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 会⻑あいさつ   会⻑ 白木 松敏 

皆さん改めまして今日は。 

さて近年、国内は元より地球上において台風やハリケーン

等が大型化し、豪雨と干ばつが頻発するなど、地球温暖

化の影響が、原因ではないかと、分析されています。 

温暖化の原因の１つと言われています CO₂、所謂、二

酸化炭素の影響だと言われています。CO₂の削減の為に

は省エネ型の家電製品や断熱構造の住宅そして最近で

は LED 照明や太陽光発電等を利⽤し少しでも地球環

境に理解を⽰し私達が出来る事から進め未来の⼦供達

が安心して住める環境を残しておかなければならないので

はないかと感じている今日この頃です。 

先般 9 月 28⽇宮城県岩沼市「千年希望の丘」やその

他に植樹をする為に種から苗木を育てる育苗センターの

開所式に臨んで参りましたがこの度、育苗センターから感

謝状が送られて来ております。後程、目を通していただき

たいと思います。 

さて先日 10 月 7 日(火)14︓30 より第 2510 地区第

７グループの会⻑・幹事会が開催され私、⽩⽊松敏と坂

井治幹事で出席して参りました。 

大きな議題は 2015年 7 月 1 日からスタートするガバナ

ー補佐所謂ガバナー補佐エレクトの選出と 2016年7月

1 日からのガバナー補佐ノミニーの選出です。 

2015 年 7 月 1 日からスタートのガバナー補佐に付きま

しては我が千歳セントラルクラブから選出する事に付いて

正式に受理をして参りました。今⽉の 20 日(月)迄に公

正・公平に選出作業を進め、確定後第 2510 地区ガバ

ナー事務所に通知をしなければなりません。 

⼜、当クラブの次年度、理事の選出作業も近づいていま

す。皆さんの御協⼒をお願い致しまして私し⽩⽊松敏の

会⻑報告と致します。ありがとうございました。 

 

 幹事報告   幹事 坂井 治 

� 次年度役員選挙について 

10 月 27⽇（⽉）までに⽴候補及び推薦が無い場

合、指名委員会委の員⻑を会⻑⼀任によって 10 月

28 ⽇（⽕）の例会で発表します。指名委員会委

員⻑によって委員 6 名が選任され、11 月 4 日（火）

に指名委員会を設置いたします。 

� 例会プログラムの変更 

○ 10 月 28 日（火） 

通常例会「クラブ協議会/卓話 安心安全な街づ

くり 講師︓千歳市議会議員 米内山淳二様」 

担当 SAA 委員会→理事会に変更 

○ 11 月 4 日（火） 

移動通常夜間例会「卓話 講師/第 7 グループガ

バナー補佐 菊池重敏様」 

担当 理事会→SAA委員会に変更 

例会出席状況（2014 年 10 月 14 日） 

会員数 34 名 

会員出席者数 21 名 

⽋席者数（内︓無断⽋席）  13（3）名 

出席率 61.76 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0 名 

出席者数総計  21 名 

 
前回例会 確定出席率（2014 年 10 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 70.59 ％ 

 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ 白木松敏 / 副会⻑ 大久保 尚 / 幹事 坂井 治 / 会報委員会 委員⻑ 齊藤博司 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   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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会場︓ベルクラシック リアン（千歳市錦町 4-9） 

� 宮城県岩沼市「千年希望の丘」植樹に関連して⾏

った寄付に対し、いのちを守る森の防潮堤推進東北

協議会より感謝状をいただきました。 

� 千歳市交通安全運動推進委員会より機関紙が届

いています。回覧しています。 

� 国際ロータリー第 2510 地区 地区⼤会実⾏委員

会より地区⼤会終了のお礼状が届いています。 

� 第 2510地区ロータリー広報活動への協⼒について 

9 月 6 ⽇の北海道新聞朝刊全道版に「ロータリーデ

ー・ポリオ撲滅キャンペーン」に合わせて記事が掲載さ

れました。この広報活動への協⼒として会員⼀⼈

1,000 円協賛をお願いしたいと地区から依頼がきて

いました。先回の理事会で決定しましたので集⾦をさ

せていただきます。上野事務局員まで是非ご協⼒を

お願いします。 

 

