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会⻑あいさつ 

ビジターあいさつ

 
 
 
 
RI 第 2750 地区 東京中央ロータリークラブ 阿部 賢治 様 

 
会⻑ 坂井  治 

久しぶりにこのいつもの例会場に戻ってまいりました。 
今日はクラブ協議会でテーマは会員増強に関する例会で
す。⾼塚委員⻑のリーダーシップのもと有意義な例会にな
るものと期待しています。 
皆さんは国際ロータリーの地域配分で世界のロータリーの
地区が 34 に別れていると言うことをご存知でしたか？ 
「ゾーン（Zone）という言葉は知っているけれど、どのように
して分けられているのか知らない」 私はこの程度の認識で
した。 
先日、斎藤広報委員⻑から質問を頂き、お答えできなかっ
たので調べてみました。 
ゾーン（Zone）とは、国際ロータリー（RI）会⻑指名委
員と、RI 理事指名委員を選挙するため、地球上の⼟地を
区切り、RI 理事会が編成した、クラブ集団のことです。 
日本は３つのゾーンに別れ第１から第３ゾーンに属してい
ます。 
第１ゾーンは、北日本の 2500 地区から群馬 2840 地区 
第２ゾーンは、中日本とグアム、マイクロネシア、など南太
平洋 
第３ゾーンは⻄・南日本の 2640 地区から 2740 地区ま
でとなっています。 
あまり知っておく必要はないのかもしれないですが、地区大
会などで国際ロータリー会⻑代理と言う役職の⽅がご挨拶
に⾒えます。 
その時に、第○○ゾーン担当などと言う肩書きがでてくるこ
とがあります。ちょっと知識として知っていると⾒⽅も広がるの
ではないでしょうか？ 
なお、今日メーキャップにお出でになりました阿部様の東京
中央クラブは第２ゾーンになります。 
では、今日の例会よろしくお願い致します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
東京中央 RC 阿部 賢治 様 

今日は仕事の業務の都合でお邪魔しました。 
プロジェクトに関わっている関連業者 18 人くらいが千歳に
集合します。 
本業は、コンサルタント会社を営み、特に地域活性の業務
で全国を飛び回って 
おります。 
私どものクラブのご紹 
介を少しさせていただ 
きます。 
私の名刺には「プロジ 
ェクト 300」という数
字が入っておりますが、
この300という数字は、会員300人を達成しようと目標数
字です。現在は 280 人の所帯でやっており、会員それぞれ
の入会・退会など、なかなか覚えきれません。月 1 回の夜
間例会だけでは、親睦に限度があります。 
そこで、同好会が 20 位あり盛んに活動しております。プログ
ラムが込んでいますので、親睦が図られるような趣味の同
好会 干支の会だけでも 12 ありますし、その他にも祭り、ゴ
ルフ、俳句、歌、ダンスなどがあります。 
東京ロータリークラブは、上場企業の代表者が多く集まって
おりますけれど、私どものクラブでは自分がオーナーという⽅
が多く、そういうところがフランクかなと思います。例会は毎週
木曜日12時半から帝国ホテルでやっております。機会があ
りましたら是非お越しいただければと思います。 
 

例会出席状況 （2010 年 8 月 3 日） 
会員数 34 名 
会員実出席者数 20 名 
欠席者数（内：無断欠席）  14（6）名 
出席率（前回例会）  58.82（64.70）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  1 名 
出席者数総計  21 名 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ 
会⻑ 坂井 治 / 副会⻑ 彦坂忠人 / 幹事 佐々木俊哉 / 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

WELCOME 
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── クラブの大きさの違いを感じました。地域活性のコン
サルタントと我々にとっても興味のあるお仕事をされておられ
るようです。今日はありがとうございます。（SAA 入口 博
美） 
 

 
幹事報告 幹事 佐々木 俊哉 

 ガバナーより公式訪問のお礼状受理 
 地区大会のご案内です。8 月 10 日の次回例会までに
登録をお願い致します。 
10 月 17 日(日)札幌市⺠ホールにて開催 
登録料 15,000 円 
記念講演｢経済報道の現場から｣ 講師はキャスター 
小谷 真生子 氏 
懇親会「昭和歌謡の思い出」 歌手 森 昌子 
参加者については、参加報告書に記入をお願いしま
す。 

