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 会⻑あいさつ  会⻑ 彦坂 忠人 
今晩は。今年度、第 17 回の例会です。前回のガバナー
公式訪問例会には、多
くの皆さんのご出席を賜
り有難うございました。
細川ガバナーも、当クラ
ブに対して大きな関心と
興味を持って頂いた所
であります。 
さて、先日、5 日、航空自衛隊千歳の社会人野球日本
選⼿権試合が、京セラドーム大阪で⾏われ、応援に⾏っ
て参りました。念願の初出場と⾔うことで、地元千歳から
およそ、100 名、更に、全国からの自衛隊関係者も含め、
約 700 名に及ぶ大声援を受けての試合でありましたが、
残念ながら惜敗致しました。しかし、地元千歳だけでなく、
全国の自衛隊関係者からの応援資⾦が 700 万円を超
える規模となり、多くの皆さんの熱い期待と大きな応援が
あったことをご報告すると伴に、当クラブの皆様にもご支援、
ご協⼒を頂いたことに対して、感謝とお礼を申し上げます。 
本日は、先月 19〜20 日に宮城県岩沼市を訪問した際
の具体的の報告を、松坂委員⻑からさせて頂くクラブ協
議会であります。この報告を通して被災地の思い、願いを
感じ取って頂き、当クラブとして、今後どの様な関わりが可
能なのか、充分な協議・検討のもと、整理して参りたいと
思いますので宜しくお願い申し上げます。 
 
 幹事報告   幹事 佐々木 俊英 

 会⻑のご挨拶にもありましたが、先回ガバナー公式訪
問例会に多数の出席を頂きありがとうございました。細
川ガバナーより公式訪問のお礼状が届いています。 

 千歳ローターアクトクラブ第 4 回定例会のご案内 
ボージョレーヌーボー解禁！ワイン例会として会員拡大
に向け、各クラブ 5 名を目標にオブザーバー（30 歳ま
での⻘年男⼥）のお誘いをお願いします。前回ご案
内した時間、会場から変更になっています。 
○ 日時：11 月 15 日(木) 18:30〜 

 
○ 例会場：THE BELLCLASSIC リアン 
○ 出席費：会員 4,000 円 オブザーバー2,000 円 

 千歳⺠報に当クラブ宮城県岩沼市訪問の記事が掲
載されました。回覧していますのでご覧頂きたいと思い
ます。 

 2013 年ＲＩ国際大会は 6 月 23 日（日）〜26
日（水）にポルトガル・リスボンで開催されます。参加
を希望される方は事務局にてご確認をお願いします。 

 前幹事 須藤 丈様よりニコニコを頂戴しました。新千
歳空港国際線ターミナルビル募⾦箱設置の記事が諦
めていたにもかかわらず、「ロータリーの友」更には「ロー
タリーの友英語版」にも掲載されたという事でニコニコを
頂戴しました。本日、欠席されている佐々木俊哉会
員からもニコニコを預かっています。今年も恒例となって
いる年賀状の発売が始まったということで、必要な方は
是非ご連絡を頂きたいという事でした。 

 
 各委員会報告・連絡   
第2510地区 国際奉仕委員会 副委員⻑ 田口 廣 
今年度、皆様方から⼀緒に頂きました国際奉仕事業で
すが、現在 10 月末の
時点で約半分が進み、
年内にほぼ完成すること
になっています。この事
業はタイ ノンカイの図書
事業、また移動図書事
業、アムナット チャロエン

例会出席状況（2012 年 11 月 6 日） 
会員数 35 名 
休会 0 名 
会員出席者数 24 名 
欠席者数（内：無断欠席）  11（5）名 
出席率（前回例会）  68.57（80.00）％ 
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  Mail. membership-office@ccrc.jp
HP.  http://www.ccrc.jp   Facebook. http://www.facebook.com/chitosecentral 
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県のクリーンウォーター浄水器設置事業ということで、3 つ
の事業が施工されています。費用は 5 万円ですが、3 つの
事業に振り分けています。尚、この事業が完成すると同時
に 1 月 11 日から検証ツアーを⾏うことになっています。6
日間の日程で是非⾏きたい方がいらっしゃいましたら、ご
連絡頂きたいと思います。ハードスケジュールですが、私と
⼀緒に⾏きましょう。費用は約 24 万円です。以上です。 
 
