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 会⻑あいさつ  会⻑ 彦坂 忠人 
今日は。今年度第 44 回例会です。今年度も残すところ、
後 3 回の例会となりました。 
そこで、次年度に向け、ロータリーの

3

的には⼤差で否決され、毎週開催は変更ありませ

たはパー

つ目には、2010 年の規定審議会で「四⼤奉仕」から

に、多くの国で、「新世代」と⾔う⾔葉が

、次年度に向けた⼼構え

友 6 月号に「未来の
ロータリーのために」とし
た、2013 年規定審議
会のリポート記事が掲
載されておりましたので、
一部紹介させて頂きま
す。 
この規定審議会は

年に一回、「ＲＩ定款」、「ＲＩ細則」等の規定を審議
する会議で、今回は 4 月 21 日〜26 日にアメリカ・シカ
ゴで開催されたもので、審議されたその一つに、例会の回
数を「毎週 1 回もしくは隔週一回のいずれか‥‥」とした
改定⽴法案が提出された様であります。 
結果
んが、議論の中では日本と外国のロータリアンでは多少様
⼦が違うようで、日本の場合は「例会は⼤切だから
100％を目指さなければいけない」と考える人が多く、従
って隔週であっても 100%が目標となり、一方外国では、
「例会は 50%出席すればいいのだから、毎週開催なら
月 2 回の出席で、隔週で 100％出席するのと変わらな
い」とした賛成意⾒、また、「隔週になると出席できなかっ
た場合、1 ヶ月も仲間に会えない」とした反対意⾒等々、
文化や発想の違いにより、ロータリーの多様性の一端を
垣間⾒る場⾯であったと紹介されていました。 
二つ目に、会員資格について、「⼦供の世話ま ト
ナーの仕事の手伝いのために仕事を中断した人、または
同じ理由のために仕事をしたことがない人であること」と⾔
う条文が加わったこと、⾔い換えれば、「専業主婦」の入
会が認められたと⾔うことです。家事が職業か否かについ
ては賛否両論があるところでありますが、ロータリーの⻑い
歴史が⼤きく変わった瞬間で、今後、配偶者やパートナ
ーと一緒に活動することができる様になったとの報告であり
ます。 

 

 
三
「五⼤奉仕」に変更になった、その第５の奉仕部門「新
世代奉仕」が「⻘少年奉仕」へと名称変更になったと⾔う
ことであります。 
変更理由の一つ
曖昧で、横柄な⾔い方であり、受け入れ難いと感じてい
るとありました。この変更に関しては筆者も疑問を感じて
おられ、私⾃⾝もよく理解できずコメントの仕様がありませ
んが、外に、ＲＩ人頭分担⾦の増額、地区の最⼩会員
数の単位が 1,200 人から 1,100 人に変更されるなど、
⼤きく変化してきております。 
そうした動きに多少でも意識し
を加速しなければならないと考えますので、宜しくお願い
申し上げ、開会の挨拶と致します。 
 
  幹事報告    幹事 佐々木 俊哉 

）より「ブルー

祭実⾏委員会（滝澤順久

⼟）〜15 日（月） 

 ブルーファミリア後援会（坂井 治会⻑
ファミリアさわやかチャリティーコンサート」後援のお願い 
○ 日時：10 月 13 日（日）13:00 開演 
○ 会場：千歳市⺠文化センター 
○ 入場料：1,000 円 

 スカイ・ビア&YOSAKOI
実⾏委員⻑）から当クラブ会⻑へ⼤会役員(顧問)
就任の依頼がきております。 
○ 開催期日：7 月 13 日（

 ちとせビアガーデン実⾏委員会設⽴総会に私が出席
してまいりました。グリーンベルトの千歳川芝生広場、

例会出席状況（2013 年 6 月 11 日） 
会員数 36 名 
会員出席者数 20 名 
欠席者数（内：無断欠席）  16（3）名 
出席率（前回例会）  55.55（61.11）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  0 名 
出席者数総計  20 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.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 
Mail.membership-office@ccrc.jp  HP.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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河畔公園で第 1 回ビアガーデンを開催します。商工
会議所が先頭となって建設業協会、⾦融協会、ロー
タリークラブ、ライオンズクラブなどの代表が実⾏委員と
なり 8 月 2 日(⾦)〜3 日（⼟）に開催されます。実
⾏委員⻑には滝澤順久千歳商工会議所会頭が選
任されました。 

