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 WELCOME  

 
 会⻑あいさつ  会⻑ 彦坂 忠人 
本日は、今年度第 2 回目の例会となりますので、私⾃⾝
の⾃⼰紹介を若⼲させて頂きます。 
平成８年4 月に、36年間勤務させて頂いたＪＡ道央を
定年退職し、7 月に当クラブに入会させて頂きました。家
族は妻と二人の息子、娘で、既に結婚しておりますが、孫

の顔は⾒るに⾄っており
ません。 
私の職業分類は、大分
類でサービス業、中分
類で専門サービス業、
小分類では農業コンサ
ルタントとなっており、一

⾒、農業のプロと思われております。そうした呼称を提案し
て頂いた佐々木俊英さんには、足を向けて寝ることなど、
決して出来ないものと、敬愛の念で一杯であります。 
しかし、先日の農園作業時に、清水さんから、「南瓜の芽
とりをせよ」との指示があり、その瞬間に、極めて素人であ
ることが露呈してしまいました。今後、農園作業に励み、
⾺鈴薯、南瓜の育成技術を⾝につける覚悟であります。 
では、一体、彦坂は 36 年間、何をやってきたのか？ 
農業の世界にも、色々な機能、役割分担がありまして、
私は、どちらかと⾔うと、経営管理業務とか農産物市場開
拓業務を中⼼に⾏動してきたことから、⽣産技術⾯につい
ては、先程の、清水さんの支持なくしては動き様がないの
でありますが、しかし、農業に関する多少の知識、情報を
持合わせているつもりでありますので、ここで、千歳の農業
の一端を紹介致します。 
千歳は農業算出額では、石狩管内では№1、131 億円
で内畜産物が 96 億円（鶏卵、⽜乳、豚）、農産物が
35 億円(小⻨、甜菜、大⾖)となっており、特に、鶏卵は
道内では№1 ⽣産基地（飼養羽数 130 万羽）であり
ます。 

 
今年度、千歳圏人会で計画している「ちとせ丼グランプリ」
の開催は、⽣産高全道 1 位を誇る千歳の卵に対する認
識と、卵を⽤いたご当地グルメとして、オリジナルどんぶりを
開発し、明るく、楽しい、元気のあるまちを目指すものであ 
ります。 
この様に、千歳は工業団地、空港、⾃衛隊の基地と⾔わ
れておりますが、農業の⽣産基地としての側⾯もあり、大
いに注目されるところであります。 
私の⾃⼰紹介から、話題が相当逸れてしまいましたが、
職業分類にある⽴場に相応しい⾏動が、終始可能となる
様、頑張る所存であります。１年間宜しくお願い申し上げ
ます。 
 
 幹事報告  幹事 佐々木 俊英  

 北広島ロータリークラブより新年度クラブ役員就任の挨
拶状が届いています。 

 
 
 
 
 

※以上、敬称略 
 千歳ローターアクトクラブ 第 1 回定例会のご案内 
○ 日時：7 月 18 日（水）18:30〜 
○ 場所：千歳市⺠活動交流センター ミナクール 
○ 会費：お弁当 1,000 円 飲み物 500 円 
○ 申込み締切：7 月 16 日（月）正午までに事務

例会出席状況（2012 年 7 月 10 日） 
会員数 33 名 
休会 0 名 
会員出席者数 19 名 
欠席者数（内：無断欠席）  14（4）名 
出席率（前回例会）  57.57（72.72）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  1 名 
出席者数総計  20 名 

重原 祐治 様 北海道ユニセフ協会 相談役 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ    会⻑ 彦坂忠人 / 副会⻑ 菊池 孝 / 幹事 佐々木俊英 / 会報委員会 委員⻑ 笹谷俊尚
〒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 

会⻑ 石塚 正敏 
副会⻑ 菊池 重敏 
幹事 川口 孝太郎 
会⻑エレクト 橘  功記 
会計 斎藤  洌 
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局へご連絡をお願いします。 
 第 2510 地区ガバナー事務所より「第 11 回日韓親
善会議」のご案内 
○ 日時：8 月 31 日（⾦）、9 月 1 日（土） 
○ 会場：グランドプリンスホテル新高輪「⾶天の間」 

