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 会長あいさつ   

会長 髙木昌人 

こんにちは。長い新型コロナウイルスとの戦いの中、全国

的には自粛が徐々に緩和されはじめております。 

この原稿を書いている 5 月 23 日昼の時点では、千歳

市では新たな感染者も散発している状態で、概ね感染

経路が把握されているとはいえ、未だ特定警戒地域に

指定されており、引き続き予断を許さない状態でありま

す。 

噂では、6 月から首都圏や北海道でも自粛が解かれよ

うとしているそうで、今後は如何にして感染第二波、第

三波を抑えつつも経済を再開していかなければならず。

いわばコロナと共存した社会の構築がテーマとなっていくよ

うです。 

今回の一連の騒動では、影響を受けている方々は様々

で、その度合いも様々で、自由経済が故の不公平さや

不条理さが浮き彫りになりました。生活様式だけではなく、

生業そのものまで検討を迫られている方も多いと思いま

す。極論を申しますと「ロータリーどころじゃない」という声

があってもおかしくないと認識しております。 

現在、松坂会長エレクトをはじめとする次年度理事会で

は、７月から新たにスタートするクラブ運営や活動につい

て議論を重ねており、既存の概念に捉われず新しい生

活様式にあったロータリーを考えております。 

現時点では６月から例会を再開する予定です。久しぶ

りに多くの会員の皆様と顔を合わせ、コミュニケーションを

図り、今後の千歳セントラルロータリークラブのあるべき姿

について意見を交換し、スムーズな年度の引き継ぎの機

会にしたいと考えております。 

感染予防にはくれぐれも留意しつつも、ご出席して頂きた

く思います。皆様とまたお会いできるのを楽しみにしており

ます。 

 

 会長エレクトあいさつ   

会長エレクト 松坂敏之 

皆さんご無沙汰しております。次年度会長を務める松坂

です。 

コロナウイルスで例会もままならず、そうこうしている間に

高木会長年度の着陸地点が、すぐそこに見えるところに

きました。高木会長年度の頑張りに最大限の拍手を贈

りながら、少なくとも今年度最終例会は皆さんと共に、そ

の健闘を称え、そして盛り上る例会でありたいと思います。 

そして、7 月より私が会長を務めさせて頂く年度が、皆さ

んのお力を頂きながらスタートします。 

私の耳には「ロータリーをやっているところではない。自分

の仕事だけでも精一杯。」と自らの声が聞こえてきます。 

しかし、皆さんの大変な状況を推察するにつけ、その痛

みが突き刺さる思いです。その痛みを感じながらロータリ

ーもまた大切ではないだろうか。次年度の会長の立場で

はありますが、ここで怯まず皆さんと共に乗り切る千歳セ

ントラルロータリークラブであることを切にお願いいたします。 

今年は創立 30 周年を迎えます。 

「自ら誇れる千歳セントラルロータリークラブでありたい」、

「確かな行動、未来へ継け」とスローガンをたてましたが、

皆さんの少しの力をお貸し頂きまして、一歩の前進を大

切にしたく思います。 

昨今のこの閉塞感は拭えませんが、地域をリードするロ

ータリアンとして扉を開けていこうではありませんか。 

 

 長泉ロータリークラブより礼状   

急啓 平素は格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し

上げます 

この度、当クラブ創立 35 周年記念の御祝いをいただき、

誠に有難うございます。長泉ロータリークラブ会員一同、

心より御礼申し上げます。 

例会を 3 月より 5 月いっぱい休会中のため、35 周年記

念の例会も、残念ながら中止とさせて頂きました。 

6 月 3 日の例会で、各年代の会長表彰を行う予定で

す。 

先日、長泉町に「医療用のフェイスガード」を寄贈させて

頂きました。長泉ロータリークラブに入会された会員の会
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社で製造されたものです。静岡新聞に掲載されましたの

で、資料を添付させて頂きます。 

全国的には、新たな感染者数は治まってきている印象

ですが、まだまだ警戒が必要な状況だと思います。 

一日も早い終息を願い、皆さまと笑顔でお会いできる日

を楽しみにしております。 

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 

草々 

長泉ロータリークラブ 

会長 杉山好文 

 

 幹事報告  幹事 大下和志 

■ 長泉 RC から礼状と近況報告 

長泉 RC 創立 35 周年記念の例会が中止になりま

したので、祝辞とご祝儀をお送りさせて頂いたところ、

長泉RC から礼状と近況報告が届きました。(詳細は

別項目に掲載) 

■ 「ちとせ川ビール祭り」中止のお知らせ 

今年で 8 回目を迎える今年の「ちとせ川ビール祭り」

について、新型コロナ付居留守感染症拡大の影響

により、開催中止のお知らせが主催者の千歳商工会

議所から届いています。 

■ 「第 20 回キラキラコンサート」の中止 

千歳ライオンズクラブより新型コロナウイルス感染拡大

の影響で中止する旨のお知らせがありました。 

 

 例会案内  

プログラム委員会 委員長 望月秀則 

次回例会は 6 月 2 日（火）、通常夜間例会「クラブ協

議会/次年度の活動概要」の予定です。担当は次年度

理事会です。 

また、当初 6 月 9 日は休会でしたが、通常例会を行う

ことに変更されました。 

尚、新型コロナウイルス感染症の状況次第で、今後の

例会日程が変更になる可能性があります。その際には

事務局からご連絡致します。 

一刻も早く感染拡大の終息を願うばかりです。 

 

 NEWS & TOPIS  

国際ロータリー Rotary Japan 

緊急事態宣言が一部地域を除き解除されましたが、感

染を再び増加させないために、引き続き予防対策をみん

なで心がけましょう。新型コロナウイルス専門家会議によ

るアドバイスも参考になります。「新しい生活様式」の実

践例（次項掲載） 
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名古屋北ロータリークラブ 

本日、当クラブの次期理

事会が Zoom を使用しリ

モート会議の形式で開催

されました。まだまだ先の

見えない現在、各種委員

会等もこの形式を使って

行うことになると思います。

将来、緊急時の例会への

導入も検討が必要です。 

東京葛飾ロータリークラブ 

この度、葛飾区役所へサージカルマスク 5,000 枚、葛

飾区医師会に製造業

者の東立石ラヤマパック

様のご協力を頂きフェイ

スシールド 1,500 枚を

寄贈させて頂きました。 

 

 

 

 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【中止】 ■春の
交通安全運動「セーフティコール」  

26 日 休会（新型コロナウイルス感染拡大防止） 

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 
通常例会「未定」 ※休会から通常例会に変更 
[担当/理事会(進行担当/幹事 大下和志)]  

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 

7 
月 

■会員増強セミナー(地区/出席:会員増強担当理事、会員増
強委員長) ■ザ・テラス（親睦例会） 

7 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/今年度の活動方針」 
[担当/次年度理事会(進行担当/幹事 望月秀則)] 

未定 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー 