 
各委員会報告・連絡    

奉仕事業につ

と⾔うと、千歳の中学生 10 名が岩

いただくと

の創生に貢献す

：2011 年 3 月 11 日、すべての人々にとって悲し

れまで経験したことのないよう

の変化に⼾惑いながらも、前向きに生活

に被災地を訪れ、多くの

しま

事業主旨です。 
めた資料を後日、例会で配布さ

うかが肝⼼ですが、10 月 11 日（⾦）

、今後の理

会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 
業をさせてい

、古木各会員、そして私の 13

睦活動委員会 委員⻑ 古木 克紀 
委員会が担

。

 
会⻑エレクト 武田 伸也 

先日の例会で次年度
の社会
いて説明させていただき
ましたが、本日、次年
度理事会を⾏い事業
の概要が話し合われま
したので、概略だけをご

報告させていただきます。 
基本的に何をするか
沼市を中⼼に千年希望の丘や被災地を訪問、被災され
た語り部からお話を伺い、そして宮城県玉浦中学との交
流の機会などを設け、それらを体験させることを目的に実
施させて頂きたいと思います。昨年、岩沼ロータリークラブ
からは渡辺副幹事がいらっしゃっていますが、詳細な⾏程
は岩沼ロータリークラブと検討し決定致します。 
また、事業主旨を作成し、皆様にご報告させて
申し上げましたが、本日の理事会では事業主旨を発表さ
せていただきました。主旨を読み上げさせていただきます。 
東日本⼤震災関連支援事業主旨 
「理念：次世代が幸せに暮らす社会
る。 
構想
い出来事が起こりました。 
被災地では、多くの方が、こ
な困難と直⾯し、今なお、それと向き合いながら生活をさ
れています。 
その中で、環境
する多くの⼦どもたちがいます。 
わたしたちは千歳の⼦ども達と共
被災者、そして被災地に暮らす多くの⼦どもたちの声に耳
を傾け、そして被災地の実情を⾒守ることこそ、被災地、
ひいては社会全体の未来を創ることだと考えました。 
わたしたちは、こうした活動をすべく当事業を実施
す。」 
以上が
改めて事業の概略をまと
せていただきます。 
さて、事業をいつ⾏

〜12日（⼟）1泊2日の予定を考えております。ただこ
れも岩沼ロータリークラブ、公式に学校関係者との打ち合
わせをしなければならないと考えております。 
まずは、その他⾏程、募集要項などについて
事会で思案の上、例会でご報告できると思います。今日
は概略で終わりますが、今後皆さんにご協⼒いただきなが
ら当事業を進めて参りたいと思いますので宜しくお願いい
たします。 
 
社
今朝 8 時から「千年希望の丘農園」で農作
ただきました。清水会
員の営農指導により
13 名の会員が有志
で出席していただきま
した。今井、入口、
佐々木俊英、清水、
白木、菅原、田口、
武田、⼟居、野口、羽生
名でした。ちょっと呼びかけをしましたら、朝早くから気持ち
よく参加していただき本当に有難く思います。田口会員
提供の肥料が効いていてジャガイモの育成状態も良いよ
うです。カボチャも⼼配なのでビニールを掛けて風から保護
するような形でやっています。清水会員の話によると馬糞
の肥料が一番良いようです。これから細目にやっていくこと
を期待しながらお礼といたします。どうもありがとうございま
した。 
 
親
6 月 25 日の今年度最終例会は親睦活動

当です。日中は 10:30
集合、11:00 スタート
で親睦ゴルフコンペを予
定しています 場所はア
ロハカントリークラブ 早
来コースです。出欠の
回覧を回しますので、