 各委員会報告・連絡     

親睦活動委員会 委員⻑ 関根 悟 

来週 21 ⽇は移動例会とな

っておりまして、ベルクラシック 

リアンで⾏うことになっておりま

すので、宜しくお願いします。

二次会は Lily さんでお願い

しています。参加を宜しくお

願いします。 

 

 ニコニコ BOX    

進⾏︓出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 

多賀 勲 会員︓先月末、千歳交通安全協会から 20

年以上無事故・無違反の表彰を受けました。9日、札幌

で結婚式があり新郎新婦とジャンケンをして 10 回勝って

最後まで残ったのが私でした。結婚式の会費と同額の賞

⾦をもらったので少しニコニコさせていただきます。 

松坂敏之 会員︓多賀さんの話を聞いて世の中には大

変ついている人がいるなあと思いました。私はスピード違

反で捕まりました。富良野で 38 ㎞オーバーでした。免許

証不携帯でコピーでは駄目ということで再度、富良野署

まで出頭してきました。紅葉を⾒ながら静かな気持ちで⾏

って参りました。これから免停がきます。皆さん充分気を付

けてください。残念な報告です(>_<) 

清水 清光 会員︓千歳ロータリークラブ主催のパークゴ

ルフ大会で 3位になりお菓子をいただきました(^^)v 

菅原百合子 会員︓私も同じくパークゴルフ大会に参加

させていただきました。お菓子をいただき有難うございまし

た。 

 

 

 本⽇の例会プログラム  

通常例会 

「岩沼 RC との合同事業について」 

担当 社会奉仕委員会 委員⻑ 松坂 敏之 

今日は岩沼RC との合同事業について皆さんのお話を伺

いたいと思います。 

東日本大震災も日にちが経つに従って、段々忘れて薄

れてくるのではないかと感じます。然しながら忘れてはいけ

ないものはしっかり覚えていなくてはなりません。子孫に残

本日のニコニコ BOX 合計額 9,000 円 

今年度 累計額 320,516 円 
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していかなければなりません。そういう責任があると思いま

