 本日の宴はクリスマスパーティーと忘年会を兼ねてと冒

頭に言われました。「忘年会」とは忘れる年の会。今年一

年の嫌なことは新年に向けて忘れてしまいましょう！ 
今日は調印式、そしてクリスマスパーティーにもお招き頂

きまして、ありがとうございます。近隣のクラブとして共々

発展できますよう宜しくお願い致します。 そして、最近ちょっとこんなことを聞きました。希望の「望」

を使った「望年会」。来る年が良い年になるように希望して

の「望年会」となりましょうか？ 
 
千歳ローターアクトクラブ 幹事 福田 美里 様 
会長と副会長が欠席のため、僭越ではございますが幹事

であります福田美里がご挨拶させて戴きます。 
そんな思いをいっぱいに込めて、一発で締めたいと思い

ます。ご唱和願います。 
よ～～！！ しゃん！ ありがとうございました。 本日はこのような楽しい会にお招き頂きありがとうござい

ます。アクトのメンバー10 名で出席させて頂いております。

先程、『アクトクラブ合同提唱調印式』を、終えることがで

きました。ありがとうございます。益々ご指導頂き成長して

参りたいと思っております。今後ともよろしくお願い致しま

す。 

 
手に手つないで♪ 
出席者全員が 1 つの輪になって！ 

 

 
12 月の誕生祝い 
土居 栄治 会員（1945.12.22 生） 
会長よりプレゼント！ 
 
ビンゴゲーム 
進行担当 加藤会員、柏田会員、梅原会員、彦坂会員 
――― 70 個以上の景品が準備されスタート！ 
4～5 個の景品を射止めた方がいる中、1 個も当たらなか

った不運な面々が･･･。 
汲田会員にお持ち頂いた「シクラメン」を最後の景品に、

不運な面々がステージに集合し、ジャンケン大会の開

催！ 
 
閉会の挨拶 直前会長 入口 博美 
みなさま ありがとう！！ 

 

昨年は 40 名ほどのクリスマス会でしたが、今回はアクト

の方、千歳 RC、恵庭 RC の皆様を交えて 70 数名という

大きなパーティで非常に楽しかったと感じております。 
井上会長、武田幹事、親睦活動委員、その他関係委員の

皆様、本当にご苦労様でした。これ以上何も申す言葉が

ございません。ありがとうございました！ 
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■ 日時 2008 年 12 月 16 日（火曜日） 午後 5 時 30 分 時 30 分 

千歳ローターアクトクラブ 3クラブ合同提唱調印式   
  

■ 会場 ホテル日航千歳 鶴の間 ■ 会場 ホテル日航千歳 鶴の間   
■ 出席者 ■ 出席者 

RI2510 地区 第 7 グループ ガバナー補佐 羽芝 涼一 RI2510 地区 第 7 グループ ガバナー補佐 羽芝 涼一 
RI2510 地区 新世代委員会 委員 高塚 信和 RI2510 地区 新世代委員会 委員 高塚 信和 
【千歳ロータリークラブ】 【千歳ロータリークラブ】 
会長 末広  孝 会長 末広  孝 
副会長 本宮 輝久 副会長 本宮 輝久 
幹事 齊藤 博徳 幹事 齊藤 博徳 
新世代ローターアクト 委員長 今野 良紀 新世代ローターアクト 委員長 今野 良紀 
【恵庭ロータリークラブ】 【恵庭ロータリークラブ】 
会長 山澤 興治 会長 山澤 興治 
幹事 齊藤 茂生 幹事 齊藤 茂生 
新世代 委員長 前田 元照 新世代 委員長 前田 元照 
  〃   副委員長 久野  等   〃   副委員長 久野  等 
【千歳セントラルロータリークラブ】 【千歳セントラルロータリークラブ】 
会長 井上 英幸 会長 井上 英幸 
副会長 今井 章夫 副会長 今井 章夫 
直前会長 入口 博美 直前会長 入口 博美 
副幹事 大野  馮 副幹事 大野  馮 
会計 須藤  丈 会計 須藤  丈 
【千歳ローターアクトクラブ】 【千歳ローターアクトクラブ】 
幹事 福田 美里 幹事 福田 美里 
鳥越 森生 鳥越 森生 
相川 真一郎 相川 真一郎 
羽芝 聖子 羽芝 聖子 
丹野 夏海 丹野 夏海 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
■ 挨拶 ■ 挨拶 
末広会長（千歳 RC） 創立から 21 年間、良く続いて来た

ものだという感想です。アクトは私達の子供でありますの

で、私たち親が面倒を見て行かなければならないという気

持ちです。 
山澤会長（恵庭 RC） 今後におきましても、ローターアクト

クラブを育てるために強力にバックアップしたいと考えま

す。 
井上会長（千歳セントラル RC） ローターアクトのことにつ

いては、私たちクラブは他の 2 クラブと比べ若輩でありま

すので、今後一生懸命関わっていくつもりですので宜しく

お願い申し上げます。 
福田幹事（千歳ローターアクトクラブ） 私たちは、皆様の

ご指導を頂ける事から、社会勉強が出来るものと思って

います。これからも頑張って活動を致しますので温かいご

支援をお願い申し上げます。 
■ 調印式 ■ 調印式  
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