多数のご参加をお願いしたいと思います。また、最終例会
はちょっとしたアトラクションも考えています。皆さんで盛り
上がって最後を締めたいと思います。例会への多数のご
出席を宜しくお願いします。 
 
 ニコニコ BOX    

委員会 委員⻑ 今井 章夫 進⾏：出席・ニコニコ箱
武田 伸也 会員：今朝、実質的には次年度の事業と
なる第 1 回目の農園作業に、⼤勢の皆様にご参加いた
だきました。ありがとうございました。次年度一年間お世話
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になります。宜しくお願いします。 
彦坂 忠人 会員：今年度もあと 3 回の例会となったら、

息⼦が釧路へ転勤しました。

今日の作業をすっかり忘れて欠席してしまいました(>_<)
申し訳ありませんでした。 
井上 英幸 会員：下の
釧路星が浦一丁目店⻑で異動しました。同時に動いた
副店⻑は今春⼤卒のイトーヨーカ堂役員の孫ということで、
非常に気を使いながら店⻑となりました。 
今井 章夫 会員：1947 年 6 月 11 日は何の日でし
ょう？それは私の誕生日です(^_^)奇しくも今日の例会
が誕生日です。66 歳になりました。──おめでとうござい
ます！！ 

 
本日のプログラム  

動報告 ─ 各理事 ─」 

お願いいたします。 

⻑ 彦坂 忠人 
ＲＩ会⻑は「奉仕を通じて平和を」

したばかりであります

されておりなす。

⻑エレクト 武田 伸也 
間もなく一年が終了しようと

 
通常例会 
「今年度活
担当/ 副幹事 尾本 眞二 
今年度活動報告を各理事より
まず、彦坂会⻑お願いします。 
 
会
今年度、田中作次
のテーマで世界を駆け巡られました。そうした中、「私達に、
そして⾃分に出来ることは何なのか？」そこからのスタート
でありました。「地域の皆さんの理解と参加を願い、ロータ
リーの地道な活動を通じて、平和に対する思いを共有し、
⾏動に移すことから始まらなければならない」。 
そうした思いから、羽生年度に実施された「東日本⼤震
災復興・あったか千歳チャリティーイベント」の決意を具体
的に⾏動に移すこと、その第一歩として、「復興の森農園」
を計画し、昨年 10 月に宮城県岩沼市ＲＣのお世話で、
岩沼市⽴玉浦中学校に、農園で収穫された馬鈴薯・南

瓜を提供させて頂くと伴に、岩沼市で計画されている、命
を守る森の防潮堤「千年希望の丘」プロジェクト事業に
参加する機会を得ました。未曾有の災害を経験し、被
災地の皆さんは、二度この悲惨な思いを繰り返さないた
めにも、⾃分達の体験を活かしてほしいとの、強いメッセー
ジがこの事業に託されております。 
そうした意味では、第一歩を踏み出
が、我がクラブにおいて、更に何ができるのか、市⺠の皆
様にどの様なアプローチが可能なのか、地道で継続性の
ある活動が必要とされていると思います。 
次年度武田年度において、具体的に検討
引き続きご支援ご協⼒をお願いし、昨年、岩沼市に同
⾏頂いた、佐々木幹事、松坂委員⻑に感謝申し上げる
と供に、今年度理事者、そしてメンバーの皆さんに特段の
感謝とお礼を申し上げ、今年度のクラブ活動報告と致し
ます。ありがとうございました。 
 
会
今年度は会⻑エレクトとして
しています。組織図をご覧になっていただくと一目瞭然で
すが、理事の一員である会⻑エレクトは基本的には担当
委員会の理事ではございません。委員会活動の責任者
にはなっておりません。では、何をするかと⾔えば次年度会
⻑になるべく学習する一年とするのが、会⻑エレクトの役

本日のニコニコ BOX 合計額 8,000 円
今年度 累計額 812,270 円
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目だと思います。そのつもりでこの一年間をスタートさせて
いただきましたが、日々経過するごとに人格者である今年
度彦坂会⻑を⾒ながら、これは⾃分には無理だと感じる
日々を重ねながら痛感しました。ただ、そう⾔いながらも 6
月もあと 2 回の例会を残すだけとなりました。お尻に⽕が
ついて爆発しそうな時期です。 
私⾃⾝、人前で話すのが得意ではありません。頭の中に