 かスカイ・ビア&YOSAKOI 祭実⾏委員会より大会
役員就任の依頼状が届いておりました。彦坂会⻑に
引き受けて頂きました。 

○ 任期：平成 24 年 7 月 14 日〜平成 25 年 3
月 31 日 

 新年度役員紹介の記事が千歳⺠報、⽣活情報紙
「ちゃんと」に掲載されています。回覧します。 

 千歳市交通安全運動推進委員会より機関紙「ゆっく
り⾛ろう北海道」が届いています。 

 本日、例会において新千歳空港国際線ターミナル募
⾦箱で回収した募⾦を北海道ユニセフ協会へ寄付す
るセレモニーを⾏います。これまで、日本円については
151,314 円を㈶ロータリー⽶⼭記念奨学会へ寄付
致しました。 

 会員手帳、会員カードを本例会で配布しております。 
 

 各委員会報告・連絡  
ローターアクト・新世代委員会 委員⻑ 坂井 治 
国際ロータリー第 2510 地区⻘少年交換委員会より
2013-14 年度⻘少年交換派遣学⽣募集のご案内が
来ております。派遣期間は 2013 年夏からの 1 年間、派
遣予定地区はカナダ・アメリカ・フィンランド・オーストリア・台
湾・ブラジルとなります。合計 7〜8 名を予定しています。
対象希望の方がいましたら、第 1 次締切 8 月 26 日まで
に事務局へご連絡頂きたいと思います。 
もう一点、⻘少年交換の関係で、先週土曜日札幌で受
け入れ学⽣の送別会と派遣学⽣の壮⾏会が⾏われまし
た。受け入れしていた 6 名の外国人が今月と来月に分か
れて、それぞれの国に帰って⾏きます。一年間いた感想や
国に帰ってからの希望を述べていました。これから派遣され
る高校⽣は特技を披露したり、派遣後の希望や夢を語っ
て出発していくことになります。新千歳空港からの出発とな
りますので、ご都合のつく方は⾒送りをお願いします。 
7 月 13 日朝、フィンランドの ROTEX エンミ・セッパラさん
が帰国します。来年、恵庭の⽂教大学に入学できるかも
しれませんので、ひょっとしたらまた日本に帰ってくるかもしれ
ません。 
 
第 2510 地区奨学委員会 副委員⻑ 齊藤 博司 
7 月 7 日（土）札幌にて 2012-2013 年度、アメリカ、
オーストラリア、イギリスへの3名の財団奨学⽣のオリエンテ
ーションに参加してきました。 

 ニコニコ BOX   
出席、ニコニコ箱委員会 委員⻑ 今井 章夫 
齊藤博司 会員：昨日、テレビ東京の番組に取材されま
した。 
井上英幸 会員：彦坂会⻑年度の記念する第 1 回例
会を欠席してしまいました。ゴメンなさい m(__)m 
野口三恵子 会員：当社恵庭店の引っ越しで前回例
会を欠席しました。同じくゴメンなさい m(__)m 

坂忠人 会員：千歳⺠報とちゃんとに掲載されました。  
 

彦
佐々木俊英 会員：会⻑とともに掲載されました(^^)v
古木克紀 会員：セガサミーカップ最終日にテレビに映っ
てしまいました。 

 

 
 
 新千歳空港募⾦寄付セレモニー  
011 年 11 月2

た

本日のニコニコ BOX 合計額 7,000 円

、新千歳空港国際線ターミナルに設置し
2 基の募⾦箱より回収された外国通貨を、彦坂会⻑よ

り北海道ユニセフ協会へ寄付し、感謝状を頂きました。 

今年度 累計額 40,000 円
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北海道ユニセフ協会 相談役 重原 祐治 様 
日は千歳セントラルロータリークラブの皆様、お忙しい中

