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会長 井上 英幸 

1 月 14 日に高塚会長エレクトと千歳ライオンズク

ラブの新年交礼会に出席してきまし。ライオンズク

ラブでは、地区ガバナーに恵庭の宮脇整形の医院長

が輩出されているそうです。地区大会が 5 月に参加

者が 1,700 名の規模で千歳の地で開催されるとの

ことです。そのテーマが『環境』。私もロータリー

の地区大会に 10 数回出席しておりますが、ロータ

リーの場合、明確に「テーマはこれだよ！」といっ

た大会に参加したことがありません。今年は昨年の

サミット以来「環境」と騒いでいるところでありま

すから、タイムリーな話題なのかな？と参加してみ

たいなぁと興味が湧きました。 

さて日本時間では明日になるのでしょうか？アメ

リカのオバマ大統領が就任致します。オバマさんの

スピーチ集というのが日本でも馬鹿受けで売れて

おります。就任に先立って一番先に手がけなければ

ならないのは経済の建て直しだと私は思うのです

が、グリーン・ニューディール政策というのを掲げ、

環境関係に新しい雇用を見出し、その分野を高めて

いこう！という政策だそうです。 

オバマさんの政策発表の言葉の中に、ドイツである

とかスペインであるとか、日本という言葉も出てお

りましたが、「ドイツ、日本は環境産業が進んでい

る国であり、アメリカは遅れているのだ！」という

ことを話しておられました。 

環境問題、地球温暖化も含めて世界的規模で各国が

手がけなければならない状況にあるのは皆さんも

周知の事実だと思います。 

今日の例会のテーマ「I・M」についてでありますが、

この I・M も私たちが主管をし、「地球温暖化」とい

うきちんとしたテーマを持って取り組むことにな

ります。羽芝ガバナー補佐には是非光って頂きたい

という思いでいっぱいです。 

オバマさんのキャッチフレーズは「YES WE 

CAN！」でありますが、昨日のセレモニーでは「WE 

ARE ONE」（我々はひとつなのだ！）ということで 

 

 

 

ございました。 

この度の I・M は、もともと一緒のグループでした

第 12 グループとひとつになって「地球温暖化」と

いうテーマに取り組みます。是非、ご協力願えます

よう宜しくお願い致します。 

 
 
幹事 武田 伸也 

先回の例会をインフルエンザで休んでしまいまし
た。ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。 
そのインフルエンザ、ソ連型とかいう代物で、特効
薬のタミフルも効かず七転八倒しておりました。 
外出から戻った際の「手洗い」と「うがい」をこま
めに行いましょう！ 
インフルエンザは手強いですよ！ 
さて、お願いがございます。現時点でのニコニコボ
ックスが少なめです。作年 12 月末で 33 万円とな
っており、前年の入口年度では、同時期に 50 万円
ありました。此此然然でしょうが、何卒ご協力を！ 
 

 
 

WCS 委員会 委員 田口 廣 
2008-09 年度の WCS 検証ツアーが 2 月に実施さ
れます。今回はインドネシアのジャカルタを訪問し
てきます。浄水器の支援と識字率向上のために援助
した図書館、教育施設の検証事業です。 
タイのチェンマイを経由して共同作業もしてくる
というツアー内容になっております。 
2 月 10 日～15 日の行程で行って参ります。 
 

例会出席状況 （2009年1月20日）  

会員数  37名  

会員出席者数  24名  

欠席者数（内：無断欠席） 13（4）名  

出席率 （前回例会）  64.86（72.97）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0名  

出席者数総計  24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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ニコニコ BOX 

今日のプログラム 

親睦活動委員会 副委員長 加藤 正志 滝川ロータリークラブの神部次期代表幹事もおり

ましたが、「地方の底力を見せてやれ！」「札幌はい

い加減だ」という話にまでなっておりました。渡邉

ガバナーエレクトは国際協議会（ガバナーの研修

会）に出席のため欠席されておりました。2 月

18-25 日まで現地で拘束されての勉強会でありま

す。きっと痩せてお帰りになるかと思っております。

今月中には国際ロータリーの会長方針も発表され

ます。RI の日本におけるロータリークラブの減少、

合併･吸収合併･クラブ解散などで 40 クラブ減りま

した。ロータリアンが多いのはアメリカ、次いで日

本が 2 位でありましたが、一昨年インドに抜かれて

第 3 位になったとのことです。 

千歳ロータリークラブと千歳ローターアクトクラ
ブ合同の親睦ボウリング大会ご案内です。 
2 月 26 日（木）フジボウル（北斗４丁目）に 18
時集合、会費 4,000 円です。メーキャップとなり
ますので、是非ご参加ください。出欠は 2 月 13 日
までにお願い致します。 
 