は人様の前に⽴って挨拶できること

、次年度理事会を開催いたしました。次年度理事

年度が始まります。 
貸さないような人間であり

前会⻑ 羽生有三（会員増強・維持委員会担当理事） 

強だけではなく維持委員会も付

幹事 尾本 眞二（ロータリー財団委員会担当理事） 

はたくさんお話ししたいことがあるのですが、うまく⾔えない
のが私の性分です。 
ロータリークラブの会⻑
が、その第一歩だと承知しておりますので、この⾯が苦手
な私は頭を抱えております。その他持っている能⼒を持っ
て、なんとかロータリーに貢献したいと思っていますが、その
能⼒も未だ⾒つかりません。またまた悩む日々続⾏中で
す。 
今日
会も 7 回を数えます。次年度理事は同輩の尾本次年度
幹事を除き先輩ばかりです。7 回も数えますと、あらゆる
方向性、ヒントをたくさん助⾔いただいている気がします。
そのような思いで理事会を開催し、ご意⾒を賜っている次
第です。 
まもなく次
従来は私⾃⾝、人の声に耳を
ましたが、そういった⾯を反省しながら、理事会における理
事、先輩会員、そしてクラブ全体での先輩、同僚、後輩
会員からのご意⾒を賜り、素直にそれを参考にし、クラブ
運営に反映させて参りたいと思います。⾃分で⾃分をそう
願いながら次年度に臨む所存でございます。よろしくどうぞ
お願いいたします。 
 
直
今年度、私が思ったより会員を増強することは出来ませ
んでした。この場をお借りして皆さんにお詫び申し上げます。
然しながら、今年度は彦坂会⻑、佐々木幹事が私をサ
ポートしてくださいまして、本当によく元ＪＣ会員や知り合

いの方を訪問して勧誘したつもりです。私が思うには、会
員増強委員⻑だけでなく、理事会全体、特に会⻑・幹
事が会員増強はクラブの生命線ですからサポートする必
要があると思います。クラブの会員数は35名前後で推移
していますから、40 名の⼤台にのせて会員活動がスムー
ズに進むよう、予算もつきやすくなるよう一人一人が頑張
れると良いと思います。 
反省点ですが、会員増
いています。今日の出席率は 60％ぐらいで 40％ぐらいは
欠席しています。毎回欠席されている方、出席率の低い
方は会員増強委員会と共に出席委員会と手を結んで、
どのような理由で出席出来ないのか、たまには出席しては
どうか声を掛けて誘うと良いと思います。私も今回 3 回目
の入会で今までは、⽕曜日が空いていたら例会に出席し
ようと思っていました。しかし高塚会員にお願いして 3 回
目の入会をして、必ずカレンダーの優先順位はロータリー
の例会にしてありました。以前入会した時の欠席回数と
直近の例会参加回数が同じぐらいになりました。クラブの
例会を頭の中に入れて⾏けば、少しでも出席率が良くな
ると思います。例会に出席されていない方も良く来られる
方も⼤体同じメンバーです。会員増強委員会と出席委
員会が協⼒し合って、勧誘も⼤事ですが、出席率の悪い
会員に事情を説明していただいて、少しでもクラブの運営
に積極的に参加してもらえればと思います。今年一年間、
会⻑、幹事は今までのクラブの中でも特に会員増強に⼒
を入れてくれたと思います。実際の会員数はあまり伸びて
いませんが、それでも今年回った方が今年度、次年度入
会出来なくても、将来必ず数名は入会してくれるのでは
ないかと思います。今年度、会員の皆さんにサポートして
下さりありがとうございました。次年度も会員増強を宜しく
お願いいたします。次年度は井上会員が増強委員⻑、
高塚会員が副委員⻑で安⼼しておりますが、次年度理
事と手を組んで 40 名の⼤台に乗るよう頑張ってもらいた
いたいと思います。今年度ありがとうございました。 
 
