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 会⻑あいさつ   
会⻑ 羽生 有三 
みなさん、こんにちは。 
今年度、今日を入れて 3 回の例会となってしまいました。 
最近、千歳も大変寒く
て私も鼻風邪をひいて
しまいましたので、皆さ
んもどうぞ体調管理に
気を付けて下さい。 
国会で原発と消費税
の問題が議論されてい
ます。 
しかし、国⺠のためではなく国会議員⾃⾝のためばかりの討
論がされているような気がします。 
日本人の先祖は約 1 万年前の縄⽂人と大陸からの弥⽣
人の合併から形成されていると聞いています。日本人は融
合して共存し⽣存しましたが、そのせいか日本人は大変辛
抱強く、困難な時にも抗議をしない傾向があるようです。も
う少し、市⺠がアピールできる場があればよいと思います。 
また、天皇制の問題について、⼥系天皇の話が出ています。
私は中道的な考えを持っていますが、あくまで天皇家は男
系でなければいずれ滅びるような気がします。旧宮家を復活
させるほかにはないように思います。 
哺乳動物は殆どそうですが、遺伝する情報はＹ染色体にあ
り、殆どが⼥性には遺伝されないそうです。深い伝統⽂化の
上に⽴つのが天皇家ですから、簡単に⼥系、男系とは判断
せずよく勉強をすべきではないかと思います。 
今日は、今年度活動報告ということで、次週が会⻑、副会
⻑、会⻑エレクトの報告になっています。今年度の反省点を
踏まえて報告して頂きたいと思います。よろしくお願いしま
す。 
 
 幹事報告  
幹事 須藤 丈  

 先週、今週と早稲田大学グリークラブのコンサートチケッ
トを販売させて頂きました。皆さんにご協⼒頂き預かった
枚数は完売できました。更にチケットを必要とされている 

 
⽅は彦坂会⻑エレクト、坂井直前会⻑がお持ちですの
で是非声をかけて頂きたいと思います。ご協⼒ありがとう
ございました。 

 ドキュメンタリー映画「カムイと⽣きる」のご紹介が来ていま
す。北海道出⾝でアイヌ⺠族の⾎を引く浦川冶蔵氏の
半⽣を描いた作品です。興味のある⽅はご覧ください。 

 事務局での喫煙について、ホテル館内は禁煙となってい
ますので、喫煙ルームでの喫煙をお願いします。事務局
では禁煙とさせて頂きますので、ご協⼒よろしくお願いしま
す。 

 6 月 26 日の最終例会ですが、親睦活動委員会主催
のパークゴルフ大会を 14:00〜16:00 までコトロパーク
で⾏います。ご家族、千歳ローターアクトクラブにもご案
内しています。どうぞ皆さんの参加をお願い致します。プレ
ー代 600 円、道具代 300 円、中学⽣以下無料となっ
ています。 

 千歳市⺠活動交流センター ミナクールより千歳学出前
講座「銘々楽学」のご案内 
○ 日時 6 月 17 日（日）14:00〜16:00 
○ 場所 千歳市⺠ギャラリー４階 ミナクール 
○ 参加費 無料 

 
 ニコニコ BOX  
進⾏：SAA 副委員⻑ 今井 章夫  
今井 章夫会員：昨日、65 歳になりました。 
須藤 丈会員：私は 54 歳になりました。 

例会出席状況 （2012 年 6 月 12 日） 
会員数 35 名 
休会 1 名 
会員出席者数 18 名 
欠席者数（内：無断欠席）  16（3）名 
出席率（前回例会）  52.94（73.52）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  18 名 

本日のニコニコ BOX 合計額 3,000 円 
今年度 累計額 555,000 円 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ   会⻑ 羽⽣有三 / 副会⻑ 柏田欣也 / 幹事・会報委員会委員⻑ 須藤 丈（会報編集責任者）
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4 ホテルグランテラス千歳内   TEL･FAX.0123-26-5788  membership-office@ccrc.jp
http://www.ccrc.jp  http://www.facebook.com/chitosecentral 
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 本日のプログラム  
通常例会「今年度活動報告①」 
担当/幹事 須藤 丈 
例年通り、本日と次週
で今年度活動報告とな
っております。会⻑、副
会⻑、会⻑エレクトは次
週に報告して頂きますの
で、ご準備頂きたいと思
います。欠席されている
⽅もいらっしゃいますので、ランダムにお願いしますので、順番
が前後しますがお許し下さい。 

