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 会長あいさつ   会長 髙木昌人 

こんばんは。今夜も例

会にご出席頂きありが

とうございます。先週

は久しぶりに例会が再

開し、改めて例会の

良さを実感した次第

です。この度のコロナに

よる自粛モードで、様々なイベントが中止となってしまい

ました。イベントによっては何カ月も、あるいは何年も前か

ら計画し、その日を目指して多くの方が準備を重ねてい

たと思います。今回当クラブとしまして 4 月 4 日に予定し

ていた IMが中止となってしまいました。何カ月も前から準

備して、その過程で議論や努力は決して無駄ではなく、

全くのナシになってしまったわけではありませんが、その目

的が達成されなかったという意味では何とも言えない虚

脱感に苛まれます。桑島さんのリサイタルもそうですね。

昨年からお話を聞いておりましたので、そこにかけるエネル

ギーたるや相当なモノだったとお察しします。今月 6 日か

ら 10 日にハワイホノルルで予定されていたロータリー国際

大会も中止になりました。6 月にハワイで 4 日間、僕はど

うしても出席は叶わないと早々にエントリーを諦めておりま

した。本村さんは行かれる予定でしたよね。本来でしたら

本日は真っ黒に日焼けした本村さんからホノルル大会の

ご報告を聞けたのかと思います。その代替案として今週

末に 2020 年ロータリーバーチャル国際大会が開催され

ます。世界中の会員がネット上でサインアップすると参加

できるそうです。総会が日本時間の土曜日 22 時から始

まります。マークマローニー会長の講演などが聞けます。ご

都合や環境が整う方は是非チャレンジしてみて下さい。 

本日の例会は「今年度の活動報告」です。この一年間、

各理事、各委員長の皆さん各々の感じ方があろうかと

思います。私自身もそれを拝聴して反省し、また皆様に

とりましても今後のロータリー活動への糧にして頂きたいと

思います。 

最後まで宜しくお願いします。 

 幹事報告  幹事 大下和志 

今日、マスクをされた 60 歳代後半の方と打合せをして

いる最中に具合が悪くなり救急車を手配しました。熱中

症だけでなくマスクを着けている事によって、いろいろな健

康被害が出る恐れもあります。例会ではマスク着用とお

願いしておりますが、体調が悪い時は外されても構いま

せんので、自分の身体にお気遣いをして例会に参加して

頂きたいと思います。 

 地区大会記録誌が届いております。 

 2017-2018 年度地区要覧 

 フェイスシールド寄贈に対するお礼状 

○ 三上内科呼吸器科クリニック 

○ 千歳市立市民病院 

 地区ロータリー財団委員会「財団ハンドブック」 

 ガバナー月信 6 月号 

 千歳国際交流協会より「令和元年度サンドレイク小

学校交流事業報告書」 

 ハイライトよねやま 243 号 

 長泉 RC 創立 35 周年お祝いの寄書きが完成しまし

た。記入を忘れた方はステッカーがありますのでご記入

ください。入口で確認してください。 

 

 各委員会連絡・報告   

会長エレクト 松坂敏之 

長泉ロータリークラブに我々の創立 30 周年記念式典を

例会出席状況（2020 年 6 月 16 日） 

会員数 44 名 

会員出席者数 29 名 

欠席者数（内：無断欠席）  15（2）名 

出席率 65.91 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0 名 

2 出席者数総計  29 名 
 

前回例会 確定出席率（2020 年 4 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 72.73 ％ 
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止む無く中止しますと文書でご案内しました。電話でも

お知らせしました。長泉さんはこち

らに来る準備が着々と進めてお

り、それは残念なので何か方法は

ないかと言われ、急遽勝手ながら

「それでは来ますか」と声を掛けた

ら、「行きますよ」と言ってくれまし

た。 

9 月 11 日（金）～13 日（日）

に長泉の皆さんが 30 周年とは関係なく、高塚さんの話

でないですが、北海道のグルメと友情の旅という名称で

来る事になりました。皆さんにはいろいろな格好でお世話

をお願いしなければなりません。第一報でお知らせ致しま

す。 

 