 ２０周年記念事業参加について出欠表に、ご記入を
お願いします。併せて令夫人のお手伝いをよろしくお願
い致します。 

 ⺠報にエンミの記事が掲載されており、佐藤会員から新
聞をお持ち頂きました。ありがとうございます。 

 8 月 12 日（木）に、アクトクラブ例会がインターのレス
トランにて、18:30 より⾏われます。ご出席願います。 
出席される⽅は私まで申し出ください。 

 ミナクールサロン「ランチを食べながらまちづくり講演会」の
ご案内 
8 月 18 日(水)11:00〜13:00 
札幌・江別のＮＰＯ団体の⽅と、昼食をご一緒しなが
らのまちづくりの最新事例等の意⾒交流会が実施され
ます。 
参加希望者は私まで申し出ください。 

 千歳市社会福祉協議会より、ふれあいデー チャリティ
ー パークゴルフのご案内 
9 月 11 日（⼟）リバーサイドパークゴルフ場 
参加希望者は私まで申し出ください。 
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委員会連絡･報告  
クラブ広報委員会 プログラム･雑誌委員⻑ 彦坂 忠人 
ロータリーの友８月号のご紹介です。 
「会員数が多い上位50クラブ」、「卓話の泉」、「言いたい・
聞きたい」等、興味が湧く記事がたくさん載っています。是
非、ご一読ください。 
 
直前会⻑ 高塚 信和 
交換留学生エンミの「ザ･テラス 〜お別れの夜間例会〜」

を7 月20 日に⾏い、22 日にはホームスティ先のみなさん、
千歳⾼校の教職員のみなさん、クラスメートのみなさんをお
招きし、和やかな中で平安閣にてサヨナラパーティを開催致
しました。千歳からフィンランドへ留学の北⼭夏帆さんが帰っ
てこられ、帰国報告会も併せて⾏いました。26日には市役
所に千歳市⻑を訪問し約 40 分のお話しを頂きました。 
エンミは向こうの学校を卒業後、北海道大学に挑み、英語
の教師になりたいと、話しておりました。 
29 日は、雨模様の中でしたが、エンミの帰国に際し、新千
歳空港に約 60 人もの大勢の⽅々にお⾒送りを頂きました。
本人に代わってお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 
エコプロジェクト実⾏委員会 副委員⻑ 武田 伸也 
8 月 22 日（日）にアイドリング･ストップ啓発活動を⾏い
ます。 「ちとせモール」東側出入り口前（千歳市勇舞８
丁目 ※旧イトーヨーカドー）に午前11 時20分までに集
合願います。 啓発グッズの配布・啓発のぼりの掲⽰を⾏
い、約３０分間程度の啓発活動をメーキャップ事業として
実施致します。休日の実施でご迷惑をお掛けしますが、何
卒ご協⼒願います。 
 
クラブ管理運営委員会 親睦活動委員⻑ 加藤 正志 

 8 月 17 日の夜間例会は、「ファイターズ･ナイト」と銘打
ち、例会場で野球観戦をしながら親睦例会です。 
昼⾏事として、親睦ゴルフコンペを、8 時 45 分スタート
で ブルックスカントリークラブで⾏います  

 8 月 14 日（⼟）に、20 周年記念親睦⾏事「お盆だ
けどみんなで遊ぼう会」を⾏います。ゴルフ＆バーべキュ
ー、ゴルフは午前 11 時集合でオークウッド G.C、プーレ
ー料 9,000 円で⾏います。バーベキューは、午後 3 時
30 分から G.C のレストランテラス、会費 5,000 円で⾏
います。バーベキューだけの参加も勿論 大歓迎！ 

 ８月 14 日から８週間、札幌競馬場にてレースが開催
されます。田口会員にお願いし、まだ日程は決まってお
りませんが、どこかの⼟曜日あたりに、競馬場⾒学会を
兼ねて親睦⾏事を計画中です。後日詳細を報告致し
ます。 

 
RI 第 2510 地区 WCS 委員会 副委員⻑ 田口 廣 
先日、２回目の委員会があり、タイ東北部の事業とインド
ネシアの事業を支援に、既に当クラブも含めて 25 クラブの
参加申し込みがあります。今年度も１月８日から 1 週間
の検証ツアーが予定されています。皆様のご協⼒に感謝致
します。 
また、地区大会において WCS のブースが設営されます。是
非、お⽴ち寄りください。 
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創⽴ 20 周年実⾏委員会 委員⻑ 入口 博美 
20 周年実⾏委員会の実⾏委員会を、先程開催しまし
た。 
9 月 12 日（日）の 20 周年の当日ですが、集合時間は
改めて連絡致しますけれど、皆さんはお昼からは空けておい
てください。 
メンバー令夫人にもお手伝い頂きたくお願い致します。 
13 日は⻑泉 RC の接待ということで、ゴルフと観光に分か
れますが、観光においては⻑泉 RC さんだけで周遊し、特に
当クラブの参加の同⾏は求めないということになっておりま
す。 
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8 月の誕生日 