す。良く考えますと、⾃分の親が死んだとき非常に悲しい

思いをしました。しかし、年数が経つと全部忘れます。命

日の時しか思い出さない。これも人間の悪いところでもあ

り、またいい所でもあるのかと思います。良い⾯と悪い面が

合わさっている、親鸞聖⼈がそのような事を⾔っていたよう

な気がします。 

東日本大震災関連事業について当クラブは今年度で、

4年越しでやっています。皆さんにお伺いしたいのは、今⽇

の結論ということではなくて、今後いつまでやるのかというこ

とも⾒極めながら進めていかなくてはなりません。ずっとやっ

ていけば良いのでしょうが、我がクラブとしての⼒からいって

もそうはいかないのです。ロータリークラブの奉仕は、基本

的に私が今までやってきた中で考えるのは、一番は自分

の地域です。千歳市の中で奉仕をしながら自分たちのロ

ータリークラブの意思を高めながら会員を増やし、そしてま

たくるくると回りながらいいクラブにしていく、それが第一だと

思います。第二に日本の事。今回、東日本大震災があ

りましたので私たちは一生懸命集中してかかりました。でも

いずれどこかで次の段階の事を考えていかなければなりま

せん。後でご質問を受けますが、もしそのような事を今日

の例会の中で皆さんのご意⾒をいただけたら⼤変有難い

と思います。もう一つは国際的な事です。田口さんが一

生懸命やられていますが、これはどちらかというと日本ロー

タリーや地区が主導を取り、私達がそれに乗っかるという

事だと思います。日本のロータリーについては、我々クラブ

創⽴時に⽶⼭記念館のことで⼀致団結して記念館を建

てるきっかけを作ったということだと思います。目の付け所が

良かったということで、他クラブから尊敬の念を受けている

のではないかと思います。過去を⾒ますと、ロータリーの事

業は誰が決めてどうするのかということです。基本的にその

年度の会⻑の意思がすごく大きく左右します。しかしなが

ら会⻑の意思といえどもそうはいかず、理事会やクラブ協

議会を通じてコンセンサスを得ながら事業を進めていく。

私の考え方としては、そろそろ東日本大震災支援事業も

もう 4年目なので 5年を目途に何らかを考える必要があ

ると思います。⽩⽊年度は 4 年目であります。今年度は

2510 地区の補助⾦を利⽤して苗⽊を 400 本相当、

21 万円を育苗センターに送り感謝状をいただきました。

岩沼市⻑も⾒えていたという事で写真があります。来年 5

⽉末の最終⼟曜⽇に「千年希望の丘」植樹祭が⾏われ

ます。今年の場合は 8 千人参加しました。岩沼市だけで

なくいろいろな所から来ます。その中で岩沼 RC と千歳セ

ントラル RC が合同で事業をしませんか、ということで先日

渡辺さんがみえて、そのコンセンサスは得ております。ところ

が内容についてはまだ決まっていません。昨年参加された

方はよくお分かりかと思いますが、岩沼市の入り口に震災

の写真が貼られています。ビニールをかけてボロボロでした。

せっかく 8 千人の方が来られるのですから、パネルのような

恰好にして他の⼈達にも⾒られるような状態に出来ない

かと持ち掛けています。役所も望むことなので、役所と協

議していますと言う話をされていました。それをやるかどうか

は決まっていません。渡辺さんは千歳セントラルロータリー

クラブさんがやりたいような恰好で岩沼は対応しますと言っ

ています。地元がやりたいことをお手伝いするのが筋では

ないかと私は言っています。 

8 千人集まった中でどんなことをやっているか聞いたところ、

大勢が参加している所は旗を⽴てて一生懸命アピールし

ながらやっているということでした。旗を⽴てても仕⽅がない

ので当クラブではクラブジャンパーと帽子ぐらいで、それくら

いは当たり前かと思います。今岩沼市と調整しているわけ

ですが、もう⼀つ渡辺さんにお願いしているのは、昨年 10

万円寄付させていただいて、今年も岩沼 RC とそのような

形でやるので、岩沼市から感謝状か何かいただいてもい

いのではないかと思うので調整してくださいと言っています。

感謝状をもらったからどうという事ではないのですが、誠意

の問題です。言うべきことは言うという事でお願いしていま

す。 

昨年、井上さんに別働隊を組織していただき別働隊で動

いていただきました。今年は、井上さんの話によると前日

に入って松島に泊まって、松島から岩沼の植樹祭に向か

おうという話を伺っています。とても良いかなと思います。人

数が多いと⾏動がバラバラになるので、温泉地などに泊ま

ってその足で参加するという方法が良いかと思います。次

の日植樹祭が終わったら、岩沼は空港から大変近いので

そのまま土曜日のうちに帰って来られます。物足りない部

分もありますが、皆で⾏動するには出来るだけ短い時間

で、いずれにしても交通費・宿泊費はかかりますが、なんと

かご協⼒いただいて今のうちから出席出来るようにしてい

ただければ大変有難いです。 

いつまでやったらいいのか、その辺についてお話を伺いたい

と思います。高塚さんどうでしょうか。 

 



RI 第 2510 地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報  2014 年 10 月 14 日 （例会 2014-15 年度 第 14 回 / 通算 第 1122 回） 

 