副
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私はロータリー財団委員会担当理事ですが、何分勉強
不⾜で、ベテランの⼟居委員⻑、高塚委員⻑にお世話
になっております。ロータリー財団委員会の部分で⼟居委
員⻑、友好クラブ委員会の部分で高塚委員⻑宜しくお
願いします。 
 
ロータリー財団、⽶⼭記念奨学委員会 委員⻑ 土居 栄治 

好クラブ委員会 委員⻑ 高塚 信和 
でお分かりい

うに何故指導しないのかと助⾔をしました。80 数歳になっ
た方が家族の介護、通院をしながらロータリー活動をやっ
ていただいているわけです。あまりにも興奮しやすい方が多

員会等々の動き

今回3回目の幹事を務めさせていただきました。3度目で
ありますから、少しは真⾯目に皆さんに認められるように幹
事職を務めなければならないと、⾃分⾃⾝に⼤いにプレッ
シャーを掛けながら始まったわけです。5 年前、入口博美
会⻑年度に 2 回目の幹事を務めた時に、会議で恵庭、
北広島、⻑沼に出席するときは会⻑がいつも⾞を運転し
てくれました。どちらが会⻑かわからない状況でした。⼤変

今年度も皆様のおかげで目標額を寄付する事が出来ま
した。本当にありがとうございました。次年度武田年度に
おいては、最近ロータリーレートが円安で皆さんに負担が
かかるかと思いますが、ご寄付を宜しくお願いいたします。 
 
友
友好クラブについては、先月お話ししましたの
ただけたかと思います。先ほど、武田会⻑エレクトの話を
聞いて、いろいろな仲間のご意⾒を聞きながら、運営を明
朗快活にやっていきたいという⼒強い発⾔がありましたが、
まさにそれをやっていかないとこれからのクラブは成り⽴ちま
せん。今日も例会前に友好クラブの方から電話がありまし
た。今の若い方がクラブ活動について私たちのいう事を全
然聞いてくれないという事でした。若い方が聞いてくれるよ

く何人かで辞表を出すと⾔っていました。そのようなことで
はなく、お互い意⾒を出し合いながら融和してクラブ運営
にあたるのが良いと思います。あちらのクラブ運営は年配の
方が理事に入っておらず、若い方だけで動かしている為に
例会で発表が無い事が多く、年配の方がいろいろな事を
考えているようです。現在会員数は 24 名ですから 20 名
を切るようなこともあるかもしれません。 
既に次年度の計画の発表もありますが、平成27 年5月
に⻑泉ロータリークラブの創⽴ 30 周年、9 月には我々ク
ラブの創⽴ 25 周年という節目があります。この年度で⽴
ち上げるかどうかわかりませんが、実⾏委
もないと準備が出来ないのではないかと思います。平成
27 年5 月に⻑泉へ向かう方を募集するのは白木会⻑エ
レクト年度になります。我々が⾏った時のようにたくさんの
人が⾏かなくとも、その時の誠意のある人たちが集まって
友好の温め方を工夫しながらやってもらいたいと思います。
平成 29 年 5 月には時期も良いのでゴルフを計画しても
良いと思いますが、友好締結 20 周年で⻑泉から⼤挙し
て来るのではないかと思います。それに対する準備も次々
年度ではやっていかなくてはならないと思います。次年度
は佐々木幹事が担当となりますが、既に⻑泉ロータリーク
ラブでは実⾏委員会を⽴ち上げていると聞いています。若
い方と話し合って良い方向に導いていくのが古いリーダー
の仕事です。残っていても古い遺産になってしまいます。
私も元気でいろいろな事をやっております。ありがとうござい
ました。 
 
幹事 佐々木 俊英（クラブ広報委員会 担当理事） 
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申し訳なかったと思います。この場を借りてお詫び申し上
げます。 
今回は頑張らねばならないと幹事として一年間を振り返
ってみますと、副会⻑、会計理事の出席率が悪く残念な
部分はありましたが、辛かった事や⼤変な事、頭にきた事
などはほとんどなく非常に楽しい一年間でした。という事は
一生懸命やっていなかったのでしょうか。皆さんのご判断に
任せたいと思います。 
彦坂会⻑も先ほど報告していましたが、東日本⼤震災

