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 会長あいさつ   会長 松坂敏之 

新型コロナ禍の中、皆様に出席して頂き恐縮しておりま

す。 

本日は敢えてクラブ協議会に予定を変更し、長期休会

の状況、これからのクラブ運営についてご意見を伺いたく

思います。忌憚のないご意見を頂きながら今後の運営に

生かしていきたいと思います。 

さて、1918 年〜1919 年にかけて猛威をはらったスペイ

ン風邪は世界中で 5 億人が罹患し死者数 4000 万人

の亜型のインフルエンザと言われております。現在の新型

コロナは 6500 万人の罹患者で死者数 146 万人と言

われております。単に比較するのではなく、現在の衛生

状況からすると、マスク、手洗い、飛沫感染予防をしての

数からすると、スペイン風邪に匹敵するのではないかと思

います。これだけの医療環境下での感染です。 

後ほど詳しく話させていただきますが、我がクラブにおいて

大変な事態を引き起こしてしまいましたことをお詫びしな

がらの挨拶とさせて頂きます。 

 

 幹事報告  幹事 望月秀則 

 長泉ロータリークラブより創立 30周年を記念し、ご祝

儀とお祝いメッセージをいただきました。また長泉名産

の四ツ溝柿を送っていただき配布しました。お礼状を

お送りしています。 

 「第 33 回全国ローターアクト研修会」 

オンライン開催とすることを第 2510 地区で決定しま

した。 

○ 日時：2021 年 3 月 14 日（日） 

 ロータリー財団 2019-20 年度クラブバナー表彰 

○ 「Every Rotarian Every Year」クラブバナー 

○ 100％ロータリー財団寄付クラブバナー 

 米山記念奨学会へ特別寄付を行いました。 

○ 第 1 回米山功労者表彰 

坂井 治会員、高塚信和会員、田口 廣会員 

 11 月 27 日（金）第 7 グループ第 1 回会長・幹

事会開催（Zoom 開催） 

 退会・入会報告 

池渕勝彦会員 転勤のため11月30日付で退会。 

後任に山下耕介さんが入会されます。後ほど入会式

を行います。 

 2021-2022 年度地区補助金管理セミナーについ

て 

対面開催が中止となり後日配布される資料にて受

講・認定されることになりました。 

 事務局在宅勤務延長について 

12 月も在宅勤務を延長させていただきます。 

毎週火曜日 10：00〜12：00 事務局勤務 

 長沼ロータリークラブより会報 

 下半期会費について 

レターボックスに下半期の請求書を入れておりますの

例会出席状況（2020 年 12 月 1 日） 

会員数 43 名 

会員出席者数 25 名 

欠席者数（内：無断欠席）  18（0）名 

出席率 58.14 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0 名 

2 出席者数総計  25 名 
 

前回例会 確定出席率（2020 年 10 月 6 日） 

確定出席率（MU 含む） 65.12 ％ 
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で、12 月中の入金をお願いします。 

 千歳市姉妹都市交流協会より 

千歳国際交流協会との統合が臨時総会にて承認さ

れました。新協会設立準備会が設置されます。 

 令和 3 年千歳市消防出初式開催中止のお知らせ 

 各事務所の在宅勤務延長のお知らせ 

○ 国際ロータリー日本事務局：12月1 日〜28 日 

○ 第 2510 地区ガバナー事務所：12 月 1 日〜

11 日 ※事務所ならびに在宅勤務併用 

 

 各委員会連絡・報告   

2019-2020 年度 幹事 大下和志 

昨年度の決算報告をさせていただきます。資料がお手

元にあるかと思いますのでご確認ください。質問等がござ

いましたら、昨年度会計が参加できませんので、私のほう

に質問をいただければと思います。土居先輩に監査をし

ていただいております。今回細かく決算報告を出させてい

ただきました。次年度またそれ以降会計をされる方がわ

かりやすいようにデータも載せてありますので、もし何か質

問がありましたらお問い合わせください。 

 