- 4 - 

高塚 信和 会員︓委員⻑としてはどういう考えですか。 

松坂委員⻑︓5 年を目途に考えています。今 4 年目で

す。本当はクラブ協議会で協議すべきかもしれませんが、

忌憚のないところをお話いただければと思います。髙木さ

んどうでしょうか。 

髙木 昌人 会員︓⽴ち上がりの時にいなかったので、

偉そうなことは言えません

が、今後災害など日本各

地で起こるかと思いますの

で、半永久的にそこの部分

だけにという考えがあるよりは

臨機応変に今後いろいろな

所で何か起きた時にというような意味では、5 年という委

員⻑のお考えは妥当なのではと思います。 

松坂委員⻑︓有難うございます。ただ千歳のことでもしっ

かり的を射た事業でなけれ

ば、わざわざ掘り返してやる

必要はありません。その辺は

次年度の会⻑が良く精査し

なければならないと思います。

非常に恐縮なのは、私の希

望では最低 20 人位で植樹祭に参加したいと思っている

のですが、お⾦も時間もかかる事なので⼤変申し訳ないと

思います。やはり⾏って植樹祭に参加し、東⽇本⼤震災

のことを忘れないということを自分の子供、孫にまで話を聞

かせながら言い伝えていく必要もあります。そういうこだわり

がクラフ゛の⼒になります。皆で松島に⾏った思い出なども

クラブの団結を強めることになります。宿泊費、交通費で

5 万円位かかるかもしれません。皆さんにお願いしながら

一人でも多くの方のご参加をお願いしたいと思います。そ

んな事をすることはないというご意⾒もあるかと思います。

しかし、こういう機会にあってもいいのではないかと思います。

もう一つ気になるのは 5⽉に⻑泉 RCの創⽴ 30周年が

あると聞いています。 

友好クラブ委員会 委員⻑ 今井 章夫 

⻑泉 RC から会⻑、幹事、

友好クラブ委員⻑ 3 名のみ

ご招待したいという結論でし

た。出来れば私共の 25 周

年についてもそのような形で

⻑泉 RC さんは招待してい

ただければという話でした。友好クラブの周年の時に⼤きく

やりましょうという⾔葉を交わしてきました。そのような認識

です。 

松坂委員⻑︓有難うございます。そのようなことですので、

大きくバッティングはしないと思います。そういったことで、来

年は是非前向きに参加出来るようお願いしたいと思いま

す。 

彦坂 忠人 会員︓5 年というのは、始まりはいつになり

ますか。 

松坂委員⻑︓⽻⽣年度が

始まりです。次年度尾本年

度で 5年目になります。 

5 年は⼀つの区切りかと思

います。非常に冷たくて私も

渡辺さんに言いにくいのですが、これはこれということで考え

ていかなければなりません。来年の事はまた考えてもらえ

ればいいと思います。 

佐々木 俊英 会員︓私は個人的には 5 年と⾔うのは

いいと思います。次年度の

会⻑の考え⽅ももちろんあ

るとは思いますが、むしろ⻑

かったのかなとも思います。し

かし災害の内容を考えれば

5 年位が適当かと思います。

今回の支笏湖の災害や広島県などの災害もありましたが、

内容が内容でしたから 5 年位が丁度良いのかと思います。 

松坂委員⻑︓有難うございます。この例会を担当して少

しずつでも会員のコンセンサスが取れたのは有意義であっ

たと思います。ご静聴有難うございました。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 

次回は親睦活動委員会関

根委員⻑からもご案内があ

りましたが、10 月 21 日、リ

アンで移動親睦夜間例会

です。会場はベルクラシック 

リアン（千歳市錦町 4-

9）、開会点鐘 18時 30 分です。宜しくお願いします。 

 

 NEWS & TOPICS  

Rotary Day 2014  

9 月 13 日、14 日に実施したロータリーデー「ポリオ撲滅

チャリティコンサート」の映像を動画投稿サイト YouTube

に掲載しました。この映像を今年度ゲイリーC.K.ホァン RI
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会⻑が主催するロータリーデービデオコンテストに出品して

います。最優秀作品には、ホァン会⻑から特別な表彰の

品が贈呈されます。最優秀作品や最終選考に残った作

品は、rotary.org で紹介されるほか、2015 年国際⼤

会（ブラジル、サンパウロ）でも上映することが検討され

ています。 

パソコン、スマートフォンで下記リンクに接続してご覧くださ

い。 

http://youtu.be/b0KjwFQV3NM 

 

