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 会長あいさつ   会長 四方 信次 

本日の例会は、東日本

大震災復興応援事業を

我がクラブが取り組んで

来た軌跡について各事

業に関わって来た 3名の

会員の方々からお話しを

頂きます。今年度３月に

計画しております。防災講話事業はそういった流れから

僕がやりたいと思いました。過去の取組を知らない新しい

メンバーにも理解して頂き、盛り上がった事業にしたいと

思いますので、宜しくお願いします。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 千歳商工会議所「千歳年末チャリテイカラオケフェス

ティバル」チケット販売ご協力のお願い 

 第 6回日台ロータリー親善会議のご案内 

○ 期日：2018年 3月 1日（木） 

○ 会場：台湾・高雄市 漢来大飯店 

○ 登録料 会員 15,000円／家族 10,000円 

○ 締切り：11月 30日（木） 

 RI国際大会（カナダ トロント）早期登録割引について 

12 月 15 日までのご登録は割引となります。参加を

希望される方は事務局までお問合せください。 

 千歳市立北栄小学校スクールバンド定期演奏会の

ご案内 

○ 日時：12月 9日（土） 14時開演 

○ 会場：北ガス文化ホール 

 千歳国際交流協会情報紙「エール」（回覧） 

 

 各委員会連絡・報告   

雑誌委員会 委員長 白木 松敏 

先日も報告しましたが、

多賀さんがまた道新に掲

載されておりました。滅多

に道新には掲載されない

のですが金額も大きいの

で記者も黙っていなかった

のではないかと思います。大きく載っておりました。山口さ

んも大きく載っています。今回は商店街の街灯を LEDに

してくださいという要望です。以上です。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

多賀 勲会員並びに令夫人：誕生日と結婚記念日、

創業 50年を記念してニコニコします(^^)/ 

四方信次会員：田口さんと米山学友会懇親会に出

席しました。 

 

 

例会出席状況（2017 年 11 月 14 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 24名 

欠席者数（内：無断欠席）  18（1）名 

出席率 57.14 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  24名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 11 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 66.67 ％ 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 30,000円 

今年度 累計額 345,000円 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 四方信次 / 副会長 井上英幸 / 幹事 笹谷俊尚 / 会報委員会 委員長 福島 力 

〒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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 本日の例会プログラム  

通常例会「東日本大震災復興応援事業の軌跡」 

担当/理事会（進行:幹事 笹谷 俊尚） 

本日はクラブ協議会ということで、理事会で例会をお預

かりしまして四方会長といろいろ考えました。3 月に事業

を行いますがこれにつな

がるような例会にしたい

という会長からの思い

がございまして、先般 8

月の第 1 例会では「ク

ラブ協議会/中長期プ

ロジェクトの取り組み」と

いうことで、エコキャップ活動、新千歳空港国際線募金

箱設置、東日本大震災復興支援事業の 3 つにテーマ

を絞り、当時のパスト会長含め経験者の方からお話をし

ていただいて、若いメンバーにも紹介していただいたという

経緯がございました。その後 10 月第 1 例会では、3 月

に行われる防災講話事業の概要を髙木実行委員長か

ら思いを含めてお話していただきました。本例会では、

2011年度から始まりました東日本大震災復興応援事

業に的を絞ってそれぞれの年度のパスト会長にお話をい

ただければと企画いたしました。一通りの流れを見ていた

だくため、創立 25 周年記念式典で武田会員に作って

いただいた DVD を上映させていただきたいと思います。 

 

── DVD鑑賞 ── 

 