第 2510 地区 ローターアクト委員会 副委員⻑ 坂井 治 
10 月 27 日、28 日第 2500 地区・第 2510 地区ロー
ターアクトクラブ全道交流会が富良野で開かれました。今
回は 2500 地区が主管という事で富良野が⼀番 2510

地区に近い場所になり
ます。 
27 日（土）富良野プリ
ンスホテルで午後 1 時
から始まり二次会まで
含めると深夜まで⾏わ
れましたが、私は懇親

会まで出席してきました。3 年程前に千歳でも開催されて
おり、その時にはメンバーの方もたくさん参加されたので、雰
囲気はお分かりかと思います。 
翌日曜日はスポーツ交流会がありましたが、敢えて参加は
しておりません。以上参加の報告でした。 
先ほど、佐々木幹事からご案内がありましたが、千歳ロー
ターアクトクラブの定例会が 15 日にあります。各クラブから
ローターアクトクラブ入会予定者を 4,5 人連れて来て欲し
いという会員拡大のお願いがあります。皆さんの周りの方で
30 歳未満の⻘年男⼥がいらっしゃいましたら、ご推薦頂
きたいと思います。宜しくお願いします。 
 
会報委員会 委員⻑ 笹谷 俊尚 
先日、ガバナー公式訪問の際に皆さんのテーブルに置いて
おります会報誌にお褒めの⾔葉を頂きました。ホームペー
ジも同様の評価を頂きました。 
最近、例会出席時、⼿
に取って⾒ている方が少
ないかなと思います。上
野事務局員も⼀生懸
命作っています。私の写
真撮影の腕前は相変わ
らずですが、ぜひとも⼀
度ご覧頂ければと思います。 
 
 ニコニコ BOX   
担当/出席、ニコニコ箱委員会 委員⻑ 今井 章夫 
元会員の須藤 丈様、前幹事の佐々木俊哉会員よりニ

コニコを頂きました。ありがとうございます。 
佐々木 俊英 会員：昨日、千歳市技能功労賞を受
賞しました。厳粛な中、100 名ほどの方でお祝いして頂き
ました。身に余る賞で恐縮しておりますが、素直に喜びた
いと思います。ありがとうございました。 
松坂 敏之 会員：土曜日に⼀泊でゴルフ旅⾏に⾏って
きました。風雨が強く大変でした。 
齊藤 博司 会員：父の葬儀が無事滞りなく済みました。
皆様に感謝申し上げます。 
彦坂 忠人 会員：航空自衛隊千歳の社会人野球の
協賛ありがとうございました。  

 

 
 
 本日のプログラム  
通常夜間例会 
「クラブ協議会/宮城県岩沼市視察報告」 
担当/幹事 佐々木俊英、社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂敏之 
今日は、宮城県岩沼市視察報告となっておりますが、私
たちのクラブがどういう形で今までそこに⾄るかの流れを説
明しなければならないと思いました。私自身も頭の整理を
して、皆さんにお話し、ご理解を頂くことが必要な例会かと
思い前段からお話しさせて頂きます。 
皆さんご承知の通り、私共クラブは「ふれあい農園」を 3 年

本日のニコニコ BOX 合計額 23,000 円
今年度 累計額 322,000 円

佐々木俊英幹事 松坂敏之会員

彦坂忠人会⻑齊藤博司会員
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程続けてきました。とても良
い企画で⾼塚パスト会⻑
にも⼀生懸命やって頂きま
した。これは、CLP（クラブリ
ーダーシッププラン）の継続事
業は自分たちの目的に叶う
形で⾏うことが望ましいとい
う方針に沿って⾏われた事
業です。これは「復興の森
農園」に名称を変更しまし
た。先日、ガバナー公式訪