元大関・名寄岩が生誕 100 年 郷土の誇り、主

演映画を上映 

名寄出身の元大関、名寄岩の生誕 100 年を記念し

27 日、元 NHK アナウンサー、杉山邦博さん（83）の

講演会が市内のホテルで⾏われた。名寄岩⾃⾝が主演

した映画「名寄岩 涙の敢闘賞」も映画館で上映され、

病気と闘い、実直な⼈柄で知られた名⼒⼠の⽣涯をし

のんだ。講演会、上映会は記念事業実⾏委（野々村

勝会⻑）の主催。杉⼭さんは終戦直後の 1945 年

（昭和 20 年）秋場所、名寄岩が横綱安芸ノ海をうっ

ちゃりで下した一番を名調子で再現。「闘志あふれる一

途な人。逃げも隠れもしない真正直な相撲を取った」と

評した。  

 名寄岩は病気と闘いながら 40 歳まで⼟俵に⽴った。

杉山さんは「旭天鵬が今場所、40 歳で勝ち越した際に

も名寄岩の名前が上がった。今も全国区であり、まさに郷

⼟の誇り」と強調。名寄岩や双葉⼭、さらに現在の横綱

白鵬に通じる「抑制の美」が大相撲の本質であると語った。  

 講演会に⼀家で招かれた名寄岩の三男で元銀⾏員の

岩壁進さん（67）＝東京都目⿊区在住＝は「⽗はぼ

ろぼろになっても相撲人生を貫いた。名寄の皆さんの声

援があったからこそ」と述べ、約 150 人の会場から拍手を

浴びた。 

「涙の敢闘賞」は、名寄ロータリークラブ会員が裏⽅を務

め、市内の第一電気館で２回上映。50 年以降、2 度

の敢闘賞受賞や関脇への返り咲きを果たした軌跡に市

⺠が⾒⼊り、上映後は熱い拍⼿が起きた。 

 

 SCHEDULE  

 

10 
月 

職業奉仕･米山月間 ■次年度理事⽴候補⼿続き 

21 日 
移動親睦夜間例会 「ベルクラシック リアン][担当/
親睦活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

28 日 
通常例会「クラブ協議会/卓話 安心安全な街づくり 
講師/千歳市議会議員 米内山淳二様] [担当/理
事会] 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創⽴記念 in 支笏湖 ■次年

度理事指名委員会選出 

4 日 
移動通常夜間例会「卓話 講師/第 7 グループガバナ
ー補佐 菊池重敏様」 [担当/ SAA(笹⾕委員⻑、
今井副委員⻑)] 会場:ベルクラシック リアン 

11 日 
通常例会「奨学⽣を迎えて] [担当/地区奨学⾦委
員会(⿑藤委員⻑)] 
定例理事会 午後 1 時 30 分 事務局 

18 日 
親睦夜間例会 「創⽴記念 in 支笏湖][担当/親
睦活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

25 日 
通常例会「創⽴ 25周年について] [担当/会⻑エレク
ト] 

12 
月 

家族月間 ■年次総会 ■次年度理事指名・任命 ■

クリスマス家族会 

2 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] 
定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局 

9 日 
通常例会「会員増強] [担当/会員増強委員会(羽
生委員⻑、佐々⽊副委員⻑)] 

16 日 
親睦夜間例会（千歳ローターアクトクラブ合同例会） 「ク
リスマス家族会][担当/親睦活動委員会(関根委員
⻑、井上副委員⻑)] ※会員ご家族出席例会 

23 日 休会（法定休日:天皇誕生日） 
30 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

1 
月 

■新年交礼会 ■上半期活動･会計報告 

6 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会][担当/親睦活動委
員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

13 日 
通常例会「未定] [担当/プログラム委員会(髙木委員
⻑、尾本副委員⻑)] 

20 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会] 

27 日 
通常例会「未定] [担当/クラブ研修、新会員研修委
員会(岩下委員⻑、彦坂副委員⻑)] 

2 
月 

ロータリー理解推進⽉間■ロータリー創⽴記念⽇・世界理解と
平和の日 ■雪⾒酒 ■ガバナー補佐研修セミナー 

3 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会] 

10 日 
通常例会「国際奉仕検証ツアーの報告] [担当/地区
国際奉仕委員会(⽥⼝副委員⻑)] 

17 日 
親睦夜間例会 「雪⾒酒][担当/親睦活動委員会
(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

24 日 
通常例会「創⽴ 25周年記念事業について] [担当/
創⽴ 25 周年準備委員会(今井委員⻑、武⽥副委
員⻑)] 


