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 会長あいさつ   

会長 髙木昌人 

みなさんこんにちは。毎日いかがお過

ごしでしょうか。 

依然として新型コロナウイルスの猛

威は衰えず、この千歳もその脅威に

さらされ、私たちの生活も何かと不

自由で油断のできない窮屈な状態

が続いております。 

そんな非常な緊急事態の中でも、今回のように武田委

員長（ICT 委員会）によるクラブ会報の号外の作成・配

信をはじめ、大下幹事による会員の事業報告のメール

配信、白木委員長（雑誌委員会）による地域情報誌の

各会員の記事紹介等、皆さんに率先かつ積極的な活

動をして頂き、在宅勤務にて業務を継続して頂いている

上野さん（事務局）も含め、本当に頭が下がる思いです。

ありがとうございます。 

またクラブとして、このご事態に対し何が出来るのか。経

済支援、医療支援なのかと理事会で協議を随時行って

いる中で、先日発信させて頂いたように「千歳医師会へ

のフェイスシールドの寄贈」というお話を、福田ガバナーを

通して頂き、会員の皆様のご理解とご協力のもと、支援

していこうと考えております。 

今後の感染状況や行政からの発信などにより、クラブの

活動とその対応を随時検討していきますので、引き続き

クラブからの連絡等にはご注視願います。 

事態の一日も早い終息を祈念しつつ、皆様とまたお会

いできることを楽しみにしております。 

 

長泉ロータリークラブ 会長 杉山好文 

千歳セントラル RC の皆様、いかがお

過ごしでしょうか。長泉 RC 会長の杉

山好文です。 

武田さんからご連絡をいただき、このよ

うな状況だからこそ「会報号外」を発

行されると伺いました。ナイスなアイデ

アですね。微力ではございますが、私のコメントが皆様の

お役に立てればと思い、寄稿にご協力させていただきます。 

さて、長泉 RC の近況ですが、長泉町内から 3 名のコロ

ナ感染者が発生と、緊急事態宣言発令も受け 4 月の

例会は休会中です。お花見関連のイベントや事業は全

て中止。地区のセミナーや協議会、記念館春季例祭、

米山文庫こども図書館の 10 周年記念イベントもすべて

中止になりました。 

何よりも悲しいのが、当クラブ 35 周年記念の青森旅行

のキャンセルです。千歳セントラル RC の皆さんとご一緒

するのを楽しみにしていたのに残念の極みです。 

そのようなわけで、会員それぞれの安否確認？もままな

らない状況ですが、クラブからの報告メールに会員の皆さ

んから近況や体調報告等々を返信してもらおうと考えて

います。 

そして、大型連休明けの 5 月 7 日に臨時理事会を招

集し、5 月以降の運営方法を協議することとしました。 

9 月には、貴クラブの創立 30 周年記念のお祝いに長泉

RC の面々で大挙して駆けつけ、さらなる懇親を深めるよ

うと確固たる決意でいます。願わくは新型コロナウイルス

感染が終息し、安心して開催されることを祈るばかりです。 

今、個人的に大好きなラグビーをはじめ、プロ野球や J リ

ーグ、ライブや映画など観ることができませんし、旅行やシ

ョッピング、そして特に夜の飲食にも制限がかかり、フラス

トレーションが溜まる一方です。 

ただ、遊びにもリミッターが効いてお小遣いも貯まる一方

なのが、嬉しくもあり複雑な気持ちの今日この頃です。 

そうなると、今後の楽しみは 9 月の北海道です。無事に

行けることをお願いしたいと思っています。 

末筆ではございますが、貴クラブのますますのご発展と皆

様の一層のご自愛のほどを、お祈りすると共に、お会いで

きることを楽しみにしております。 

 

 幹事報告  幹事 大下和志 

■ 医療フェイスシールドの寄贈について 

この度、全国で蔓延している新型コロナウイルス感染症
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（COVID-19）について、愛知県の伊藤靖裕ガバナー

の提案で、奮闘している医療担当者に、「フェイスシール

ドを寄贈しませんか」という

提案がありました。これに

対し、我がクラブでは緊急

理事会を行い、千歳医

師会に対しフェイスシール

ド 4,800 枚を寄贈する

事に致しました。 

そこで、中止になりました

皆様からお預かりしている

IM の登録料、また取り消しになった例会の例会費を充

当し、フェイスシールド購入の資金として使わせて頂きた

いと思います。 

本来は例会で事業計画の説明等を行うところですが、

非常時に付き、簡略化し概要をご報告させて頂きます。 

皆様、ご協力頂けますようお願い致します。 

 

