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 WELCOME   副会長 武田 伸也 

長泉ロータリークラブ 

望月 秀子 様 望月 義明会員 令夫人 

栗田 直美 様 栗田 光雄 会員 令夫人 

小原エレナ 様 小原 秀樹 会員 令夫人 

杉山 恵 様 杉山 好文 会員 令夫人 

渡邉 節子 様 渡邉 富夫 会員 令夫人 

富岡 嘉子 様 富岡 正彦 会員 令夫人 

西原 重夫 様 元会員 

西原 弘子 様 西原重夫元会員 令夫人 
   

千歳セントラルロータリークラブ 

大井 祐子 様 故 大井綱雄パスト会長 令夫人 

井上 京子 様 井上 英幸 会員 令夫人 

入口あかり 様 入口 博美 会員 令夫人 

今井 朝子 様 今井 章夫 会員 令夫人 

尾本 理恵 様 尾本 眞二 会員 令夫人 

羽芝 優子 様 羽芝 涼一 会員 令夫人 

 

 国歌、ロータリーソング斉唱    

ピアノ伴奏 月俣 美子 会員 

ソングリーダー 髙木 昌人 会員 

 

 友情の握手タイム    

壇上の長泉ロータリークラブ皆様のもとを全員が回って固

い握手を交わしました。 

 

 

例会出席状況（2017 年 5 月 20 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 34名 

欠席者数（内：無断欠席）  9（1）名 

出席率 79.07 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  29名 

2 出席者数総計  63名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 5 月 16 日） 

確定出席率（MU 含む） 65.12 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 

〒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  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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 会長あいさつ    

千歳セントラルロータリークラブ 会長 関根 悟 

本日は、友好クラブ締結 20 周年記念合同例会です。

北海道千歳の地に吉田会長率いる長泉 RCのメンバー

の皆さんまた、長泉、我がクラブのゆかりあるメンバーのご

婦人の皆さんようこそいらいしゃいました。忙しい中ありが

とうございます。 

1997 年 5 月 13 日に時の石垣会長と大井会長で調

印を行ってから 20 年が経過しました。当初は、毎年行

き来をしていたとお聞きしていますが経済状況など含めま

してここ数年行き来も減り近年は、新しいメンバーが急

激に増え関係が薄く感じられてもきました。 

私も入会して４年と年数も浅く長泉の地に１度も訪問

したことがない為、初代会長高塚さんにお願いし７月に

訪問させて頂きました。やはり、長泉山荘での一晩で友

好クラブの暖かさ築き上げてきた 20 年の重みをしっかと

持ち帰ることが出来たと思っております。 

当初は、催しやゲームなどで友好を築こうと考えましたが

松坂実行委員長より何もいらないから俺たち先輩の背

中に黙って付いてこいと言われ、とにかく友好を深め若い

世代に引き継ぐからと頼もしいお言葉を頂きました。 

本日は、20年来の友と思い切り酒を酌み交わし 25 年、

30 年、そして 100 年の未来に向けて思いっきり語り合

いましょう。 

また、明日は北海道をどうぞ満喫ください。以上を持ちま

して本日のご挨拶とさせていただきます。 

 

長泉ロータリークラブ 会長 吉田 雅昭 

千歳セントラルロータリークラブの皆様方、ご夫人方、本

当にお招きありがとうございます。我々、今ご紹介を受け

ましたけれども長泉ロータリークラブ、ご夫人も含めまして

20 名余りで本日やって参りました。準備の段階から本

日に至るまで松坂実行委員長はじめ関根会長、菅原

幹事、そして千歳セントラルロータリークラブのメンバーの

皆様、本当にお世話になりました。この場を借りて改めて

御礼を申し上げます。本来ですと先ほどご紹介のあった

締結時の千歳セントラルの大井会長さんと私共の石垣

会長、そしてご夫婦共々千歳を愛して止まない長泉町

長の遠藤秀雄、この場にいなければいけないのですが、

どうしても体調が悪くこの場に来ることが適いませんでした。

お二人方は千歳の皆さんに失礼のないように十分にお

礼の言葉を言ってくださいと言われましたので、この場を

借りてお二人の感謝の気持ちを伝えたいと思います。先

ほど関根会長からいろいろとお話がありましたが、7 月に

高塚さんをはじめ 6 名の方に長泉に来ていただいており

まして、私も短期間でしたがお付き合いさせていただきま

した。千歳を訪問してもいつもそうですが、千歳の皆さん

の団結力、チームワークは勿論ですが、人柄の温かさを

いつも感じております。私は入会して 10 年になりますが

血の通ったお付き合いとはこういうものかと思っております。

ましてや20年の歴史を経た我々クラブの先輩方は言葉

で表せないような友情で結ばれていると思います。と言っ

て関根会長も仰っていましたが、我々今日来ている中で

も全く友好クラブ事業を知らない今日初めての会員もい

ます。本日は世代を超えて千歳さんとお付き合いをした

いと思います。我々も心中覚悟でお付き合いしますので

今晩宜しくお願いします。 

最後になりますが千歳セントラルロータリークラブさんと長

泉ロータリークラブ、そして本日ご出席の皆さんのご健勝

を祈念して会長の挨拶といたします。今日はどうか宜しく

お願いします。 

 