 
 

田口廣会員 トレーニングしている馬がジャパン

カップで優勝しました！！賞金は 2 億 6 千万円、社

台の吉田社長のフトコロへ直行です。 

羽芝涼一会員 先日のガバナー補佐会議を葬儀が

あり高塚さんに代理出席をお願いしました。感謝で

す。 

第 100 回記念の国際大会は英国のバーミンガムで

す。6 月 21-24 日の日程で行われます。登録料は

330 ドルでありますが、今のレートは 88 円なので

29,040 円で登録できます。日本から 2,000 名の参

加、地区からは120名の参加が要請されています。

100 年に一度の不況と言われていますが、100 年

に一度の記念大会なので是非登録をと呼びかけら

れました。 

今井章夫会員 先ほど、娘と仲良く電話し嬉しくて

ニコニコ。内容は内緒です。 

佐藤文雄会員 弱い者イジメはいけません（？） 

坂井治会員 ブルーファミリアより恒例になって

いる図書館に寄贈事業を実施できました。 

武田伸也会員 病み上がりで、ご心配をお掛けしま

した。もう大丈夫、ニコニコです！ RI の標準定款で言う貢献とはどういうものかとい

う定義はありますが、各クラブが地域においてなさ

れる社会奉仕については、積極的にやって欲しい。

ただしロータリーの綱領であるとか結成以来の目

的を阻害したものはだめですよということでした。

ポリオプラスは昨年 9 クラブが達成。第 7 グループ

はゼロ。第 12 グループでは苫小牧北クラブが達成

でした。 

 
 
 

「I・M 開催に向け」 
担当/奉仕プロジェクト委員会 委員長 須藤  丈 

 

I・M 実行委員会 実行委員長 高塚 信和 

先日、ピンチヒッターで千歳ライオンズクラブ新年

交礼会に出席。恵庭ライオンズクラブでは整形外科

をやっておられる宮脇さんを地区ガバナーとして

輩出。恵庭に地区大会なるものをやる会場が無いこ

とから千歳ライオンズクラブが担当し、文化センタ

ーとANA クラウンプラザホテルを会場に 1,708名

の登録で 5 月に開催されるとのことです。 

それぞれのグループも会員増強に力を入れており

ますが、大手の企業がロータリーを脱会し歴史と伝

統が崩れかけてきているグループが多いと聞いて

おります。 

その他に I・M について、また入会金をゼロにする

のは問題が生じるのでは？というお話がありまし

た。 
また、17-18 日にガバナー補佐会議があり、代理出

席して参りました。 

まずは、その報告を申し上げます。 

上半期の経過報告、下半期はどのようにといったお

話がありました。はじめに地区大会について「不手

際についてお詫びしたい」とガバナー。「役員だけ

が恰好よくブレザーを着てコーラスを唄えば良い

という問題ではないでしょう？」「会場を真っ暗に

してどうして食事がとれるのですか？」とかなり辛

辣なお話がありましたので、ガバナーは公式訪問を

終えたクラブに対しては、補佐からお詫びをお願い

しますということでした。矢橋ガバナーに成り代わ

りましてお詫び申し上げるところです。 
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I・M 開催に向け 

I・M のテーマは「地球温暖化」。 

基調講演は山形先生をお招きし「地球温暖化の現状

と将来展望」にしいてお話頂きます。 

その他、予算案、実行委員会の組織図、式次第のス

ケジュール表を参照ください。 

1 月 30 日に会長、幹事、ガバナー補佐と私の 4 人

で苫小牧ロータリークラブを訪問し、挨拶と I・M

の開催要項の話を詰めに行って参ります。 

I・M の総合司会は今井副会長にお願いします。懇

親会の方は苫小牧ロータリークラブに主管して頂

く予定です。皆様に喜んでいただける内容を、そし

てより効果的な I・M を開催したく思いますので、

皆さん、忌憚のない意見をよろしくお願いします。 

 

 
次回例会案内 

 

会員増強･維持委員会（新入会員研修･ロータリー情

報委員会） 

委員長 坂井 治 

次週 1 月 27 日（火）の例会は、会員増強・維持委

員会担当です。 

㈱ビーバーの中島勝己さんを講師にお招きし「メタ

ボ予防運動のススメ」をテーマにお話し頂きます。
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