ニコニコ BOX 

本日のプログラム

また、実⾏委員会組織図が退会者の発生などで変更され
ています。ご確認ください。 
 

 
 

8 月の誕生日のお祝いです。会⻑よりプレゼントがございま
す。 
柏田 欣也 会員（8 月 15 日生） 
田口  廣 会員（8 月 5 日生）  
入口 博美 会員（8 月 17 日生） 
オメデトーございます(^^)v 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ニコニコ箱委員会 副委員⻑ 佐々木 俊英 

竹原 孝 様：⻑い間、大変お世話になりました。 
入口博美会員：誕生祝、ありがとう！ 
柏田欣也会員：誕生月ということで「アイコ」を頂きました。
ありがとうございます。 
彦坂忠人会員：20 周年の司会をやれ！と言われました。
がんばります(^^)。 
高塚信和会員：エンミが帰国し、ホッとしています。 
佐藤文雄会員：最近の茅野さん、お元気で私より上手に
お話しされてます。 
清水清光会員：家族 11 人で サンパレスに⾏ってきまし

た。楽しかったです。 
佐々木俊哉会員：航空祭の切手です。よろしくお願しま
す。 
田口 廣会員：誕生祝いありがとうございます。私の馬が
道営競馬で、１、２、１、１着と来ている馬が出まして 
単勝 1.1 倍の断トツの一番人気でしたが、スタートした直
後に落馬してしまい、罵声を浴びてしまいました。（笑） 
 

 
 

「会員増強」 
会員増強･維持委員会 委員⻑ 高塚 信和 
2510 地区でも二百数 
十名が退会されており 
ます。 
会員減少は景気が悪 
いからと言われますが、
本当のロータリアンであ 
れば景気云々ではなく 
て、すべてを全うするために会員で在り続けるものだと私は
思います。 
第７グループを⾒ても、千歳 RC は 4 名の退会者をだし、
OB の会員が 2 名復帰しています。非常に⾏き詰まってい
るという感じがします。 
由仁クラブのように10名程のクラブもあります。由仁の後藤
会⻑も、もし活性化ということで許すのであれば、昔は考え
られなかったけれども、千歳セントラルと由仁クラブが合併し
て拡大した活動がしてみたいといったこともお伺いしました。 
先日は、ガバナー公式訪問でございましたけれども、ガバナ
ーも本当に困っていると思います。松前 RC が４名でありま
したが 2 名となり、地区から運営を止めた⽅がいいのではと
話しましたところ、2名の⽅は頑としてロータリーを続けるのだ
と、そういった類の状況になっているということです。 
そういった意味での「組織を守っていくのだ」との気持ちが本
当の親睦・友愛につながっているのか甚だ疑問であります。
当クラブも創⽴ 20 年になろうとしておりますが、今までを考
えてみますと退会された人、亡くなった⽅を合わせると80名
になります。会員数58名の時が最大規模だったのですが、
数にこだわるということは、所謂ロータリーの組織が言ってい
ることであって、クラブ自身として考えなくてはならない本質
は、私たち仲間 34 名がスクラム組んできちんと前進できる
かということであり、一番大事なことです。 
9 月 12 日に、20 周年の式典が挙⾏されるわけです。 
私も昨年から 40 名を目標に 20 周年を迎えたいと言って
おりましたが、その矢先に 4 名の退会者を出してしまいまし
た。事情はいろいろありますけれども、地区も、日本のロータ
リーも困窮しております。会員が増強にならないと運営がう
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まくいかないのです。 
このような時に RI は、何を考えたのかと言いますと、第 5 の
指針「新世代の強化」、つまり若い人をたくさん育てないと
会員増強にならないということです。 
しかし、奨学⾦などの経費が⾜りていない。現実の問題とし
てお⾦がなくて運営ができないのです。 
ロータリーが求めている増強とは、増強により収入が増える
という考え⽅です。会員が少なくなればなるほど運営がうまく
いかないことが現実です。 
では、なぜ地区は DLP を実施ないのでしょう。地区がやら
ないで、個々のクラブに CLP を求めること自体がおかしいと
思います。DLP を実施することによって、ロータリーが新しい
時代、そして活性化の道をたどるものと確信しています。 
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8 月 10 日例会「ふれあい農園」 