問でもガバナーは、時代にあった形を変えた継続が望まし
いという話をされていました。農園の名称変更も時代の流
れかなと考えております。昨年、⽻生年度で「東日本大震
災 絆で結ぶ♥あったか千歳」事業をされています。これを
受けて彦坂年度の中でせっかく⾏った東日本大震災支援
を⼀時で終わらせてはならない、継続する必要性があると
考えた結果、復興の森農園と東日本大震災支援をリンク
させようという考え方に⾄りました。これもCLPのいい点だと
考えています。 
⼀番初めは土居会員からの話題提供でした。“海鮮亭と
とや“の吉⽥厚⼦さんが是非⾒て欲しいということで、宮脇
昭教授の復興の森防潮堤づくりのスライドを例会時に⾒
ました。私達も感銘を受けました。現実的にそれを実施す
ることとなると大変な事でしたが、何とか協⼒出来ないかと
いう発想に⾄りました。 
私共も復興の森農園を作ったのはいいのですが、現実的
にパートナー探しをしなければならない。そのパートナーは、
たまたま千歳の防災センターを視察に訪れていた岩沼市
市議の方を通じて紹介をして頂きました。岩沼市は仙台
空港のエリアですし、とても良いのではないかと折衝を重ね
ておりました。私が 8 月に訪れた時はあまり良い顔をされず、
森の防潮堤は国がやることで、私たちが云々することでは
ないのではないかという話でした。しかし私共の方針があり
ますので、⼀応申し上げてきました。 

農園ではじゃがいも、南⽠がどんどん実り、今年は顔を繋ぐ
ということでとにかく送るので、上⼿に使って下さいという事
を申し上げました。皆さんに⼀生懸命育ててもらったのに
申し訳ないと思いつつ、そのような⾔い方をして帰って来ま
した。そして、皆さんのお⼿伝いを頂いてお送りしました。
送った結果⼀番思ったのは、大量のじゃがいも、南⽠を⼿
作りで作ったという事に大変感銘を受けて先方の考え方
が相当変わっていたということです。 
そうして、今般 10 月 19 日に訪問して最初に防潮堤の
実証実験林を⾒て、岩沼市内を⾒てきました。翌日、中
学校の運動会に参加して、豚汁を⼀緒にご馳走になって
きました。 
私たちの思いの中にあるのは防潮堤のことですから、後か
ら電話をかけて、中学校の奉仕活動の中で、自分たちの
命は自分たちで守ろうというような学校の社会奉仕キャン
ペーンが出来ないだろうかと持ち出しました。なんとかやって
みるという形に現在、つながっています。 
そうなると、私達の作ったじゃがいも、南⽠は中学校に送り、
中学校でバザーを⾏う。そしてこのバザーの益⾦を岩沼市
の千年希望の丘に預託するという系統が出来るのではな
いかと思っております。これは、私共の事業の中で出来ま
す。そして、これはあくまで希望的観測ですが、これから第
7 グループＩＭ等もあろうかと思いますが、2510 地区でど
れだけ、そういった防潮堤に関わって支援出来るのかという
ことも検討材料になるのではないかということで、今日の理
事会で話をさせて頂きました。現在の所はそういった経過
です。 
我がクラブは昔、⽶⼭梅吉記念館設⽴時に⼀番初めに
100 万円の寄付を申し出ました。クラブにとっては大きな
⾦額でしたが、このたった 100 万円から相当な⾦額が集
まって現在の⽶⼭梅吉記念館があることを意味しますと、
最初のきっかけが必要なのではと思います。そういう意味で
は、この森の防潮堤が岩沼で⼀番初めにやろうとしている、
そこに我がクラブが着目するというのはとても良いことではな
いかと思います。これから写真を⾒て頂いて、その後、宮脇

松坂敏之委員⻑ 
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 SCHEDULE  昭さんのＴＶ出演の映像がありますので、時間がありまし
たら⾒て頂いて再度、宮脇論について理解して頂きたいと
思います。 
── 写真報告の後、映像紹介 ── 
多く話すより映像を⾒て頂いたほうが⼗分わかる気がしま
す。私達が出来る事は限られていますが、こういう方向で
進んでいいかどうか、皆様のご意⾒を伺いながら進めてい
かなければならないと思っています。ご質問、ご意⾒ある方
がいらっしゃいましたら、声を掛けて頂きたいと思います。 

 
 