 
SAA（会場監督） 副委員⻑ 今井 章夫 
SAA についてあまり知ら
なかったのですが、毎例
会緊張するものです。
一番心配なことはテー
ブルが空いていると時間
通り始めてよいかという
ことで、悩みもございまし
た。委員⻑に代わり何回か SAA を担当しましたが、次年度
に向けて出席率を⾼めて楽しい例会にするために会場監督
はきちんとしていかなければならないと思います。次年度宜し
くお願いしたいと思います。今年度は途中からでしたので、企
画もなく時には欠席して須藤幹事にもご迷惑をお掛けしまし
た。 
 
親睦活動委員会 委員⻑ 井上 英幸 
初めて、親睦活動委員会委員⻑を務めさせて頂きました。
ロータリーに入って 15 年、一度も親睦活動委員⻑をやった
ことがなかったものですから、あえて⽴候補して担当させて頂
きました。非常に充実した一年間が送れたのではないかと思
います。まず、夜間例会にゲストをお呼びして外部の⽅をも

含めて親睦を図ろうとい
う主旨で開催しました。
トップバッターは北海道
議の梅尾要一様に来て
頂き、ゴルフにも参加し
て頂いて親睦を深めるこ
とが出来ました。このよう
な事を一年間続けてきましたが、ある会員から本来親睦活
動委員会が担当する夜間例会に前段ゲストをお呼びして
卓話を聞くことがいかがなものかというご意⾒を頂きました。
私はロータリーに 15 年間いますが、昼間の卓話例会はあり
ましたが、夜間にはあまりありませんでした。夜は単純に乾杯
をして終わるということもあったものですから、問題提起という
ことで一年間やらせて頂きました。これが、良かったのか悪か
ったのか賛否両論あっていいと思いますが、私は良かったと思
っています。 
次年度は古⽊委員⻑となります。 
内容はわかりませんが、親睦を図れるものであればよいと思
います。 
11 月に創⽴記念例会を毎年いろいろな場所で⾏っていま
したが、今年度初めの試みとして丸駒温泉に一泊で開催さ
せて頂きました。非常に皆さんの出席率も良く、佐々⽊⾦
治郎様の卓話を聞けたこともあり、楽しいひと時を過ごせた
のではないかと思います。 
新しいことも含めながらチャレンジした一年であったと思います。
親睦活動委員会としては、私がゴルフ好きなものですからゴ
ルフばかりを企画していました。最終例会はゴルフをされない
⽅にも参加できる内容を考え、パークゴルフを企画しました。
もう少し、ボウリング、パークゴルフ等を織り込みながらできれ
ば良かったのではないかと反省しております。 
何はともあれ、一年間このクラブの親睦を図るという意味で
先頭に⽴てたことに改めて感謝したいと思います。 
先般、地区のクラブ奉仕委員会の会議がありました。私は、
CLP について地区内の 72 クラブに卓話をしております。地
区協議会でもそのような機会があり、次年度は CLP がどの
ようになるのか聞いてきました。初めて第 8 グループから選出
された次年度細川ガバナーは、地区の重要な組織として
CLP 特別委員会を作り地区の組織についても本格的に⾒
直すことになるようです。クラブ奉仕委員会がそのまま CLP
特別委員会も兼務します。日本で一番 RI の活動に忠実
に活発に地区活動を⾏っているのは、田中作次次年度 RI
会⻑がいらっしゃる第 2770 地区です。CLP、東日本大震
災の活動についてもいち早く活発に活動しています。そういっ
た参考になる地区に追いつき、追い越せるよう第 2510 地
区も変わるべく、また一年間頑張っていきたいと思います。 
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ロータリー情報、新入会員研修委員会 委員⻑ 白木 松敏 
ロータリー情報委員会の活動報告をします。 
今年度、委員会を担当するにあたり 1 つのテーマを掲げスタ
ートしました。将来に渡り我がロータリークラブに費用な事項
や課題等をクラブに提起し、投げ掛け考えて頂くという事を
テーマにしました。 
第 1 回目の発表は「合併に至る経緯と現状」 
第 2 回目の発表は「ロータリーのブランド構築」 
第 3 回目の発表は「広報は各クラブの活動の成果」 
以上の 3 タイトルを投げ掛け、発表する内容についてはコピ
ー、または⽂章にし、１人１人に配布致しました。 

また、発表後は私委員
⻑としての所⾒を述べさ
せて頂きました。 
新入会員研修委員会
の活動報告です。 
我がクラブ創⽴以来、
初の委員会でしたので

大変悩みながら教育カリキュラム並びに受講のための心構え
「このクラブを支えるのは新入会員のあなたです!!」等を作成
し私⾃⾝も初心に帰り、新入会員のみなさんと一緒にスタ
ートしました。 
また、講師を努めて頂きました「四つのテスト」担当の坂井 
治講師、「超我の奉仕」担当の田口廣講師、「ロータリーの
理念」担当の⿑藤博司講師、「ロータリーの綱領」担当の
須藤丈講師には大変に内容の濃いすばらしい講話を頂き
ました。 
また、1 日目を受講された新入会員には、ロータリー関連の
記念品を、2 日目も受講された⽅には終了証書の授与を
致しました。又、授与式の時間も頂きました。みなさんからの
協⼒に大変感謝しております。ありがとう御座いました。 
 