我がクラブも 40 名を目標にしておりますが、誰でも良いから
入会させても我がクラブらしい運営できるかと言ったらそうで
はないと思います。同じ思いを持ち合わせた仲間たちで⼒
強く運営していくことが、千歳セントラルロータリークラブの在
り⽅だからです。 
現有34名の会員が、坂井会⻑を中⼼におられるわけです
が、9 月 12 日の式典を迎えることにより、思いを新たにして
結束を図らなければいけないのです。結束と向上⼼があり、
そして活性化がなされれば、必ずや増強が 10 名でも 20
名でも達成される時が必ずやってくると思います。 
会⻑以下 34 名が一致団結して、一人ずつの⼒の輪をこ
の地域の中に生かせば、そんな難しいことではありません。
むしろ「増強、増強」というよりもみなさんの輪が固まった時
に初めて真価が生まれてくる。それが、会員増強の秘訣だ
と思っています。 
羽生会⻑エレクトの年度を迎えるまでには、現状の中から
やむなく退会をされる⽅もいるかもしれません。それも止める
というよりも、その人たちを含めて把握をし、みんなが絆を強
くして、その連帯感を持って頂くと⻤に⾦棒です。 
みなさん一人ひとりのお⼒をもらいながら会員増強を⾏って
いこうと思います。いずれグループ討議をして、それぞれのご
意⾒を頂戴しながらまとめていきたいと思います。 
 

 

 

8 月 12 日は、ふれあい農園での作業です。日航ホテルで
の昼食後、農園に移動し草取りなどの作業を⾏いました。
8 月 22 日の移動例会 
で予定している「収穫祭 
」を前にして、最終の作 
業となりました。 
尚、8 月 22 日「収穫祭 
」では、創⽴ 20 周年祝 
賀会で景品に使用する

ジャガイモ、南瓜などの穫り入れ作業となります。 
また、当日はつくし保育園の園児がジャガイモの体験収穫
に訪れます。 

 
 
 

 前年度末での退会者 大淵会員、多賀会員、⼭本
会員、竹原会員の 4 名 現会員数 34 名 

 年会費免除の件 
シニア（70 歳以上）― 大野会員、⾼塚会員につい
ては、定款第 5 節、細則 6 条第 3 節の規定により、
年会費半額･例会出席義務が免除されます。 
但し、佐藤会員、加藤晶啓会員については、現会社
経営者なので該当しません。 

 上期の年会費〜地区大会参加料を含む 
 組織図の変更 
親睦委員⻑交代  柏田会員⇒加藤正志会員 

 理事会への４大奉仕委員⻑、各プロジェクト委員⻑の
出席要請 

 理事会開催日程について 
昼例会日 11 時半頃（毎例会） 

 例会運営について 
10 月から 12 月の 3 ヶ月間、各月の第一例会を、出
席率向上と会員増強の対策として、夜間（開会点鐘
18:30）の開会を試⾏する。例会形式は通常の昼例
会と同じ。 
各月の第三例会の夜間例会は、従来のまま。 

 
 
 
田中作次氏、2012-13 年度 RI 会⻑に 
埼玉県、八潮(やしお)ロータリークラブ会員の田中作次氏
が、指名委員会により 2012- 
2013 年度の国際ロータリー 
会⻑に選出されました。対抗 
候補者がいない場合、同氏は 
10月1日に会⻑ノミニーとなり 
ます。 
ロータリーが「地域を発展させ 
る原動⼒として、活気のある活 

例会出席状況 （2010 年 8 月 10 日） 
会員数 34 名 
会員実出席者数 19 名 
欠席者数（内：無断欠席）  15（5）名 
出席率（前回例会）  55.88（58.82）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  19 名 

理事会通信 

NEWS & TOPICS 
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動を続けていく」姿を⾒届けていきたい、と田中氏は述べま
す。 

 
 

8 月 22 日(日)

メーキャップ事業「アイドリング･ストップ啓発活動」
集合/11:20、ちとせモール(勇舞 8 丁目)東側
玄関前 実施/11:30-12:00、啓発グッズ配
布、のぼり掲⽰による啓発活動 

8 月 24 日 

移動例会「ふれあい農園/収穫」 
集合/10:30、農園現地 実施/収穫作業(創
⽴ 20 周年祝賀会で使用予定)、11:45 頃迄
作業終了後、日航ホテルで昼食 
■つくし保育園「ジャガイモ収穫体験」 
11:00〜(30 分間程度) 
収穫後、つくし保育園でふれあい農園の食材で
調理したカレーライスを提供(調理はつくし保育
園)  [担当/ふれあい農園実⾏委員会(今井
委員⻑･清水副委員⻑)] 