次年度幹事 望月秀則 

今年、地区研修・協議

会は延期という事でしたが、

結局中止となりました。そ

れを受けて福井ガバナー

エレクトの方針を HP など

で積極的に確認されてい

れば分かるのですが、クラ

ブとして研修という形で目にして頂きたいと思います。理

事・委員長さんにはその旨をレターボックスに配布してい

ますが、来週例会終了後、20分程2020-2021年度

の方針を勉強することにしたいと思います。時間の都合

の付く方、そして次年度委員長方針併せて勉強される

方は参加して頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

ゴルフ同好会 会長 臼田 暢 

ゴルフ同好会よりご連絡

致します。今月の 30 日

最終例会の日に朝 9 時

30 分から千歳インターゴ

ルフクラブで、髙木年度最

終のゴルフコンペを開催致

します。案内を回しており

ますが、まだ数名にご連絡頂いていないのでご記入をお

願いします。宜しくお願い致します。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 本村信人 

久しぶりの再会、フェイスシールド寄贈のお礼、国際大会

中止について、開店 42 周年と営業再開のお知らせ、リ

サイタル延期、代表取締役会長就任など皆様有難うご

ざいました(^^)/ 

臼田 暢会員、大久保尚会員、本村信人会員、髙木

昌人会員、岩﨑光子会員、桑島昌子会員、松坂敏

之会員 

 

 本日の例会プログラム  

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)  

プログラムの前に、フェイスシールド寄贈事業についてご

報告させて頂きます。この話を田口ガバナー補佐より聞

いた後、すぐ大久保先生にご相談し指示を頂きまして、

このような寄贈事業となりました。本日ご出席の方々に

改めてお礼申し上げます。 

なるべく例会時間を短くしたいと事前にメールをさせて頂

きました。一人一言感想をお願いします。詳しい内容は

報告書でご確認ください。 

 

 各担当委員長の活動報告  

SAA 委員長 山口康弘 

本年当委員会では皆さんが一生懸命心を込めて設え

た例会を、品位を損ねる事なく楽しく円滑に運営する事

を主眼に活動させて頂きま

した。この活動をする中でい

ろいろ思う事、お伝えしたい

事沢山ありますが、今回は

割愛させて頂き御礼のみと

させて頂きたいと思います。

今年髙木会長としては、中々例会が開催出来ず忸怩

たる思いがあると思いますが、我々誠意を持って楽しくや

らせて頂きました。私も例会に出られない中、笹谷副委

員長に代わりに出ていただいたり、今井委員に SAA を

教えていただいたり、陰では上野事務局員に本当に支

本日のニコニコ BOX 合計額 32,000 円 

今年度 累計額 827,338 円 
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えて頂きました。当委員会が機能出来ない時期もありま

して、その時には大下幹事が例会の運営をして頂きまし

た。髙木会長には最後まで温かく見守って頂きました。

例会の運営に皆様にはご理解頂き最後までご協力頂き

ました事を心より感謝申し上げまして一言ご挨拶とさせ

て頂きます。一年ありがとうございました。 

 

出席・ニコニコ箱委員会 委員長 臼田 暢 

委員会は齊藤会員、池渕会員、本村会員の 4 名で活

動しております。今年度出席率目標は 80％でしたが、

76.1％と達成できなかったことが非常に残念でございま

す。ニコニコ BOX はコロナ

の関係で休会がありました

ので、金額は今現在で

795,000円です。目標は

100 万円で考えておりまし

たが、今後残り 2 回例会

がありますので皆様のご協力を頂ければと思います。本

年は 3 名の委員会の皆さんに本当に気持ちよく活動し

て頂き助けて頂き大変有難く思っています。心より感謝

申し上げます。本年一年誠に有難うございました。 

 

親睦活動委員会 委員長 高野悠 

今年の活動は一年間通して、委員長が初めてで何分

反省する点がいろいろあり、皆さんに助けられて何とかや

ってこれたという気がしま

す。古木さん、桑島さんに

サポート頂き何とか一年

間やり遂げられたのかなと

いう感じであります。一年

間無事に終えたことで何

とか出来たかなという気も

します。一年間有難うございました。 

 

クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会 委員長 入口博美 

年に 1 回の担当例会がありました。メンバーは尾本会員、

井上会員の 3 名でした。思い起こせば 2 月の例会で大

下幹事に随分助けて頂き例会を組んで頂きました。中

身は新しい会員にスピーチの場

を持っていただこうと何人かの方

にスピーチをして頂きました。ロー

タリーに入って感じた事は何かと

いう事の発表会でした。自分の

やっている仕事やロータリーに対

して思う事などを発表して頂きま

したが、こういった事は大切な事

ではないかと思います。一杯飲ん

で酒を酌み交わして飲みニケーションをするという事も随

分考えました。そういった場は無くなってしまいましたが、ス

ピーチをする場を持つ事自体が凄く有効であったと思いま

す。この委員会が 2 年続いていますが、全然十分にでき

ず大変皆様にご迷惑をお掛けしました。お詫び申し上げ

ます。来年度も同じような委員会配置になっていますが、

今回の反省点を生かして更に良い委員会にしたいと思

います。宜しくお願い申し上げます。 

 