 事業を振り返って  

パスト会長（2011‐12 年度） 羽生 有三 

羽生会長年度の 2012 年 3 月にチャリティーイベント

「絆で結ぶあったか♡千歳」を開催し、岩手・宮城・福島

県から千歳市に避難されていた方々に、イベントの収益

金約 100万円を支援金として寄贈しました。 

最近テレビでも東日本

大震災を取り上げる事

が少なくなってきていま

す。始めに、2012 年 2

月 22、23 日に震災地

を車で回り写真を撮って

きましたのでスライドで紹

介します。 

── スライド視聴 ── 

7 年経ちまして来年春先に行ってこようかと思っています。

事業は震災翌年、3 月 11 日（日）に開催しました。こ

れは千歳RCと共催になりましたが、他に奉仕団体全部、

色々なところと協力関係で成り立ちました。その中でも千

歳 RC の会員、そしてセントラルの会員全員が一丸とな

って頑張ってくれました。私と今村会長年度でやることに

なりましたが、千歳RC酒井宏会員が一生懸命にやって

いただいて、リードしてくれました。それとメンバーの須藤丈

元会員です。チケットも 600 枚売ろうという事で、今考

えると何故そんなに考えたのかと思いましたが目標は

600 枚でした。結局チケットは売れたのですが、実質来

られたのは 480 名、大勢の方に参加していただき陸上

自衛隊第 7 師団にも協力いただいて本当に立派な会

が出来ました。残念なことは未だ被災地が復興半ばとい

う事です。 

（中略） 

2011 年は坂井年度でした。12 月に初めてのウエルカ

ム定例会を開いて翌年 3 月まで 3 カ月間の 10 回ぐら

いの定例会で同時にチケット販売を行いました。当時の

メンバーは今半分くらいになり新しいメンバーが増えました

が、その当時協力してくれました。これからも四方年度、

次の菅原年度、東日本大震災関連の事業は続くと思

います。ロータリーでやる事も大事ですが、国、政治の方

にも提言出来るのが一番良いかと思います。熊本のそう

ですが、弱い人の立場に立ってある程度考える時間があ

っても良いかと思います。今後とも少しでも関わって協力

していきたいと思います。これからも宜しくお願いします。 

 

パスト会長（2014‐15 年度） 白木 松敏 

白木会長年度の 2015 年 5 月に「宮城県岩沼市“第

3 回千年希望の丘植樹祭 2015”」に大勢の会員が参

加するなどの復興応援事業を実施。 

東日本大震災に関連

する私の会長年度の

活動譜をまとめました。

お手元に資料を配布し

ました。全部発表する

のは大変時間が掛かり

ますのでかいつまんで発

表させていただきます。 

2014 年 1 月、会長方針を発表。社会奉仕委員会 

松坂敏之委員長に私の思いをぶつけました。9 月、宮

城県岩沼市「千年希望の丘」植樹センター開所式に臨

みました。その時に初めて菊池岩沼市長にお会いしてお

ります。その時に、1本 500 円の苗木 420本合計 21

万円分を寄付しました。平成 26 年岩沼市功労者表

彰式で我がクラブが表彰されました。3 月の例会では原

発について思い切って私の所見を述べさせてもらいました。

2015年 5月 26日、「第 3回千年希望の丘植樹祭」

に参加しました。当クラブから 20 名が参加しています。

岩沼 RC、ローターアクトクラブなど色々な方に応援して

いただきました。その後、菊池岩沼市長から直接お礼の

電話をいただいております。年度最後の例会でお世話に

なった岩沼 RC に親書を出しました。今井会員にアドバ
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イスをいただきました。今日現在、菊池岩沼市長、小野

照代岩沼RCパスト会長とは事あるごとにお礼状や年賀

状などで現在も交流しております。 

 