 幹事報告   

千歳セントラルロータリークラブ 幹事 菅原 百合子 

長泉ロータリークラブの

皆様、本日は遠路はる

ばる朝早くからお越しく

ださいまして有難うござ

います。先週、会員 1

人 1 袋、お土産のお菓

子をいただきました。有

難うございました。先日例会を欠席された会員のお席に
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お土産がおいてあったかと思いますので、後からでもお礼

を言っていただけたらと思います。宜しくお願いいたします。 

 

長泉ロータリークラブ 幹事 小原 秀樹 

まず千歳セントラルロータ

リークラブの皆様、温かく

お出迎えいただき有難う

ございます。幹事報告で

すが何もございません。

来週 24 日（水）、通常

例会がございます。その

時の例会内容は今回の友好締結についての皆さんの感

想等のお話をいただきたいと思いますので、今日、明日、

明後日と 3 日間、十分に友好を深めていただきまして

24 日より良い報告をいただきたいと思います。以上です。

有難うございます。 

 

 本日の例会プログラム  

親睦夜間例会 

「友好クラブ締結 20周年記念合同例会」 

担当/友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 

 

 ご挨拶  

千歳セントラルロータリークラブ 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

ようこそ、いらっしゃいました。「友遠方より来る、また楽し

からずや」と言いますけれども、気持ちを同じくする人たち

がこうやって集まって酒を酌み交わすというのは大変嬉し

い事です。ここには友好クラブ締結20周年記念実行委

員長とありますが、私は友好クラブ委員長なのです。井

上英幸副委員長をご紹介します。彼は今までの準備の

間はノータッチ。明日から旅行に行ってバスに乗って、それ

から宴会もびっちり司会をする盛り上げ役でございます。

どうぞ宜しくお願いします。暖かい風を長泉の皆さんが連

れて来てくれたのでどんどん暑くなると思います。今日もこ

れからどんどんどんどん暑くなると思います。楽しくやってい

ただくのが今回の例会の趣旨でございますので、楽しんで

いただきたいと思います。宜しくお願いします。 

酔う前に肝心なことがございました。明日の出発時間で

ございます。ホテルを午前 8 時に出発します。一番困る

のは私共セントラルのメンバーが 13 名同伴しますが、こ

の人たちがちゃんと来て 8 時に出発しないとお客様が大

変迷惑します。是非 8 時までには出発出来るようにいら

してください。宜しくお願いします。 

 

 祝杯  

長泉ロータリークラブ 

社会奉仕委員会 委員長 三枝 徳造 

千歳セントラルロータリークラブ・長泉ロータリークラブの友

好クラブ締結 20 周年、私共もっと大勢来なければなら

なければならかったのですが、都合がありまして今日ご夫

人を含めて 20 名で出席しています。先ほど長泉ロータリ

ークラブ会員と千歳セントラルロータリークラブの会員が握

手をしました。これは本当に絆の強さを示したものではな

いか。この企画については大変素晴らしいと私は感動い

たしました。これから懇親会、皆さんで杯を酌み交わすわ

けですけれどもゆっくりとお話をしながら更なる友好を深め

ていきたいと思っております。どうか宜しくお願いします。 

千歳セントラルロータリークラブ・長泉ロータリークラブの

益々の発展と今日ご参会の皆様方のご健勝をお祈りし

て乾杯したいと思います。 

 

 DVD上映  

20 年を振り返り両クラブの友好の歴史を映像で振り返

りました。懐かしい映像に会場が盛り上がりました。 

 

 テーブルスピーチ  

友好クラブ交流の思い出と今後について各会員に語って

いただきました。 

 

～スピーチを頂戴した皆様～ 

[長泉ロータリークラブ] 
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友好クラブ交流委員会 委員長 富岡 正彦 会員 

栗田 光雄 会員 

望月 義明 会員 

伊藤 雅之 会員 

杉山 好文 会員 

井口 昭宏 会員 

 