会員増強・維持、会員選考、職業分類委員会 委員長 南雲勇次 

大変申し訳ございませんが報告書が未提出となっており

ます。年が明けてこのような状況になって、前半髙木会

長からご理解頂いてオープン例会をさせて頂きました。こ

れから次年度に向けても

同じような事がこの席で出

来るのかと自分の中では

疑問に思っている事もあり

ます。オープン例会を続け

ていく事が将来的な会員

増強に繋がるとは思ってい

ますが、実際、個人個人のつながりが会員拡大には繋

がるのではないかと今現在強く感じています。会員増強

の委員長は終わりますけれどもメンバーとしてこれからもし

っかり会員拡大に努めていきたいと思います。有難うござ

いました。 

 

社会奉仕委員会 委員長 金澤 努 

(代読：大下幹事) 

今年度は私自身初の委員長業務として臨む 1 年となり

ました。初めての経験ばかりで緊張の連続でしたが、会

員皆さまの暖かいご指導により務める事ができました。改

めて皆さまの優しさに感謝で一杯です。ご協力本当にあ

りがとうございました。 

地域社会に密着し生活の質向上と笑顔の為に活動す

ることで私達自身が喜びと日々感謝の気持ちを忘れな

いよう心掛け行動してきました。継続事業である年 2 回

の清掃奉仕事業や、菅原前会長のお父様にご協力い

ただいたロータリー農園（任せきりが反省点です）の食

を通じた取組み、子供達に夢を届けるロータリーサンタ事

業等どれをとっても地域の方々の笑顔が絶えないもので

あったと自負しております。活動をすることで逆に私達が

笑顔になり元気を頂いたロータリーサンタ事業については

今回 13 名の会員様の参加を頂き成功を納めた半面

新たな課題も出てきましたが、教育環境の向上に繋がる

ことを信じ柔軟に知恵を出し合い来期に向かって更に多

数の会員様の参加を頂ければと考えています。 

地域貢献の一助で笑顔の為になるお手伝いが出来て
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大変充実した 1 年を送ることができました。 

私事ではありますがこれからという時の活動年度途中で

の退会が大変心残りでございます。本当にありがとうござ

いました。 

── 金澤委員長は転勤により岩見沢 RC に入会され

ました。今後、地区大会等でお会いする事があると思い

ます。またロータリーの仲間として交流して頂ければと思

います。 

 

職業奉仕委員会 委員長 大久保尚 

当委員会は伏木さん、今野さん、桑島さんという女性 3

名が仲間という事で非常に良いメンバーを充てて頂いて

髙木会長有難うございます。私は 3 年間職業奉仕委

員長をやってきましたが、3 年目の集大成という事で、皆

さんで職業奉仕とは何かを考えるプログラムをしたいと思

っておりました。結局例会

は流れてしまったのですが、

委員会メンバー、地区職

業奉仕委員長の坂井さ

ん、そして大下幹事も手

伝ってくださいまして、ミー

ティングを何回か開いてプ

ログラムを練っていたところです。その中で、やはりみんな

で考える色々な職業奉仕があるのだという事が分かって

きて、是非それに関しては次の職業奉仕委員会に引継

いでいければよいかなと考えています。非常に勉強になっ

た年であります。どうも有難うございました。 

 

青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 四方信次  

久々の青少年奉仕、ローターアクト委員という事でした。

何回か例会に出席させて頂き、8 月の活動である市民

盆踊り大会出店も 16 時ぐらいから焼き鳥を焼いたりお

手伝いをしたのですが、ローターアクトのメンバーが集まり

クラブのメンバーも集まってきて、酒を飲んでしまい後半は

全然手伝っていなくて反

省しています。活動はこれ

ぐらいで、卓話例会を請

け負った例会がありました。

1 月 14 日に開催させて

もらいました市民ミュージカ

ル「あやの見た空」演出家

の森先生に卓話を頂きました。その後ガンガン絞られて

瘦せるどころか太ってしまったという事もありました。皆さん

にはチケットを売っていただいたり、見に来ていただいたりし

まして、本当に有難うございました。次期も青少年奉仕

という事で、地区また委員長を支える役目がありそうです。

今年の反省を生かして更に頑張っていきたいと思います

ので宜しくお願い致します。 

 