 次回例会案内  
次回例会は、11月13日、通常例会「卓話 交通遺児
について」。今年度、新千歳空港募⾦箱の募⾦（日本
円分）を寄付する公益社団法人北海道交通遺児の会
から 専務理事 兼 事務局⻑ 堀 広様を講師にお招
きします。開会点鐘 12:30、定例会場です。 
 
 NEWS & TOPICS  
熱々気仙沼サンマに⾏列 宇都宮で試食会 
宮城県気仙沼市直送のサンマの試食会が 11 月３日、
釜川沿いの中央⼩敷地内で開かれ、大勢の市⺠が熱々
のサンマの塩焼きをほおばった。 
宇都宮ロータリークラブがことし２月、東日本大震災で
被災した気仙沼漁協にトラック２台を寄贈した返礼に旬
のサンマ６千匹が届けられたことから、市⺠に新鮮なサン
マを振る舞おうと同クラブが企画した。 
同クラブや宇都宮法人会、宇都宮商工会議所の⻘年部
のメンバーに助っ人として文星芸大付属高のインターアク
ト部の部員も加わり「宇都宮秋刀魚焼き隊」を結成。午
前10時過ぎから炭⽕で次々とサンマを焼き、⾏列をつくっ
て待ち続けた市⺠に試食してもらった。 
試食会は４日も午前 11 時から⾏われ、会場では復興
のための義援⾦も募っている。  

11
月

11 月は、ロータリー財団月間です。創⽴記念例会
10 日 地区補助⾦管理セミナー(札幌市) 

13 日

通常例会「卓話”交通遺児について”」講師:堀 広様(公
益社団法人北海道交通遺児の会 専務理事･事務局
⻑) [担当/ロータリー財団、⽶⼭記念奨学委員会(土居
委員⻑)] 

20 日
移動親睦夜間例会 「創⽴記念 in 支笏湖:佐々木
俊英会員の千歳市技能功労者表彰を祝う] [担当/親
睦活動委員会(古木委員⻑)] 

27 日
通常例会「卓話”国際支援に⾄るまで”」講師:松原重俊
様(第 2510 地区国際奉仕委員会 委員⻑) [担当/国
際奉仕委員会(⽥⼝委員⻑)] 

12
月

12 月は、家族月間です。年次総会、クリスマス家族会、次
年度理事選出 

4 日 通常夜間例会「クラブ協議会/年次総会(36 分例会)」
[担当/理事会] 

11 日 通常例会「未定」[担当/職業奉仕委員会(加藤委員
⻑)] 

18 日 親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活動
委員会(古木委員⻑)]            ■ご家族出席

25 日 休会（年末）

1
月

1 月は、新年交礼会、上半期総括及び上半期会計報告
1 日 休会（年始）

8 日 親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委員
会(古木委員⻑)] 

15 日 通常例会「クラブ協議会」 [担当/理事会]

22 日 通常夜間例会「未定」[担当/会員増強・維持委員会
(⽻生委員⻑)] 

29 日 通常例会「未定」[担当/ロータリー情報委員会(白木委
員⻑)] 

2
月

2 月は、世界理解月間です。ロータリー創⽴記念・世界理
解と平和の日(2 月 23 日)、雪⾒酒 

5 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会]

12 日 通常例会「未定」[担当/社会奉仕委員会(松坂委員
⻑)] 

19 日 親睦夜間例会 「雪⾒酒] [担当/親睦活動委員会
(古木委員⻑)] 

26 日 通常例会「未定」[担当/国際奉仕委員会(⽥⼝委員
⻑)] 

3
月

3 月は、識字率向上月間です。IM、会⻑エレクトセミナー
5 日 通常夜間例会「クラブ協議会」 [担当/理事会]

9-10 日 第 2510 地区 会⻑エレクトセミナー（江別市）
11 日 移動例会「東日本大震災支援事業」[担当/理事会]
17 日 第 7 グループ IM（千歳 RC） 

19 日 親睦夜間例会 「未定] [担当/親睦活動委員会(古
木委員⻑)] 

26 日 通常例会「未定」[担当/会員増強・維持委員会(⽻生
委員⻑)] 

 