松坂 敏之 会員 

東日本復興応援事業を継続的に実施するにあたり岩

沼ロータリークラブとの協力関係を構築した中心的な役

割を務めた松坂会員。 

久しぶりに DVD を見

ますといろいろな事を

思い出します。改めて

時系列を思い出して

おりました。一番初め

に進めた時に、我がク

ラブは東日本大震災

関連で何をしようかと凄く考えました。当時の彦坂会長、

佐々木幹事とも相談し、まずは行動した方が良いだろう

という事になりました。 

私達ロータリーは全部と付き合う訳にはいきません。線と

線で結びあってやっていく、あらゆるロータリーがそういう形

で結びつく事が、結果的に全体の支援に繋がるのではな

いかという考え方です。さて、我がクラブは何処のロータリ

ークラブと線で結ぶのが良いだろうという話をした覚えがあ

ります。最終的には空港のある町という事で、仙台の近く

を選びました。たまたまあの時に千歳市防災センターの

見学に岩沼市議団が来ていました。そこで相談して渡

辺真多さんを紹介していただきました。渡辺さんはいい男

だから何でも引き受けてくれる、「合点の真多」として有

名だという事で早速電話しました。初めは感触が悪かっ

たです。それはいろいろな所から支援、申し出でが物凄く

たくさん届いていたからです。私は自家農園のじゃがいも

を送りたいと言いました。皆さんにご協力いただいて掘って

乾かして送りました。あれに凄く感動したそうです。清水

農園があの時とても役立ちました。清水さんと我々の自

家農園がなかったらこの付き合いはなかったと私は思って

います。我々が作った物を届けるという事が、いかに心が

込もっているのかという事、お金や物は有り余るほどもらっ

ていました。ただ、そういう思いの詰まったものが届いたとい

う事で我々を引き付けてくれました。我がクラブは多額の

資産の持ち合わせなく、メンバーも大勢いるわけでもない

ので、そういう意味で岩沼 RC との繋がりが広がったので

はと思っています。 

宮脇昭さんの推奨する「いのちを守る緑の防潮堤」があ

り何回もクラブで勉強をした事がありました。その考え方

に彦坂会長は非常に感銘を受け、そうこうしている間に

「千年希望の丘」が並行してその事業に参加する事にな

りました。当時、岩沼 RC は岩沼市で千年希望の丘事

業をやる事を知りませんでした。情報を知らせると渡辺さ

んはびっくりしていました。そういう方向でうちのクラブが走

り出しました。非常に先見の明があったのだと思います。

初めて彦坂会長と現地に行った時に、現地どんぐりを持

ち帰り、苗木を育て植樹をしたいと、一緒にどんぐり拾い

をしました。彦坂会長は非常に純粋でしたが、私はとて

も出来ないので止めようと言い、止めるのに必死でした。

そういう意味では思いの深かった当時の彦坂会長を思い

出します。そこから岩沼RC との交流が始まり、植樹祭な

どでは大勢参加していただき有難かったです。 

こうした付き合いの中から今年度計画している事業が生

まれたのではと思っています。四方年度で逆に岩沼 RC

が我々を支援してくれる立場になりました。それもこういう

縁がもとで、わざわざ講師に千歳市に来ていただきます。

こういう事を大切に続けていくことがまた方向は違うかもし

れませんが、いい方向に繋がるのではないかと思っていま

す。さて、これからどうしたらよいでしょう。菅原百合子さん、

非常に心配ですね。東日本大震災だけでなく我々の思

いの強い事を一緒になって考える事によって、また新たな

ものが出来るのではないかと思います。実行委員長の髙

木会員も一生懸命頑張っています。10 月に仙台に行

きました。岩沼RCのメンバーと話し飲んでいましたが、語

り部の会の会長にドタキャンされがっかりして帰ってきまし

た。会長は報告されていないようですが、本音はそういう

所です。今修復しながら四方会長、髙木実行委員長

がこれから一生懸命ねじを巻いてやる予定ですので、是

非皆さんのご協力をいただければと思います。宜しくお願

いします。 

 

会長 四方 信次 

今皆さんのお話を聞いていまして、正直熱くまた非常に

責任を感じる思いでいました。私が入会したのは武田会

長年度の 10月でした。東日本大震災事業の取り組み

もわからない状態で被災地に千歳市の中学生 10 人を

連れて行った報告会にいきなり参加したのが最初でした。

こういった事をやっているのだという所から、尾本会長年

度の 5 月に千年希望の丘植樹祭に参加させていただい
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て中浜小学校、被災地を見学させてもらい語り部の会