有難うございま

供達の

定された国連のミレニアム目標のゴールが

ニセフとWHOに委託してきたわけです。 

0 円に換算して高々3,500 億円で

アメリカはほとんど政府が出

の出資を⾒ると日本はベスト 10

秘めた⼒を持

本
お招き頂き、また過分な募⾦を頂きまして
した。私は現在 72 歳になりますが、現役の頃は札幌東、
苫小牧東 RC に所属しておりましたロータリアンでこのよう
な例会を非常に懐かしく感じております。 
今日、朝日新聞の天声人語でアフガニスタンの子
状況について触れていました。アフガニスタンでは、5 人のう
ち1 人の子供が5 歳まで⽣きられないという状況が報告さ
れていました。アフガニスタンでは、このような子供達が約 2
割いて一昨年までワースト1でした。今はアフリカ勢が上位
にきています。 
ユニセフは子供の権利を守る組織ですが、子供の最大の
権利は⽣きる権利です。子供達が 5 歳まで⽣き延びてく
れれば、そこからまた成⻑するような契機はできます。です
から、5 歳までどうやって⽣き伸びてもらうかが最大の使命
になっています。 
1990 年に設
2015 年で間もなく近づいています。1990 年に 5 歳まで
⽣きられない赤ちゃんが世界で 1,300 万人いました。毎
年、地球上で 1 億 3000 万人の赤ちゃんが⽣まれます。
これは大変だという事で 25 年かけて 3 分の 1 に減らそう
と最大の任務をユ
現在の進⾏状況は、昨年で 730 万人までになっています。
しかし、目標が 450 万人ですから、今まで 12 年かけてこ
こまで減らしたのですが、あと 3 年で達成できるか微妙にな
っています。従来のペースだと絶望的ですが、最近の 3 年
間は年 60~70 万人減少しているので、うまくいくと 500
万人を切って目標に近づけるのではないか、と期待しなが
ら取り組んでいます。 
いろいろな目標がありますが、なかなか上手くいっていませ
ん。途上国、特にアフリカの状況は、あまり前進していませ
ん。ユニセフも同じような状況ですが唯一、この課題だけは
達成したいと頑張っています。 
世界の子供達の為にいろいろな手を尽くしていますが、そ

の資⾦は 1 ドル＝10
す。これで一年間、約 150 か国の子供達に展開していま
すがとても足りません。 
最大のスポンサー国はアメリカで 400 億円ぐらいです。第
2 位は日本で 350 億円です。
資し、日本の場合は政府と⺠間が半分ずつです。⺠間の
うち世界ダントツの 1 位は日本です。第 2 位のドイツは日
本の半分、アメリカは更にその半分です。 
しかし、国⺠一人当たり
から外れます。第 1 位はノルウエーで上位は北欧各国で
す。ノルウエーは国⺠一人当たり 4,500 円、日本は 243
円で非常に少ないです。もし、日本の人たちがノルウエー
の国⺠ぐらいの出資をして頂ければ、日本の資⾦だけで
今のユニセフの何倍もの活動ができるほどの
っています。日本の方々に訴えていかねばと思っています。 
ロータリアンの皆様にご協⼒頂いて、是非この北海道で広
めていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。本日
は誠に有難うございました。 

 
 
 本日のプログラム  
通常例会「クラブ協議会」 
各担当委員会の年度計画の発表 
担当/理事会（佐々木幹事） 

回に引き続いて理事
担当で各委員⻑に今

 克紀 

前
会
年度の抱負を述べて頂
きます。 
 
 
 

 
親睦活動委員会 委員⻑ 古木
前年度、井上委員⻑のように全うできるか不安ですが、
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活動方針を発表したいと思います。 
なる会員間の親睦を図るべく、コミュニケーションをとって
睦活動を⾏っていこうと思います。それが奉仕の精神と
睦を持ち合わせたロータリーではないかと思います。 
まで同様、親睦ゴルフコンペは毎月実施できるかどうか

その月の第 1

ルフ大会、

丸駒温

には、北海道電

、皆様のご協⼒宜しくお願

と思います。 

いと思います。私の担当例会
も出来ればよいかと思います。 

出席委

くの方にご協⼒

委員⻑ 笹谷 俊尚 

報の仕事は現在、⿑藤副委員⻑が撮影されているよ
ります。もう少し良い

の方
所⾒を発表して頂きたいと考えています。 

内から

更
親
親
今
わかりませんが、各月の親睦レクについては
週例会で発表させて頂きたいと思っています。ゴルフコンペ、

家族参加型のボウリング
大会、パークゴ
さらに復興の森農園で
収穫した野菜を使って 9
月に野外バーベキュー等
も計画していきたいと思
います。 

11 月 20 日は前年度第 1 回が⾏われた支笏湖
泉での創⽴記念例会です。今年度も第2回を⾏います。
家族参加型で和気藹々と親睦を深めていきたいと思いま
す。12 月は恒例のクリスマス家族会で趣向をこらしたゲー
ム等で家族を含めてコミュニケーションを図り親睦を深めま
す。1 月は新年交礼会です。 
今まで⾏っていた卓話講師に関して 8 月
⼒千歳支社⻑に卓話を依頼する予定です。節電や電⼒
不足等の問題についての卓話をして頂く予定です。 
親睦活動委員会担当の例会は毎月あります。皆で楽しく
遊んで飲んでそういった一年にしたいと思います。更なる新
入会員が入った時には、我々に溶け込んでいけるような親
睦活動を計画していきますので
いします。 
 