8 月 31 日 ●休会（月末） 

9 月 7 日 
通常例会「クラブ協議会/創⽴ 20 周年につい
て｣ [担当/佐々木幹事、創⽴ 20 周年実⾏
委員会(入口委員⻑)] 

9 月 12 日(日)

創⽴ 20 周年記念式典･祝賀会 
受付/15:30  式典/16:00-16:45 
祝賀会/17:00-18:45 
会場/ホテル日航千歳 

9 月 14 日 ●9 月 12 日に振替 

9 月 21 日 通常例会「例会の在り⽅について」 
[担当/佐々木幹事] 

9 月 25 日(⼟) 親睦⾏事「JRA 札幌競馬場⾒学会」[予定] 

9 月 28 日 
移動例会「支笏湖周辺･復興の森」 
[担当/緑化推進事業実⾏委員会(佐々木俊
英委員⻑･佐々木俊哉副実⾏委員⻑)] 

10 月 5 日 通常例会「クラブ協議会」 ※開会点鐘 18:30
[担当/佐々木幹事] 

10 月 12 日 通常例会「⽶⼭学友の卓話」 
[担当/ロータリー財団委員会(須藤委員⻑)] 

10月16日(⼟) 第 2510 地区「地区大会」第 1 日目 
会⻑･幹事会(13:00/札幌グランドホテル) 

10月17日(日)

第 2510 地区「地区大会」第 2 日目 
本会議(9:00/札幌市⺠ホール) 
シンポジウム(13:00/札幌市⺠ホール) 
記念講演(15:20/札幌市⺠ホール) 
懇親会(18:00/札幌グランドホテル) 

10 月 19 日 
★夜間例会｢もうひとつの創⽴ 20 周年記念祝
賀会｣ [担当/親睦活動委員会(加藤正志委
員⻑･手島副委員⻑)] 

10 月 26 日 通常例会「職業奉仕について」 
[担当/職業奉仕(⽩木委員⻑)] 

11 月 2 日 通常例会「クラブ協議会」 ※開会点鐘 18:30
[担当/佐々木幹事] 

今後の例会･事業日程 

そのような活動を展開していくためにも、積極的で、活動に
夢中になれるクラブをロータリーは必要とすると同氏は付け
加えます。「活気をもって、⾏動をとって変化に対応できる
強⼒なクラブづくりを支援する、修正された RI ⻑期計画が
あることは幸いです」 
田中氏が代表取締役を 32 年間務めた家庭紙卸売業の
株式会社タナカは、1995 年に株式公開した後、日用品
雑貨卸売販売業者の株式会社ダイカと合併しました。現
在、八潮市商⼯会の副会⻑である同氏は、その後、商圏
を全国展開するために再度合併した株式会社あらたの相
談役を務めています。また、ビジネス経営を専門に学び、全
国家庭紙同業会連合会の会⻑任務を 8 年間務められま
した。  
ロータリー財団管理委員として、田中氏は 2009 年バーミ
ンガム国際大会委員会の委員⻑を務められました。ロータ
リーに関するその他の任務として、RI 理事、ロータリー財団
地域コーディネーター、地区ガバナーとして活躍されたほか、
ポリオ撲滅提唱グループ、恒久基⾦委員会、未来の夢委
員会の委員を務められました。    
ロータリー平和フェローシップ基⾦を設⽴した田中氏は、京
子夫人とともに、ポール・ハリス・フェロー、恒久基⾦ベネファ
クター、大口寄付者となっています。  
 
受賞経歴として、同氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団の
特別功労賞を受賞されました。  
ポリオを撲滅することは「私たちが世界の子どもたちへの約
束を果たすこと」であると田中氏は言い、「近い将来に撲滅
が成功を遂げることは間違いない」と述べます。 
 
田中氏と京子夫人には、3 人のお子さんと 5 人のお孫さん
がいます。 
 
 
8 月 22 日(日)は「アイドリング･ストップ啓発活動」 
8 月 22 日(日)、“ちとせモール”(勇舞 8 丁目)東側玄関
前、午前 11 時 20 分までに集合。11 時 30 分から 30
分間位の街頭啓発をメーキャップ事業として実施します。 
休日の実施で、大変恐縮ではございますが、ご協⼒をお願
い致します。 ── エコプロジェクト実⾏委員会 
 
 
 
 
 
 

 