■ “支笏湖復興の森”活動参加について 

“支笏湖復興の森”への入林は、今年が最後になります。

最後の活動に参加希望の方は、幹事までお申し出くだ

さい。日程は次の通りです。 

○ 5 月 23 日（土）[春の山の恵みを楽しむ会] 

○ 7 月 18 日（土）･19 日（日）[下草刈り･かぶり取り] 

【支笏湖復興の森づくり事業】 

2004年９月８日未明から北海道に接近した台風 18

号は甚大な森林災害をもたらし、支笏湖周辺でも 7 千

ヘクタールにおよぶ森林が根こそぎ倒されました。支笏湖

周辺の美しい森は、多様な生物の宝庫であると同時に、

地域の大切な水源林であり、緑のダムとなって人々を水

害などから守っています。支笏湖周辺の国有林を再生し

豊かな森林を蘇らせることを目的として、「支笏湖周辺

台風災害・復興の森づくり」が開始され、2006 年 9 月

と2007年 5月の植樹活動には延べ124団体3,895

人が参加し 100 ヘクタールに約 10 万本を植樹、その

後も「森の育ての親」として、根踏み・下草刈り等の保育

までを継続して、大切な森林を次の世代にバトンタッチし

ていく森づくりに取り組んでいます。 

千歳セントラルロータリークラブは、この事業に参加協力

し、2007 年 5 月 20 日に長泉 RC 友好クラブ締結 10

周年の記念事業とし

て、長泉 RC と共同で

880 本のアカエゾマツ

を植樹しました。以後、

下草刈りの作業、成

長記録の観察などを

実施しています。 

 各会員からのメッセージ  

休会中に会員の皆さんから事務局に届いたメッセージを

紹介します。（掲載順は事務局に届いた日時順） 

 

SAA 委員会･友好クラブ委員会 今井章夫 

私が店舗を構える空港は閑散としてい

ますが、このようなことがあるのだな！と

思い、元気で日々頑張っています。 

自己管理を怠らず、皆さんの健康を心

よりお祈りします。 

 

職業奉仕委員会 委員長 大久保 保 

千歳セントラルロータリークラブ会員

の皆様、緊急事態宣言のもと、いか

がお過ごしでしょうか。 

私は保健所や医師会から日々送ら

れてくるコロナ情報に辟易しながらも、

毎日元気に診療を続けています。 

コロナが疑われる患者さんも数名いましたが、どなたも陰

性でほっとしています。ババ抜きをしている感覚に近いで

す。 

全体として仕事量は減って、自由時間が増えました。飲

酒量も増えたようです。体重も・・・。コロナ禍が収束した

暁には、一回り大きくなってお会い出来ることを楽しみに

しています。皆様もどうぞご自愛ください。 

 

会長エレクト 松坂敏之 

この度の会報号外の発行を発案された

方の思いにおおいに賛同しております。 

この考え方にはロータリーの原点であり、

ロータリーが生まれた当時を彷彿させる

心があります。 

今、私たちは迷いの真っただ中にあり、

我がセントラル RC は真摯に悩みを持ち合い、お互いに

協力できることを探し合いながら生きて行く時に立たされ

ています。 

どうぞこの会報の発行を機会に、会員同士の絆を更に

深め、ロータリー活動に心の温かい団結力が高まることを

願っております。 

 

副幹事 望月秀則 

中国武漢から始まったコロナウイル

ス。 

他国の出来事と、いつものように思っ

た事が誤りだったと気づくには遅過ぎ

ました。 

100 年ぶりの疫病災害はたった１ヶ
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月で世界に広まってしまいました。 

さて、家具小売業としては売り上げダウンが著しく月によ

っては 2 割減から 5 割減の間で落ち込んでいます。 

これからかなりのお店が止む無く廃業に追い込まれること

が考えられます。 

私は予言者ではありませんが、それこそ国の破綻もあり

得る状況なのだと･･･、零細企業のみならず大手の倒

産が続き、金融破綻も予測されます。 

私は、これから最低３年は覚悟して事業に臨み、生き

方のプランを考えながら残る人生の後半を楽しみたいと

不謹慎ながら考えている今日この頃です。 

 