の羽生会⻑年度の東日本⼤震

復興支援事業が彦坂年度のメイン事業だったと思ってい
ます。松坂社会奉仕委員会委員⻑のもと、復興の森農
園でジャガイモ、カボチャを育て岩沼市玉浦中学校に提
供して⼤変喜ばれました。それがもとで岩沼ロータリークラ
ブとの交流もありまして、渡辺副幹事に来て頂いて卓話
もいただきました。昨年
災復興支援事業を引き継いで継続事業として実施する
ことが出来、幹事として嬉しい限りです。次年度武田年
度に向けてスムーズに引き継いでもらう事業として送り出
していけると思っています。今後、4 回目の幹事は無いだ
ろうと不安を持っていますが、武田年度以降も在籍してい
る間は一生懸命ロータリー活動をしていきたいと思います。
非常に充実した一年を務めさせていただきました。メンバ
ー諸兄のご協⼒に感謝申し上げ報告とさせていただきま
す。ありがとうございました。 
 
 出席報告  
出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 今井 章夫 

出席ですが、先ほど羽
生直前会⻑からお話が
あったように非常に出席
率が悪いです。残り 2
回の例会ですので是非
とも⼼あたりを感じる方
は声掛けをして頂いて、

最終例会は今年度最後となりますので、なるべく多くの方
が出席出来るよう皆さんにお願いしたいと思います。 
ニコニコ箱については予算 60 万円に対し本日累計 81
万 2270 円です。非常に厳しい財政ですから、この 81

円は⼤変⼤きいものです。次年度もこのような形にな
す。ありがとうございました。 

万
ることを願っていま
 
 次回例会案内  
次回は、6 月 18 日（火）、通常例会「今年度活動報
告② 担当委員会」です。担当は副幹事、開会点鐘
12：30、定例会場です。 
 
 

 TOPICS  
東日本大震災関連 支援事業 
「千年希望の丘農園」作業開始 
6 月 11 日、早朝 8 時より松坂社会奉仕委員⻑はじめ

志 13 名が集まりカボチャの植栽、ジャガイモの除草作有
業を⾏いました。 

 
 SCHEDULE  

6 月は、ロータリー親睦活動月間です。 6
25 日 親睦夜間例会 「2012-13年度最終例会] [担当/親

睦活動委員会(古木委員⻑)] 月

7
月

事業）■会員増強セミナー■千年希望の丘農園作業（MU
（地区） 

2 日
定例理事会 午後 5 時 事務局 
通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の年度方針・活動
計画発表 & 地区委員の紹介」[担当/幹事] 

9 日 通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の活動計画発
表」[担当/幹事] 

16 日 親睦夜間例会 「新会員歓迎][担当/親睦活動委員
会(笹谷委員⻑、高木副委員⻑)] 

21 日 会員増強セミナー 札幌学院⼤学 [会⻑、幹事、担当委員⻑]

23 日

会⻑･幹事･会⻑エレクト懇談会 午前 10 時 松の間
理事懇談会 午前 11 時 松の間 
[担当/幹事] 
通常例会「ガバナー公式訪問] [担当/SAA(今井委員
⻑、柏田、林副委員⻑)] 

30 日 休会（定款第 条第 1 節） 4

8
月

8 月は、会員増強及び拡大月間です。 ■千年希望の丘農園作
業（MU 事業）■千歳ローターアクトクラブ「市⺠盆踊り⼤会出
店事業」支援 

6 日 定例理事会 午後 5 時 事務局 
通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/幹事]

13 日 通常例会「未定] [担当/社会奉仕委員会(松坂委員
⻑)] 

20 日 親睦夜間例会 「未定][担当/親睦活動委員会(笹谷
委員⻑、高木副委員⻑)] 

27 日 通常例会「未定] [担当/会員増強･維持(松坂委員
⻑、高塚副委員⻑)] 
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