SAA（会場監督）委員会 委員⻑ 井上 英幸 
初めての SAA ですが、
一年間かけて勉強した
いと思います。かねがね
彦坂会⻑よりゲストがい
らっしゃった時の私語が
多い、と⾔われていまし
たのでその点は皆さんも
気を付けて頂きたいと思います。場を盛り上げて楽しい例
会になるよう進⾏したい
 
出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 今井 章夫 
初めて出席委員⻑を引き受けました。考えてみると地味
な仕事と思いますが、出席をとるという事は、出席率に反
映されるのでなんとか出席率を高めることを委員会としても
考えていかなければならないと思います。100％出席例会
を年に1度か2度やってみた
で

最近していませんが、他のクラブへのメークアップも
員会が先頭を切りなが
らしてみたいと思います。
少しでも出席率を高め
ていきたいと思います。
無断欠席、欠席が多い
会員ははっきりとしていま
す。そういった方に出席
して頂くために、会⻑⾃ら働きかけてもらうよう考えて頂け
ればと思います。 
ニコニコBOXについては、第1回例会で多
頂きました。第 2 回以降も何とか皆さんの協⼒を得ながら
今年度目標額 60 万円を達成したいと思います。予算も
厳しく、ニコニコ BOX に頼らざるを得ない実情もありますの
で、皆さんの協⼒よろしくお願いします。 
 
会報委員会 
会報委員⻑を拝命しましたが、まだ入会して半年でロータ
リークラブの活動そのものが理解できていません。ボランティ
アをする団体、ボランティ
アをする個人というのは
何となくわかってきていま
すので、今後の時間の
経過の中で皆様から勉
強させて頂きたいと思い
ます。 
会
うに写真を撮ることが大事な仕事にな
角度で良い素材を撮れればと勉強しつつ、一年間やって
いきたいと思います。何か情報がございましたら、ご紹介頂
き例会場などでご利⽤頂く当ホテルに対しても叱咤激励
して頂ければと思いますので宜しくお願い致します。 
 
ロータリー情報委員会 委員⻑ 白木 松敏 
今年度も引き続きロータリー情報委員会を担当するにあ
たりテーマを掲げます。 
1 月 29 日が担当例会となります。この例会を利⽤しまし
て、将来に渡りロータリークラブに必要な事項や課題等を
提供し、その内容に対し、当クラブ会員の中から数人
に
⼜、通常の例会では前年度の通り、私⼜はクラブ
会員に所⾒を述べて頂こうと考えています。 
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社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 
皆様方に作業等で無理をかけることが多くなるかと思いま

が、親睦活動委員会古木委員⻑と協⼒しながらすす
ていきたいと思います。各委員と連絡を密にとりながらや
ていきたいと考えています。 

日本大震災関係で
しい状況にありながら、

を

想像しているよりもっとひどい状態である

ルロータリークラブのホームページは大変⾒や

けれ

が

ーターアクト、新世代奉仕委員会 委員⻑ 坂井 治 
部門委員会と

クト委員会
入っているのではないかと思いますので、皆さんにもご理

少年交換、インターアクトクラブ、

象となるクラブで

では

えております。 

。例会は

をしてフ

州アトランタ

の他社会奉仕の分
でよりよきことをするために基⾦をつくろう」と提案したこと

す
め
っ

東
厳
ロータリー活動をしている
クラブがあります。これ
⾒ますと私達はいったい
何をやっているのかという
感があります。最近、友

人になりました岩沼RCの方から⾃分の家族や親戚が亡く
なったりという状況でも、ロータリー活動は健在だという話を
聞きます。我々が
ということです。 
当クラブは、宮脇昭さんの「いのちを守る森の防潮堤プロ
ジェクト」に参画しようと考えていますが、実際に話を聞くと
⻑期のことより明日の⽶の飯の話のほうが重要なようで、ど
うやって産業を復興させるかというのが中⼼のような気がし
ました。近々会って直接確認したいと思っています。 
千歳セントラ
すいのでご覧になって頂ければ、それで当クラブの内容がす
べてわかります、と先方には話しています。私たちの思いが
マッチング出来るような形で進めていければと思います。 
復興の森農園ではジャガイモと南瓜を作っていますが、どう
マッチングさせるかが課題です。どのように利⽤して頂
ば私達の思いが通じるか。これは相手方の思いがどこにあ
るかによって違ってきます。出来るだけ、私達の目標に沿う
形で進められるように努めたいと思います。 
私事ですが、千歳市の中に⽂化人や芸術に達者な方
いらっしゃいます。こんな小さな町でありながら私達は意外
に知りません。そういった秀でた方に例会に来て頂いて、ス
ポットライトを当てられるような機会が出来たら良いのでは
と個人的に考えております。 
 