親睦活動委員会、職業奉仕委員会 桑島昌子 

先ずは、皆様に応援して下さっていた

私のリサイタルを開催せず、来年に延

期の決断をしたことは正解だったと、本

当に胸を撫で下ろしています。 

緊急事態宣言が発令され、学校も休

みになり、塾や習い事なども休業されている所もあります

が、私のピアノ教室は自宅にて個人レッスンなので、レッ

スン室には生徒さんと私しか居ません。2 台のピアノ（生

徒さん用と先生用）で 1 メートル以上距離をとってレッスンし

ています。お互いマスクは必須です。生徒さん同士の接

触を避けるよう空白の時間を作り、レッスンの前にはアル

コールで手の消毒してもらい、レッスンが終わる度にピアノ

の鍵盤とドアノブを消毒し換気をしています。 

勿論、この様な状況の中ですからレッスンに来る強制は

していませんが、生徒さん達はみんな元気に生き生きと

来てくれています。有り難いです。 

札幌道新文化センターでの声楽グループレッスンはさす

がに休講になりました。 

東京の娘の大学も 5 月末まで休みになり、その後は

Web 授業を検討しているようです。娘は幸い３月 20

日に春休みで実家に帰省しており、そのまま北海道に滞

在してるいので安心です。しかし、神奈川県で仕事をし

ている長男はテレワークですが、次男の会社は医療用ア

ルコールなどを造るプラント勤務なので、テレワークは無理

で、三交代勤務で寮から電車通勤しています。とても心

配です。 

皆様もご高齢のご家族や遠方に住んでいるご家族のこと

等、心配されているのではないでしょうか？ 

とにかく、コロナが早く終息するよう、不要不急の外出を

控え、ひっそりと元気に暮らしています。 

皆さんと笑顔でお会いできる日が待ち遠しいです。 

 

 

 

会員増強･維持委員会 委員長 南雲勇次 

会員の皆様におかれましては先行きの

見えない非常に困難な状況の中、家

族・仲間・従業員を守るために日々努

力されている事と思います。 

このような状況ではありますが、会員の

皆様の中から感染者が出ていないこと

は心から嬉しく思います。 

自分も若輩ながら少ない従業員ではありますが、コロナ

ウイルスへの感染防止を第一に考え仕事を継続している

状況です。 

大きな不況の波が2波・3波と短期間の中に押し寄せ、

飲食業のみならず全業種が大不況に飲み込まれてしま

うのではないかと思っています。 

ロータリークラブの奉仕活動を継続していく上で、個人の

仕事の継続、事業の存続は非常に大切な事であります。 

我々千歳セントラルロータリークラブの異業種ならではの

個々の強みを、仕事に影響のない程度で奉仕の精神を

もって、個々が活動することは可能ではないかと思ってお

ります。 

会員全員が集まっての活動は難しい状況にありますが、

会員個々が奉仕活動に取り組んでいる状況が判れば、

会員みんなが少し明るい気持ちを持つことが出来るので

はないでしょうか。 

自分も無理せず出来る範囲で、千歳のために頑張って

いきたいと思います。 

早く事態が終息して、皆様と楽しくお酒が飲める日を楽

しみにしております。 

生意気なことを言って申し訳ありません (>_<) 

 

会報･広報委員会 副委員長 今野桂子 

皆様、いつも大変お世話になっており

ます。 

リアンでの水曜ランチは、4 月 29 日よ

り休業させていただきます。 

リアンクラブ他、皆様にいつもご利用頂

いておりますが、このような状況になり、

残念ながらほぼ休館となりました。 

皆様と、また笑顔でお会い出来る日を楽しみに、日々感

謝して過ごしていきます。 

千歳セントラルロータリークラブの皆様や事務の上野さん、

ご家族、例会場のグランテラスさん等の安全を祈りながら

…皆さま、どうぞお気を付けて毎日お過ごしください。 

最後に、当社支社長の今野良紀からの発信を紹介さ

せていただきます。 

「アベノマスクが届いた際、もしマスク不要の方が、いらっ

しゃいましたら、市内の児童館など子供が集まる所へ、
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市役所こども政策課を通してマスクの寄付をしますので、