の方々に会ったというのが今回の成り行きのきっかけとな

ったと思います。武田会長年度のように子供たちを連れ

て行きたいという思いから、井上副会長から語り部を呼

んだ方が多くの子供たちに聞いてもらうことは出来るという

所から始まりました。語

り部の会の渡邉修次

会長と電話やメールの

やりとりが思うように進

まないもどかしいような

状況で進んでいました。

ここへきてやれるのでは

ないかという思いが確かにあります。今のところ、3 月 19

日 15時から 1時間、千歳高校で約 700名、3月 20

日は午前 11 時から北陽小学校で約 230名、午後 1

時から勇舞中学校で約 500 名です。本来 20 日が例

会のスケジュールですが、19 日に変更しまして、渡邉修

次会長にも語っていただく親睦例会にしていきたいと思っ

ています。髙木実行委員長を中心に松坂さん、理事の

方々にも協力いただきながら準備を進めているような状

況であります。皆さんの協力支援がない事にはこの事業

も成功していかないと思っております。あと半年少しの会

長年度をかけてこの事業を成功させていきたいと思ってお

りますので、皆さんの協力宜しくお願いいたします。 

 

 次回例会案内  

SAA 大下 和志 

次回例会は 11 月 21 日（火）、移動親睦夜間例会

「千歳 RC合同例会 in BELLCLASSIC Lien」です。

担当は親睦活動委員会。開会点鐘 18 時 30 分。会

場はベルクラシックリアンです。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

岩沼 RC「震災を語り継ぎ 命を守るプロジェクト」 

岩沼ロータリークラブは 11 月 18 日に、千年希望の丘

育樹事業『震災を語り継ぎ、命を守るプロジェクト』を実

施しました。名取高校インターアクトクラブ、ボーイスカウト、

ガールスカウト、クラーク

高等学院インターアクト

クラブの皆さんが参加

し、総勢 60 名で事業

開催しております。非常

食の試食体験、希望

の丘東屋テント体験、

ロータリーの森の枯れ草集めなどを通して、震災体験を

子供達へ伝え、命を守ることの大切さを感じて頂ければ

と思います。写真は、千年希望の丘交流センターで、ビ

デオ鑑賞している様子です。 

 SCHEDULE  

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 

19 日 クラブ創立記念日（27 周年） 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

28 日 

通常例会「卓話/寅王椎茸の作り方、創業者の想い
を繋ぐ 講師/農業生産法人 ファーム TORAO㈱ 代
表取締役 海野義幸様」 
[担当/出席、ニコニコ箱委員会(委員長 岩下誠)] 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 

19 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会  ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC 新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC 新年交礼会  

２日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委
員会(委員長 石川貴美子)] 

16 日 
通常例会「未定」 
[担当/雑誌委員会(委員長 白木松敏)] 

23 日 
通常夜間例会「未定」  
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾本眞二)]  

30 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2 
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日・世
界理解と平和の日  ■雪見酒例会  

6 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/未定」  
[担当/理事会(進行担当/副幹事 彦坂忠人)] 

13 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

20 日 
親睦夜間例会 「雪見酒] [担当/親睦活動委員会
(委員長 石川貴美子)] 

27 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

3 
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日・世
界理解と平和の日  ■雪見酒例会  

6 日 
通常夜間例会「未定」  [担当/職業奉仕委員会(委
員長 大久保尚)] 

13 日 
通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 山口康弘)] 

19 日 
親睦夜間例会 「未定] [担当/親睦活動委員会
(委員長 石川貴美子)]   

20 日 例会日を 19 日(月)に変更 

27 日 通常例会「未定」[担当/理事会] 