職業奉仕委員会 委員⻑ 加藤 晶啓 
私事ですが、今月いっぱ
いはいろいろな意味で
頭がロータリーに向いて
おりません。来月からは
企業訪問等も考えてい
きたいと思いますので、
宜しくお願いします。 
 
ロ
昨年度から、新世代委員会は第五の奉仕

して新世代奉仕委員会となっています。これまでロータリー
クラブでは四大奉仕と⾔っていましたが、五大奉仕となって
います。新世代奉仕委員会の中にローターア
も
解頂きたいと思います。 
会⻑ご挨拶の中で今年度日本人 RI 会⻑⽥中作次さん
が就任されたというお話がありました。「奉仕を通じて平和
を」とおっしゃっていますが、第 2510 地区細川ガバナーは
「ロータリーを新世代と共に未来に繋げよう」という地区目
標を設定されました。2010 年に 5 番目の奉仕として加え
られた新世代奉仕には⻘
ローターアクトクラブの対応があります。 
当クラブでも千歳ローターアクトクラブを共同提唱していま
すのでご存知かと思いますが、18〜30 歳までの⻘年男
⼥を将来ロータリアンとして活動し得る人に養成したいとい
うのが本来の目的です。なかなかロータリアンになる方は少
ないのが現状です。 
インターアクトクラブは中学・高校⽣が対
す。それぞれの学校がクラブ活動の一部としてインターアク
トの活動をすることになります。地区協議会が⾏われた静
内には 2 つの高校がありそれぞれインターアクトクラフ゛があ
ります。 
中村会員の事業所
高校などに資⾦提供をし
ても良いという制度がある
そうですので、出来れば
千歳の高校でインターアク
トクラフ゛を作れればと研
究中です。 
9 月11 日担当例会がありますので、地区インターアクトの
委員⻑に卓話を依頼することを考
最後に千歳ローターアクトクラブの例会は各クラブから必ず
3〜4 名メークアップしています。我々が出席することでロー
ターアクトクラブの資⾦を援助することになります
必ず夜に⾏われますので、当クラブの例会でも夜しか出席
できない方も含めて重点的にメークアップのお願い
ォローして頂ければと思います。会⻑、幹事を含め皆さん
に出来るだけ出席して頂きたいと思います。 
お願いばかりになってしまいましたが、新世代奉仕委員会
の今年度の方針とさせて頂きます。 
 
ロータリー財団委員会、⽶⼭記念奨学委員会 委員⻑ 土居 栄治 
ロータリー財団は、1917 年、⽶国ジョージア
で開催された国際大会において、アーチ・C・クランフ氏が
「全世界的な規模で慈善・教育・そ
野
に始まり、1928 年国際大会でロータリー財団と名付けら
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れ、「ロータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベル、 
国際レベルの人道的、教育的、⽂化交流プログラムを通
じて、ロータリーの綱領とロータリーの使命を遂⾏し、かつ世
界理解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努⼒を
支援すること」と決定されています。「毎年あなたも 100 ド
ルを」ロータリー財団にご協⼒ください。 
100 ドルの寄付で、スリランカの 2 人の子供のために 1 年
分の学費と教材費が、500 ドルでナイジェリアの 1 人の子

供のための 10 ヵ月分の
⾷料費を、1,000 ドル
でハイチの 300 人以上
の人々のためのきれいな
水を、皆様からの 
寄付で可能となりますの
でご協⼒ください。 

材を育成する

で

合同奉仕活動となっていま

そして、ロータリー⽶⼭記念奨学事業とは、全国のロータリ
アンからの寄付⾦を財源として、日本で学ぶ外国人留学
⽣に奨学⾦を支給し、支援する国際奨学事業です。 
将来、日本と世界とを結ぶ懸け橋となって国際社会で活
躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人
ことです。これは、ロータリーの目指す「平和と国際理解の
推進」が使命そのものです。 
クラブ単独事業として始まったこの事業は、わずか 5 年
日本全国の共同事業へと発展。1967 年には⽂部省を
主務官庁とする㈶ロータリー⽶⼭記念奨学会が設⽴され
ました。50 年以上の歴史を持つ、世界に類を⾒ない日
本のロータリー独⾃の多地区
す。しかし、9年前までは年間奨学⽣は 1,000人以上い
ましたが、現在では 800 人の奨学⽣しかいません。事業
費もここ 2 年連続の赤字で、不足分は特別積⽴財産を
取り崩して事業を⾏っています。 
今後ともより一層のご協⼒をお願い致します。 
 