ご協力をお願いしたいと発信しています。 

受付場所/千歳シティホール 

休館日無し、何時でも（私個人のオススメは、式などのご

利用者の皆さまが少ない時間帯 昼 12 時〜14 時頃、朝早

くなど。他の時間でも大丈夫です！） 

沢山マスクあるわという方、どうぞよろしくお願い致します。」 

 

幹事 大下和志 

会員の皆様へ、こんなことが起こるのか

と全く想像もしてなかった状況になって

います。 

社会のシステム事態が機能しなくなり、

仕事にも多大な影響が出ていると思い

ますが、ここを乗り越えれば大丈夫！ 

震災や戦後の復興を見ても、日本は逆境に強いと信じ

て頑張りましょう (^o^)/ 

 

直前会長 菅原百合子 

この度の新型コロナウイルス感染症の

拡大防止による道の自粛要請に従

い、4月13日〜5月6日までの間、

お店を臨時休業する事となりました。 

私が休んでいる中でもコロナ感染に怯

えながら頑張って下さっている方々が

大勢いらっしゃる事を心に留めながら今自分が出来る事

をするしかないと思っています。 

こんなに長期間仕事を休んだこともないですし、千歳セン

トラル RC の例会、他も今までにはない状況で、今まで

当たり前に思っていた事の有り難みを痛感しています。 

時間がある中、色々と考えさせられましたし、気付かせて

もらう事もたくさんありました。 

私の自粛ストレスは、楽しんで料理と断捨離にぶつけて

います (^^)v そして、何事もプラスに考えて落ち込まない

ようにしています！ 

皆様も体調に気をつけてお過ごしください。また皆様と笑

顔でお会いできる事を楽しみにしています。 

 

会計 石川貴美子 

今回コロナの影響がこんなにも大きく

なるとは思いませんでした。少なからず

うちの会社も影響はあります！この先

どうなるのか、従業員やその家族、私

たち家族の中から 1 人でもコロナがで

てしまったらどうなるのだろうと、そんな

思いで毎日過ごしています！ 

日本、北海道、そして千歳でここまで広がりを見ると、一

人一人が気を付けていても罹ってしまうという不安でいっ

ぱいです。 

がしかし、この先少しでもコロナに罹らないように気を付け

ていきたいと思います。 

苦しいのは今だけ！必ずまた、普通の生活に戻れる！と

思いながら過ごしていきます。 

千歳セントラル RC の仲間たちが誰一人罹らないこと、そ

して例会が再開した時、皆が元気で会えるよう注意して

日々過ごしたいと思います！ 

 

出席･ニコニコ箱委員会、社会奉仕委員会 池渕勝彦 

生命保険、損害保険代理店の池渕

です。 

皆さま、4 月 1 日に改正民法が施行

されたことはご存じでしょうか？ 

事業者が安全への配慮を欠いた結

果、業務災害により従業員の方が亡

くなられた場合や、業務上の不備・過失により第三者の

方を死傷させてしまった場合など、事業者は、従業員の

方、第三者の方に対し、法律上、損害賠償責任を負

担することになります。 

これら損害賠償責任による賠償金をカバーする保険に

は、皆さまご加入済かと思います。 

細かい計算方法は省力しますが、今回の民法改正で

「法定利率が引き下げられた」（5％→3％）結果、損害

賠償金が従来、高額に算定されることになります。 

被災者の方の年齢、年収、家族構成等によりますが、2

割以上アップするようなイメージです。 

そこで、みなさまにお勧めしたいのは、ご加入済の保険の

補償額の見直しです。 

せっかくご加入されている保険、万一の時に、「足りな

い！！」というようなことにならないように、民法改正後の

賠償金の水準に照らして、現在の補償額で十分か、是

非検証されることをお勧めします。 

今、ご加入されている代理店さんでも構いませんし、私

でよろしければ、商売抜きで（笑）、是非見直しのお手

伝いをさせていただきます！ 

新型コロナウイルスの拡大により、三密で外出制限の折

りに、ご確認ください。 

一刻も早く、この状態から回復傾向に向かうことを念じて

います。どうぞ皆さま、お体にお気を付けくださいますようお

願い致します。 

 