社会奉仕、地域活動委員会 委員⻑ 加藤 晶啓 
2011 年 12 月より千歳ロータリークラブ、千歳セントラルロ
ータリークラブ合同の”絆で結ぶあったか千歳実⾏委員会”が
設⽴され両クラブの実⾏委員と計画を⽴てました。 
2012 年 3 月 11 日、ANA クラウンプラザホテルにて共催
事業「3.11 東日本大震災“絆で結ぶ♥あったか千歳”」を
⾏い今年度の活動として印象に残る事業となりました。 
個人的なことですが痛風になりまして先日、初めて⾞いすに
乗りました。かなり痛いです。今後は私⾃⾝の体も大事にし
てクラブの皆さんと過ごしていきたいと思います。奉仕活動は
なかなか出来ない部分もありますが、皆さん次年度も協⼒
をお願いしたいと思います。 
 
 
 

友好クラブ、ふれあい農園実⾏委員会 委員⻑ 
新千歳空港国際線ターミナル募⾦箱事業担当 
高塚 信和 
ふれあい農園事業は昨年 5 月 10 日に始まり、6 月 7 日、
7 月 6 日、8 月 23 日、8 月 26 日、9 月 13 日、10 月
11 日、そして最終的に収穫祭を⾏い全部で 8 回⾏いまし
た。北あかり、ズッキーニ、
とうもろこし、えびす南
瓜、茄子、枝豆、南蛮
等 8 種類を植えました。
北あかりは約 2 トン、え
びす南瓜は約 60 個、
枝豆も相当な数が出
来ました。 
つくし保育園の 30 名の園児、当クラブから 18 名の会員が
参加して収穫祭を⾏い、園児にたくさん持たせることが出来
ました。この事業は、次年度も引き継がれるものと思いま
す。 
友好クラブ事業は、5 月 8 日〜10 日にかけて、⻑泉 RC と
の友好締結15周年記念交流会ということで開催しました。
グルメ旅⾏も兼ねて、東京スカイツリーや浅草も観光しまし
た。友好のシンボルとして枝垂れ桜も植えることが出来まし
た。5 年後に訪れた時には更に大きくなっていると思います。
羽⽣会⻑の植樹の様子は翌日、静岡新聞に掲載され韮
⼭で⾒ることができました。企画内容を詰めるのは大変な作
業でした。皆さんに喜んでもらえたのではないかと思います。 
平成 29 年には 20 周年、今度は⻑泉 RC からこちらにやっ
てきます。私どもの創⽴ 25 周年と⻑泉 RC 創⽴ 30 周年
事業は平成 27 年 5 月と 9 月に⾏われる予定です。 
先週、東日本大震災被災地を訪ねる旅に⾏って参りました。
仙台空港に降り⽴ちましたが、周辺は昔、ササニシキの田ん
ぼであったところが、いまだに瓦礫の⼭が残っていました。大
変な驚きと早く処理しなければならないといけないのではな
いかと感じました。瓦礫は、苫小牧市が受け入れを始めまし
たが、千歳市でも受け入れるような準備をしているようです。
気仙沼、陸前⾼田等も訪れましたが、観光は戻ったと⾔い
ますが、瓦礫の処理等復興は全く進んでいないという現状
を⾒ました。その様子をあの場に⽴ってみますと、なぜ全国
⺠が助けてやらないのかと思いました。⾏ってみなければわか
らないと思います。皆さんも実際に⾒て頂きたいと思います。 
 
副幹事（理事） 
ロータリー財団、⽶⼭奨学⾦委員会 委員⻑ 
佐々木俊英 
副幹事、ロータリー財団、⽶⼭奨学⾦委員⻑ということでし
たが、副幹事としては須藤幹事のもとですから私の出る幕は
ございませんでした。ロータリー財団への寄付も会費と共に
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皆さんにして頂きまし
た。 
私の近況報告としまし
て、糖尿病で 1 年半ぐ
らい前から病院に通い
薬を飲んでおります。し
かし、一向に改善の余
地が⾒られないという事で、教育入院をしてはどうかと昨日
から入院する手続きをしておりました。 
しかし雑用が多く入院を取りやめました。その代わり、⾃分な
りに目標をたて、一日一万歩あるいは 1 時間半は歩こうと、
既に 4 日間継続しています。彦坂会⻑エレクト、⼟居会計
という先輩がいますので⾒習おうと思っています。一月後、ど
んな状況になっているかわかりませんが、皆さんも健康に留
意されて今後とも楽しくロータリー活動を展開していければと
思います。 
 