 次回例会案内   
プログラム委員会 委員⻑ 佐々木 俊英（幹事） 
7 月 17 日は親睦活動委員会担当、親睦夜間例会「親

8:30、定
会場です。 

コンペが⾏われます。集合 12:10、

睦の夕べ 若きゲストをお迎えして」開会点鐘 1
例
また、同日親睦ゴルフ
恵庭カントリーG.C です。 
 
 
 
 
 
 
 

 NEWS & INFORMATION  
際ロータリー第2510地区 

12−13年度ガバナー細川好弘（静内ＲＣ） 

月。空をゆく雲が白くあざやかです。近づく夏とともに、ガ
っております。 
デザインされた

て世界中に平和の恩恵
る崇高なテーマでありま

ツ・ベルリン、⽶国・ホノル
界平和フォーラムが実施

が拡大されておりますが、クラブと地区が地元で平

きる。政治も宗教も違う人が同じテーブルに

」と

だけでは解決は困難であるが、⽥中 RI

の小さな灯を点され続ける事

国

20

⽂
バナーとしての地区運営に緊張感が高ま
 日本を代表する花、桜をモチーフに
2012-2013 年度 RI テーマ
「奉仕を通じて平和を」Peace 
Through Service と⽥中作
次 RI 会⻑が発表されました。 
 「一人ひとりがどんな些細なこ
とでも、人を助けることが、いず
れは平和につながる」ともお話し
ておりますように、⾃分の⼼は当
然のことながら家族、地域、そし
が届くことを⾒届けることが出来
す。 
 このテーマを推進するため、ドイ
ル、日本・広島市の 3 地域で世
されます。 
 日本でこそ提起できるテーマであると、世界中に平和へ
の祈り
和関連の活動を実施することが奨励されております。 
 ロータリー創始者ポール・ハリスは戦争はお互いに寛容で
ないために起
着く事が出来たらどんなに素晴らしい事だろう。人を非難
する⾔動を出来るだけ避けると⾔っているポール・ハリスの
精神は「人間社会の基本であり平和への道なのです
述べております。 
 ⽥中作次氏が RI 会⻑として、世界の平和を願う「奉仕
を通じて平和を」築く年度であることを表明されました事は
前述の通りです。しかし人と人との関係、国と国との関係
には多くの利害関係がありますから、「平和」は協定や政
府や大胆な闘争
会⻑は日常の簡単な方法の積み重ねが成し遂げるもの
だとも提⾔されております。 
 伝統的にロータリーは人の⼼を安らかにする⾏動が中⼼
にあります。それは、親睦、超我の奉仕が源流にあるから
だと信じております。クラブ奉仕を通じて、職業奉仕を通じ
て、社会奉仕、国際奉仕を通じて、そして新世代奉仕を
通じて、平和を⾒届けるため
が求められております。 
 ロータリーは⾃分達に何をするかではなく、他人に何をし
てあげるかであります。 
 27 年以上も続けてきたポリオウィルスをくい⽌める⾏動も
2 億ドルチャレンジ終了宣⾔がなされました。しかしロータリ
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ーは最後の１人までポリオのない世界を⾒届ける責任が