ロータリー財団委員会 委員長 岩下 誠 

北海道が特定警戒地域に指定されて以降、弊社は全

社をあげて出勤 8 割削減に取り組んでいます。 

顧問先に濃厚接触者、顧問先で感染者が出たりしてい



RI 第 2510 地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報【号外】   2020 年 4 月 28 日 

- 5 - 

ます。しかし、どちらのケースも接触が

なかったので事なきを得ています。 

ですが、知らない間に接触する可能

性が多くあるのだということを痛感して

います。 

マスクや除菌など、本当に効果があ

るのかどうなのか、私にはわかりません。 

ただ、万が一感染してしまった、そして他の人に感染させ

てしまった、最悪は、身近な人が命を落としてしまった。 

その時に、「ちゃんとしておけばよかった･･･」と後悔するこ

とがないように、最低限の予防をし、３密を避ける、とい

うことが重要なのだと思います。 

マスク疲れに自粛疲れ。あとちょっとの辛抱と思いたいで

すね。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 望月秀則 

次回例会は 5 月 12 日（火）、通常夜間例会「見つけ

よう！自分なりの職業奉仕」です。担当は職業奉仕委

員会。定例会場、開会点鐘は 18 時 30 分です。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の状況次第で、例会

変更が予測されます。その際には事務局からご連絡致し

ます。 

 

 NEWS & TOPIS  

千歳セントラルロータリークラブ WEB サイト 

https://ccrc.jp/ 

「活動状況」クラブの現在･過去の活動を画像と共に紹

介。 

「年間日程」今年度の例

会･行事日程を随時更新

し掲載。過去年度の日程

表も確認できます。 

「組織･会員構成」組織構

成図と共に各会員の簡単

な紹介。 

「クラブ概要･沿革」クラブの

基礎知識。 

「会報･ロータリー誌」会報･

ロータリーの友･ガバナー月信を掲載。 

「中長期プロジェクト」現在進行中の奉仕活動の紹介。 

「その他の奉仕活動」主な奉仕活動を紹介。 

「会員専用ページ」各種名簿･年度別各種資料･クラブ

定款･クラブ細則･クラブ内規･その他。 ※ID･パスワー

ドは共に「2510」 

※ その他、各種情報の掲載があります。「お気に入り」

登録をしてご利用ください。 

千歳セントラルロータリークラブ Facebook 

https://facebook.com/chitosecentral/ 

※ クラブの例会などの様子を即日更新し掲載していま

す。「いいね！」を押してご覧ください。 

 

千歳市 WEB サイト 

https://www.city.chitose.lg.jp/ 

 

千歳市 Facebook 

https://facebook.com/chitosebousai/ 

 

千歳市 Twitter 

https://twitter.com/chitose_bousai?lang=ja 

 

 SCHEDULE  

 

5 
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好クラブ締結記念日
(1997.5.13) ■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」  

5 日 休会（定款第 8 条第 1 節:国民の祝日） 

9 日 【中止】第 28 回長沼国際交流フェスティバル 

12 日 
通常夜間例会 「見つけよう！自分なりの職業奉仕」 
[担当/職業奉仕委員会 委員長 大久保尚]  

13 日 長泉 RC 友好クラブ締結記念日（1997.5.13） 

19 日 
移動親睦夜間例会 「新緑の候 in 唐々屋」 [担
当/親睦活動委員会 委員長 高野悠]  

24 日 【中止】恵庭 RC 創立 50 周年記念式典 

26 日 
通常例会「自分なりのロータリー」 [担当/理事会(進行担当
/幹事 大下和志)]  

6 
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会（親
睦例会） 

2 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 望月秀則)] 

6-10 日 【中止】ロータリー国際大会（米国ハワイ州） 

9 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

15 日 RI 第 2510 地区 地区研修・協議会（札幌) 

16 日 
通常夜間例会 「今年度の活動報告①各担当委員
会」 [担当/理事会(進行担当/幹事 大下和志)] 

20 日 現新地区委員長・ガバナー補佐合同引継ぎ会議 

23 日 
通常例会「今年度の活動報告②各理事・地区委員」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 大下和志)]  

30 日 
親睦夜間例会 「2019－2020 年度最終例会」 
[担当/親睦活動委員会 委員長 高野悠]  
※会員家族出席例会 