米山記念奨学委員会 委員長 坂井 治 

資料の 12 ページに報告書が載っていますのでそちらをご

覧頂ければと思います。うちのクラブは米山梅吉記念館

については大変深いお付き合いもあり理解も大きいので

すが、米山奨学会につい

ての理解が少し弱い気が

しておりまして、多少、米

山奨学会という事に対し

ての理解をして頂けたか

と思います。1 回だけの

例会の担当でしたが、皆

さん有難うございました。 

 

友好クラブ委員会 委員長 羽芝涼一 

4 月に長泉さんと一緒に、高塚さんに企画して頂きまし

てて、青森で長泉 RC 創立 35 周年を記念して合同で

会う予定でした。4 月 25

日に千歳からと長泉から

出発し青森で会いましょ

うということでしたが、コロ

ナで全てキャンセルになり

ました。これしかないもの

ですから、キャンセルになり

終わりましたという事で報告させて頂きます。 

 

IM 実行委員会 委員長 関根 悟 

今年度は田口ガバナー補佐を輩出させて頂き集大成で

ある IM の大会を 1 年前ぐらいから会長、幹事と共に企

画を練って、大分脂っぽくなってきた所で、少し厳しいコロ

ナの影響があり、延期とい

う形を取らせて頂きまし

た。クラブ訪問も全て終わ

り、何とか出来ないかと模

索しながら頑張ってきまし

たけれどもあえなく中止と

なってしまいました。逆に

心に残る委員長だったと思います。残念ながら中止でし

たけれども、来年は何とか開催出来れば良いと思ってお

ります。 

 

 各理事の活動報告  

副会長 佐々木俊英 

（地区大会ゴルフコンペ実行委員会 委員長） 

今年度髙木会長の下、副会長を仰せつかりました。冒

頭、髙木会長も謙遜していましたが、今年度の働きは
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歯科医という大変忙しい立場でありながら精力的に動い

てくれたと本当に感心しております。 

髙木会長と大下幹事の絶妙のコンビネーションが取れて

いて、大変二人共頑張ってくれていると本当に実感して

おります。今年はコロナの影響で大変、変則的な運営と

いう事になりましたけれども、

会長、幹事が本当に頑

張ってくれたおかげで私は

副会長として出る幕は全

く無くて、感心しているとい

うか良かったと思っておりま

す。今年 9 月の 30 周年

が延期になり 11 月という事になりました。これは次年度

の事になりますが、皆さんのご協力を宜しくお願いしたいと

思います。報告の中身は報告書を提出しておりますので

ご覧頂きたいと思います。一年間有難うございました。 

 

直前会長 菅原百合子 

直前会長として奉仕プロジェクト委員会の担当理事とし

て 1 年を過ごしてきました。今年度は、ロータリーの勉強

を常にして、とてもしっかり

した会長でしたので、直

前会長としての私の役割

は、理事会に出る事と、

会長を支えて何事にも参

加をするという事ぐらいし

かお手伝いは出来なかっ

たかと思います。一年間お世話になりました。有難うござ

います。 

 

幹事 大下和志 

報告書には書いてありますが、前半戦からかなり忙しい

年でした。地区研修・協議会から随分走り続けてきたな

というところであります。会長の事業が終わり、次年度の

体制に入って我々は最後に思った通りの締め括りの例

会が出来るかなという所で

コロナが発生しました。そ

れからまた忙しくなりました。

ほとんど毎日どうしますか、

どうしますかという気が気で

ならない、随分気の休まら

ない一年になったとは思い

ます。只その分やりがいもあって、一つ一つ達成していく

事によって、千歳セントラルロータリークラブというクラブをし

っかり運営出来た事を誇りに思い、そして楽しく思ってい

ます。会長がやりたかった事を全てやらせてあげられなかっ

た事が心残りではありますが、一年間無事に乗り切れた

という事で感謝を申し上げて終わりにしたいと思います。

有難うございました。 

 