 SCHEDULE  
国際ロータリー会⻑エレクト 
田中作治氏 プロフィール 
2012-13 年度 国際ロータリー会⻑ 
2011-12 年度 国際ロータリー会⻑エレクト 
2006-10 年度 ロータリー財団管理委員 
2003-05 年度 国際ロータリー理事 
1994-95 年度 地区ガバナー 

田中作次氏は、㈱ダイカ会⻑、
全国家庭紙同業界連合会
会⻑、⼋潮市商⼯会副会⻑
を務められました。 
1975 年に⼋潮（やしお）ロ
ータリークラブの創⽴会員とし
てロータリーに入会して以来、
RI 理事、ロータリー財団管理
委員のほか、2009 年バーミ

ンガム国際大会委員⻑をはじめとする各種委員会の委員
と委員⻑、ロータリー財団地域コーディネーター、地区ガバナ
ー、研修リーダーを歴任されました。⾃⾝が所属する地区で
は、バングラデシュに学校を建設する活動に献⾝されました。
RI 超我の奉仕賞およびロータリー財団の功労表彰状と特
別功労賞を受賞された田中氏は、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、
そしてアーチ・クランフ・ソサエティーのメンバーとなっています。
このほかにも、ロータリー平和フェローシップ基⾦を設⽴されま
した。 
京子夫人とは 1963 年にご結婚され、現在、埼⽟県⼋潮
市にお住まいです。3 人のお子さんと 6 人のお孫さんがいら
っしゃいます。 

 SCHEDULE  

6
月

☆6 月は、ロータリー親睦活動月間です。

19 日
通常例会「活動報告②」[副幹事] 
発表者 / 会⻑、副会⻑、幹事、会⻑エレクト、会計、直
前会⻑、副幹事、エコプロジェクト(羽芝)、ふれあい農園・
空港募⾦箱管理(⾼塚)、緑化保全推進(佐々⽊俊哉)

26 日 親睦夜間例会「最終例会」 
[担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

◇2012－2013 年度 

7
月

3 日
通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の⽅針・年度計画
の発表」 
発表者 / 会⻑、副会⻑、幹事、会⻑エレクト、会計、直
前会⻑、副幹事 [担当/幹事] 

10 日

通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の年度計画発
表」 
発表者/井上(SAA)、古⽊(親睦活動)、今井(出席･ニコ
ニコ箱)、入口(会計監査)、笹谷(会報)、白⽊(ロータリー
情報)、松坂(社会奉仕)、田口(国際奉仕)、加藤(職業
奉仕)、坂井(ローターアクト･新世代)、⼟居(ロータリー財
団･⽶⼭記念奨学)、⾼塚(友好クラブ) 各委員⻑ 
[担当/幹事] 

17 日 親睦夜間例会「未定」[担当/親睦活動委員会(古⽊委
員⻑)] 

24 日

移動通常例会「支笏湖・復興の森づくり（下草刈り）」
[担当/社会奉仕委員会(松坂委員⻑、鈴⽊緑化推進担
当)] 
親睦野外バーベキュー会 
[担当/親睦活動委員会(古⽊委員⻑)] 

31 日 休会(月末) 

8
月

☆8 月は、会員増強及び拡大月間です。
7 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/幹事] 

14 日 通常例会「未定」[担当/会員増強･維持委員会(羽⽣委
員⻑)] 

21 日
親睦夜間例会「未定」[担当/親睦活動委員会(古⽊委
員⻑)] 
親睦レクリエーション 

28 日 通常例会「未定」[担当/会報委員会(笹谷委員⻑)] 
その他 ■千歳ローターアクト市⺠盆踊り出店事業支援(予定) 

9
月

☆9 月は、新世代のための月間です。
4 日 通常夜間例会[クラブ協議会][担当/幹事] 

11 日 通常例会「未定」[担当/ローターアクト、新世代委員会
(坂井委員⻑)] 

18 日
親睦夜間例会「未定」[担当/親睦活動委員会(古⽊委
員⻑)] 
親睦レクリエーション 

25 日

移動通常例会「復興の森農園･収穫祭」[担当/社会奉
仕委員会(松坂委員⻑、清⽔農園担当)] 
親睦野外バーベキュー会[担当/親睦活動委員会(古⽊委
員⻑)] 

その他 ■秋の交通安全運動セーフティコール(予定) 
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