5 千万㌦の寄付をされました。 

ません。と

る「超我の奉

デッサンされた⽥中作次 RI 会⻑の絵

国際ロータリー会長 田中作次 
て、

平
指す場合もあるでしょうし、人間
の基本

するに

⼒は、すべての人、家族、

れは、他人を変えようとす

うになります。こうした理解を深めるこ

、

のでき

あります。そのロータリーの⾏動に尊敬してビル・アンド・メリ
ンダ・ゲイツ財団が新たに
 ロータリーには⻑年の計画を可能なものにする大きな⼒
があります。ロータリーが目指す「平和」は創⽴時から、
100 年以上に亘り伝承され、国際的な規模で意義ある
プログラムが実施されて今日に⾄っております。 
 この程「ユネスコ親善大使」に任命され、茶道を通じて
日本⽂化の紹介につとめ、平和な社会の実現を世界各
国で訴えておられる元 RI 理事千⽞室さん（京都 RC）
は、人と人との出会いほど大事で肝要なことはないのです。
これにより対人関係なしには⽣きていくことができ
ころが人というものは好き嫌いという感情があってどうしても
それに左右されがちです。この感情を越えていつも公平な
⽴場に⽴って「お人」のつながりを持ち続ける努⼒をする人
こそ、⾃然と人間的な魅⼒がでてきます。 
 このことも素晴らしい平和へのメッセージであります。 
 ロータリーの寛容の精神で、まずロータリアン⾃⾝の内な
る⼼に真の平和、おだやかな⼼を刻み込んで、安らかなる
平和の⼼を保ち得る事は、側近である家族、更に地域社
会、世界全人類にまで繋がっていく平和を祈
仕」でもあります。 
 揺れうごく⼼を極めるということは、⼼の中での争いや葛
藤の中での精神調整という人⽣無限の難題なのか、もし
かして「ロータリアンの⼼次第」で極められるのでしょうか。 
 人を助けることが平和への旅⽴ちだと「奉仕を通じて平
和を」を RI テーマに
に着色をし、平和を誇る名画に仕上げて⾏くのは、私たち
ロータリアンの役目であります。今なお、困難な状況にある
東日本大震災の復興への支援も忘れることなく、平和の
道へ旅⽴つ年度。地区ガバナー補佐の皆様はじめ、各地
区委員会、各クラブ会⻑、幹事の方々と共に第2510地
区の要となって、強⼒なご支援を賜りますようお願い申し
上げます。 
 
2012-2013年度ＲＩテーマ 

『 Peace Through Service 
    奉仕を通じて平和を 』 

012-13 年度2

 平和という概念は、人によっ
⽂化によって異なります。⼼の

安や家族の幸せ、満足感を

的ニーズが満たされた安
全な状態を指すこともあるでしょ
う。平和をどのように定義

せよ、それは奉仕を通じて達成できる目標です。 
 ロータリーにおいて、奉仕とは、片手間にすることでも、た
まに取り組んでみることでもありません。奉仕とは⽣き方で
す。それは、思いやりの⼼を重んじることであり、調和へとい
たる道です。⽣活のあらゆる場⾯で奉仕を実践することに
よって、私たちは分かち合いの精神を育み、友好を⾒出し、
平和の道を選ぶことができます。 
 2012-2013 ロータリー年度には、平和が私たちの焦点、
そして目標となり、ロータリアンの皆さまには、「奉仕を通じ
て平和を」もたらすため、積極的に活動していただくようお
願いいたします。平和に向けた努
クラブ、地区、地域、そして国から始まると思います。 
 ロータリーの中核にあるのは、奉仕の⼒に対する信念で
す。奉仕を優先すれば、⾃分よりも他者のニーズが優先さ
れ、考え方ががらりと変わり、人々が抱える困難に対し、
深い同情の⼼が⽣まれます。 
人々を助けよう、人々がもっと幸せになるよう⾃分にできる
ことをしよう、という気持ちがさらに湧き上がります。⾃分の
時間やリソースを惜しみなく与え、新しい考え方に対しても
さらに⼼を開くことができます。そ
るのではなく、すべての人やものが⾃分に何かを教えてくれ
ること、毎日、新たな成⻑の機会が与えられることを認識
することになります。 
 奉仕を通じて、私たちは、違いに対して寛容になり、周
囲の人に対して感謝の気持ちを抱くようになります。感謝
の気持ちを持てば、もっと相手を理解でき、あらゆる人の
中に善を⾒出せるよ
とで、他者への尊重の念が高まり、互いに対する尊重の念
があれば、人々は平和に暮らすことができると思います。 
 ロータリーの奉仕は、さまざまなかたちで平和を助⻑しま
す。私たちは、クラブと地区で、世界中の地域社会に健康、
安全、人間の尊厳をもたらすために活動し、競争よりも協
⼒、⾃分の儲けよりも公益に価値を置こうという気持ちが
私たち一人ひとりの中に⽣まれます。⾃分を⾒つめることを
通じて、私たちは、完璧な人間などいないということ、そして
誰もが人から何かを学べるということを理解します。 
 ロータリー独⾃の標語、「超我の奉仕」は、奉仕の最高
のかたちを表しています。このような奉仕こそ、私たちが歩
むべき道であると、私は信じています。この道はロータリアン
が築いた道であり、世界のすべての人々が歩むこと
る道です。さらに深い思いやり、満足、寛容、理解へといた
る道です。「奉仕を通じて平和を」を標榜するなら、私たち
は、⾃分たち、そして世界のために、さらなる平和へ向けて
邁進していくことができるでしょう。 
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7 グループ 
バナー補佐 佐々木 昭（千歳 RC） 
中作次 RI 会⻑テーマ「奉仕を通じて平和を」を基に細
ガバナーの３つの地区目標実現のために、些かでもお