副幹事 望月秀則 

何と言っても髙木会長の知的な発信、そして粘り強くや

り遂げた一年という最後まで諦めない姿勢というものをつ

くづく感じました。前半好調にもかかわらず、後半はこのよ

うな事で心残りな事は本人も多々あろうかと気の毒に思

う事もあります。しかしこの

一年の経験は、一生涯

忘れる事なくまた活きてく

るものと思います。傍から

見てそう思っていました。お

疲れ様でした。副幹事と

しては、それほど出来る事

はなかったのですが、次年度幹事としてエネルギーを 100

に例えると私の気持ちは 75％ぐらいです。7 月 1 日のス

タートに向け、いろいろな事を準備している最中でござい

ますが、改めて次年度の新しいスタートを切るにあたって

気を引き締めていきたいと思います。2019-2020 年度

髙木会長をはじめとする皆さんの活躍を本当に感謝した

いと思います。有難うございました。 

 

会長エレクト 松坂敏之 

一年は本当に早いものです。すぐ自分の番になるのだと

思うとゾッとしています。髙木会長は本当に準備万端怠

りなく、早め早めの行動は本当に学ぶところが沢山ありま

した。私はどちらかというとぼーっとしているものですから、

準備が出来なくてお叱りを

受けたことが何回かありま

す。結果的に準備をして

いても世の中の天災には

勝てなくて変わらなくて自

分の考えていた事がすっか

り変わってしまうような状

況にあります。行動力と準備を十分する髙木会長を見

習って次年度頑張ってやりたいと思います。お疲れ様でし

た。 

 

 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 6 月 23 日（火）、通常例会「今年度の活

動報告①ガバナー補佐、地区委員」です。担当は理事

会。開会 12 時 30 分。定例会場。宜しくお願い致しま

す。 
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 NEWS & TOPICS  

長泉 RC 創立 35 周年 お祝いメッセージ 

友好クラブ長泉ロータリークラブの創立 35 周年を記念し

メンバーのお祝いメッセージを寄書きにまとめ、思い出の

写真を添えてお贈りしました。 

 

第 7 グループ会長・幹事会 

6 月 17 日、田口廣ガバナー補佐主催、第 7 グループ

第 4 回会長・幹事会がホテルグランテラス千歳にて開催

されました。福田武男ガバナーはじめ各クラブの現新会

長・幹事26名が出席し今年度の報告、新年度の抱負

をそれぞれ発表して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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） 

23 日 
通常例会「今年度の活動報告② ガバナー補佐・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（千歳 RAC 合同例会・親睦例会） 

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

21 日 
親睦夜間例会 「ザ・テラス」 
[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子]  
※千歳 RAC 合同例会 

未定 RI 第 2510 地区 会員増強セミナー 

28 日 
通常例会「卓話 みんなで夢実現～千歳市のまちづくり
～」 講師/千歳市長 山口幸太郎様 
[担当/理事会(進行担当/幹事 望月秀則)]  

8 
月 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

4 日 
通常例会「未定」  
[担当/ロータリー財団委員会(委員長 岩室秀典)]  

18 日 
通常夜間例会 「会員増強、今年度の活動計画」 
[担当/会員増強・維持委員会 委員長 関根悟] 

9 
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフテ
ィーコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会（出席：会長、幹事） 

8 日 
通常例会「未定」  
[担当/理事会(進行担当/幹事 望月秀則)]  

29 日 
移動親睦夜間例会 「POLIO PLUS in キリンビア
レストランハウベ」 
[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子]  

10 
月 

経済と地域社会の発展月間、米山月間 ■世界ポリオデー ■
地区大会（地区）■秋の清掃奉仕活動 ■次年度理事立候
補手続き 

3-4 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌） 

6 日 
移動例会「秋の清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会 委員長 本村信人]  

27 日 

会長・幹事・会長エレクト懇談会 

理事懇談会 

通常夜間例会 「ガバナー公式訪問」 
[担当/SAA 委員長 笹谷俊尚]  

※次年度理事立候補・推薦の手続き 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間 ■創立記念日
（1990.11.19）■次年度理事指名委員会設置 ■国際ソロプ
チミスト千歳チャリティーパーティー（出席：会長） 

10 日 
通常例会「ロータリーふれあい農園の事業報告」  
[担当/社会奉仕委員会 委員長 本村信人]  

17 日 例会日変更（11 月 19 日） 

19 日 

親睦夜間例会 「創立 30 周年記念」 
[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子、創立 30 周年実行
委員会 委員長 佐々木俊英]  

千歳セントラル RC 創立記念日（1990.11.19） 