［千歳セントラルロータリークラブ］ 

初代会長 高塚 信和 会員 

羽芝 涼一 会員 

土居 栄治 会員 

今井 章夫 会員 

井上 英幸 会員 

坂井 治 会員 

彦坂 忠人 会員 

大井 祐子 様 

 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

長泉ロータリークラブの皆様をはじめ 20 周年をお祝いし

て大勢の方にニコニコしていただきました。皆様有難うご

ざいました(^^)/ 

長泉ロータリークラブ 吉田雅昭会長、望月義明会員、

富岡正彦会員、古谷基徳様 

大下和志会員、髙木昌人会員、羽生有三会員、四

方信次会員、松坂敏之会員、菅原百合子会員、齊

藤博司会員、武田伸也会員、尾本眞二会員、関根

悟会員、月俣美子会員、岩室秀典会員、清水清光

会員、白木松敏会員、井上英幸会員 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 70,000円 

今年度 累計額 806,000円 
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 御 礼   

RI第 2620地区米山梅吉記念館委員会  

委員長 三枝 徳造 

先ほどは乾杯の音頭を取らせていただきました。私は米

山梅吉記念館の地区委員長を 12 年ほど務めさせてい

ただいています。米山記念館の運営についてはいろいろ

関与していますが、今日は友好クラブの 20周年記念例

会ですのでこのお話をしていいかどうか、私は地区の委員

長として千歳セントラルロータリークラブの皆さんに一言御

礼を申し上げたいと思います。千歳セントラルロータリーク

ラブの皆さんの米山梅吉記念館に対する貢献は大変大

きなものです。全国で一番でございます。というのも、米

山記念館は 44年に旧記念館を作りました。そして手狭

になったということで新記念館の準備委員会が出来た時、

たぶん平成 6～7年頃だと思いますが、千歳セントラルロ

ータリークラブの皆さんが記念館を訪問されました。その

時記念館では浄財を集めることをどうしようかという話し

合いをしている中で北海道の一クラブ（千歳セントラル

ロータリークラブ）から多額の寄付をしていただきました。

これが引き金となり東京ロータリークラブが 1 千万円、そ

してこれを全国に展開しようということで全国のロータリー

クラブに呼びかけ 3 億 6 千万円の資金が集められまし

た。その引き金を引いていただいたのは高塚会長、千歳

セントラルロータリークラブの皆さんの行為がこれを動かし

たという事で、平成 10 年にオープンした立派な記念館

が皆さんの大きな力によって出来上がった事をここで御

礼を申し上げるとともに、以後引き続いて毎年と言ってい

いほど記念館に対しいろいろな施しをしていただいていま

す。本当に有難うございます。記念館を代表して御礼を

申し上げたいと思います。有難うございました。 

 

 手に手つないで  

大きな輪となって友情の絆を確かめ合いました。 

 

 

 

 閉会の辞  会長エレクト 四方 信次 

改めまして長泉ロータリー

クラブの皆さんようこそ千

歳にお出でいただき有難

うございました。私は 7 月

から会長をやらせていただ

きます四方と申します。長

泉には四方（よも）さん

がいらっしゃるという事ですが私はしかたでございます。宜

しくお願いいたします。今日は日中からご一緒させていた

だきましてまた、この会場で皆さんのお話若しくは写真を

見せていただきました。昨年長泉さんをお伺いしたかった

のですが、残念ながら行けなくて20年の歴史の深さ、絆

というより友情の深さを感じて非常に感動させていただき

ました。井上さんから 7月に長泉を訪問するだろうと言わ

れましたが、私としては何とか調整して、尾本さんと調整

して 6 月中にはお邪魔したいと思っております。次年度

始まる前にお邪魔したいと思っています。次年度 RI のテ

ーマは「変化をもたらす」です。長泉さんとの友好 20年と

いうことで、先ほどからもありましたように成人となった第一

歩が四方年度です。私はまだ 4 年で新米です。新米の

メンバーが次の時代をもたらさなければならないのではと

非常に緊張感があって、今日は結構飲んだつもりでした

が全然酔った気がしません。次年度望月会長は 2 回目

の会長で、幹事も 2回目、ロータリー歴 24年で大先輩

です。いろいろ教えていただきながらやっていきたいと思い

ます。協力もありますが、お互いに切磋琢磨し共々に発

展する事を祈念し、また 10 年後、30 年の時に一人も

欠けることなく頑張っていただきたい。ですから皆さんのご

健勝プラスご健康を祈念しまして、今日の友好クラブ締

結 20周年記念合同例会を締めさせていただきたいと思

います。今日は有難うございました。 

 

 スナップ   
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 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は5月30日（火）、通常例会「空港募金箱

視察」です。担当は国際奉仕・空港募金箱委員会。開

会点鐘 12時 30分。会場は定例会場です。例会セレ

モニー終了後、新千歳空港国際線ターミナルビルへ移

動します。 

 

 NEWS ＆ TOPICS  

友好クラブ締結 20周年記念旅行 

5 月 20 日、20℃を超え暑さを感じるほどの快晴の下、

長泉ロータリークラブの皆様を新千歳空港にお迎えしま

した。キリンビアレストランハウベでの昼食、サケのふるさと

千歳水族館見学に続き、千歳駅前友好の桜をご覧い

ただきました。翌日からは北海道開拓の村、余市のウイ

スキー工場を訪れ朝里川温泉に宿泊。懇親会では更

に絆を深めました。22 日、小樽散策を終え笑顔で帰路

につかれました。同行された会員の皆様、おもてなしお疲

れ様でした(^^)/ 
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 SCHEDULE  

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「空港募金箱視察」 
※定例会場で食事･簡潔なセレモニーの後、新千歳空
港国際線ターミナルに移動 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

6 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 

通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