とする 5 大

状分

 第１に、全世界の中で、
の有り難さについて、ロー
未来を担う新世代に継承
 第２に、我々の住む地

害危機管理をはじめとする公共イメージアップであ    

国際ロー
リーテーマのもと、記念講演講師として⾦美齢氏をお招

ご参加を

日……新ひだか町公⺠館 

美齢氏） 
体育館 

…14,000 円 

 SCHE国際ロータリー第 2510 地区 第
ガ
⽥
川
役に⽴てばと思い、活動方針を作成致しました。 

 職業奉仕を基軸
奉仕を通じて、如何に 72 クラ
ブのロータリアンが、地域社会の
大きな渦の中にあって、現
析と将来の夢実現に向けて、ガ
バナーと皆様方との、良きパイプ
役となれるかについて、全⼒で
模索して参りたいと存じます。 
今日本が一番平和であること
タリーの奉仕活動を通じて、    

しよう。 
域での一番の課題は、環境維

持と災
る。その為に単一ロータリーは何をすべきか？何が出来る
か？について議論を集約し、⾝近なことから地域将来の
実効案を策定する。 
 第３に、ロータリーの活動は、すべて楽しくなければなら
ない。会員並びに関係する⽼若男⼥が明るい未来形    
成のために、産みの苦しみには手を抜かず、成就の開放
感を楽しみに組織ぐるみで活動いたしましょう。 
 

DULE  

 

 
■ ージ 
ttp://www.ccrc.jp 

千歳セントラルロータリークラブの Facebook ページ 
ttp://www.facebook.com/chitosecentral 

7
月

ーベキュー会、会支笏湖周辺復興の森づくり、親睦野外バ
員増強セミナー(地区) 

17 日
「親睦の夕べ 若きゲストをお迎えして] 

[担当/親睦活動委員会(古木委員⻑)] 
親睦夜間例会

親睦レクリエーション ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ（予定）
移動例会「支笏湖周辺・復興の森づくり/下草刈り」
集合/午前 10 時 ホテルグランテラス千歳 [担当/社会
奉仕委員会(松坂委員⻑、鈴木緑化推進担当)]  24 日 親睦野外バーベキュー会 時間/例会終了後 場所/つく
し学園つくしんぼ広場(蘭越) [担当/親睦活動委員

20122013 年度 地区大会のご案内 
大会実⾏委員⻑ 佐藤 雅裕 
2012-2013 年度の地区大会は、以下の日程で開催い
たします。今年度は「奉仕を通じて平和を」という
タ
きしております。多くのロータリアンおよびご家族の
お待ち申し上げております。 
10 月 13 日（土）大会第１日……新ひだか町公⺠館 
 会⻑・幹事会 
 地区指導者育成セミナー 
 RI会⻑代理ご夫妻歓迎晩餐会：静内ウエリントンホテル 
10 月 14 日（日）大会第２
 本会議 
 記念講演（⾦
 記念懇親会…………静内
 スパウス・プログラムもございます。 
登録料 
 会 員…
ご家族……10,000 円 
新世代……5,000 円 

 

 
 

千歳セントラルロータリークラブのホームペ
h
 
■
h

会
(古木委員⻑)] 

31 日 休会(月末)

8
月

8 月は、
千

会員増強および拡大月間です。
ターアクトクラブ「市⺠盆踊り事業」支援 歳ロー

7 日 通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 [担当/理事会]
14 日 休会(お盆)

親睦夜間例会 「未定] [担当
21 日

/親睦活動委員会(古
木委員⻑)] 
親睦レクリエーション（予定） 

28 日 通常例会「未定」[担当/会報委員会(笹谷委員⻑)]

9
月

9
復 祭」、秋の交通安全「セーフティコール」

月
興の森

は、新世代のための大月間です。 
農園「収穫

4 日 通常夜間例会「 ラブ協議会ク /未定」 [担当/理事会]
通常例会「未定」[担当/ローターアクト、新世代委員会11 日 (坂井委員⻑)] 
親睦夜間例会 「未定] [担当/親睦活動委員会(古

18 日 木委員⻑)] 
親睦レクリエーション（予定） 
移動例会「復興の森農園/収穫祭」[担当/社会奉仕委

25 日 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)] 

10
月

1 間・⽶⼭月間です。
ガバナー公 事選出準備 
0 月は、職業奉仕月

式訪問、地区大会、次年度理
2 日 通常夜間例会「クラブ協議会/未定」 [担当/理事会]

移動例会「復興の森農園」[担当/社会9 日 奉仕委員会
(松坂委員⻑、清水農園担当)] 

13-14 日 ひだか町公⺠会館）地区大会（新