副幹事 南雲勇次 

本日、お弁当の配布となっております。12 月 15 日例

会も食事はありませんの

で、2 回分の昼食費を今

回のお弁当に充てさせてい

ただいていますので、お帰り

の際はお持ち帰りいただく

ようお願いします。また早く

帰られる方もお弁当のご

用意が出来ていますので、言ってくださればお渡しいたし

ます。30周年用に松坂会長がボージョレをご購入されて

おりました。残念ながらコロナ禍の中、30 周年の予定は

出来ていない状況ですが、そこまで置いておくこともできま

せんので、お弁当を持ち帰る際にくじをひいていただいて、

当たりが出た方に 1 本ずつお持ち帰りいただきたいと思い

ますので、こちらもお忘れなくお願いいたします。 

最後に事務局運営状況ですが、今のコロナの状況を考

えまして、12 月中は在宅勤務を延長したいと思っており

ます。但し郵送物の関係もありますので、毎週火曜日

10 時〜12 時の間は、上野事務局員かまたは理事メン

バー持ち回りで事務局を開けるようにしますので、何かご

ざいましたら対応いたしますので、宜しくお願いいたします。 

 

2019-2020 年度 監査 土居栄治 

先日 10 月 21 日に事務局におきまして、前年度監査

をしたところ、帳簿等正確に記載されております。 

 入会式   進行：副幹事 南雲勇次 

新入会員の入会式を始めたいと思います。それでは新

入会員 山下耕介様、ご登壇をお願いいたします。 

 

新会員紹介 会長エレクト 大下和志 

新入会員の山下さんを紹介させていただきます。 

事業所はMS保険サービス北海道㈱で池渕さんの後任

となります。役職は千歳支店長です。奥様のお名前は

恵様です。アウディ販売に約 10 年間従事され、その後

現会社に入社され、2018 年 4 月より千歳支店に配属

され現在に至っておられます。趣味はアウトドア、食べ歩

きということです。食べ歩き詳しい方は、皆さん声を掛け

てあげてください。 

 

新会員 山下耕介 

ご紹介ありました MS 保

険サービス北海道㈱の

山下と申します。分から

ない事ばかりですが、これ

から宜しくお願いいたしま

す。 

 

── 配属につきましては、出席・ニコニコ箱委員会とな

ります。宜しくお願いいたします。 

 

 米山功労者表彰   

第 1 回米山功労者（特別寄付金累計額 10 万円）

として表彰状を伝達しました。 

 

☆高塚信和 会員 

☆坂井 治 会員 

☆田口 廣 会員 
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 ニコニコ BOX   

進行：副幹事 南雲勇次 

髙木昌人会員、大下和志会員、松坂敏之会員、高

塚信和会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「クラブ協議会」 

担当/理事会 (進行担当：副幹事 南雲勇次)  

これよりクラブ協議会を始めさせていただきたいと思います。

現状の説明を松坂会長からお願いいたします。 

 

 現状報告    

会長 松坂敏之 

今日はクラブ協議会で

す。本当は総会でしたが、

急遽、皆さんにお聞きし

ながら進めていきたいと

思いクラブ協議会にさせ

ていただきました。 

私が 7 月早々、会長と

して皆さん方にお願いしたことは、大変厳しい状態になり

そうだという事で、例会を月 2 回にしようとか会費を減ら

そう等を話させていただきました。自分の気持ちの中でい

つかコロナは終わるだろうと思い、こんなにひどくなるとは思

っていませんでした。コロナ禍の中、上手にクラブ運営が

出来ればいいなと思いスタートしましたが、想像を絶する

ぐらいひどい状況になりました。経緯を具体的に皆さんに

お話ししたほうがいいと思いますのでその辺から説明しま

す。 

―─ 経緯説明 

感染した方が本当に辛い思いをしています。自分も大変

なのでしょうが、自分の事はとにかくとして他人に感染させ

たという事で大変厳しい状態にあります。結果として誰か

ら誰に感染させたか、どういう経路だったかは中々特定で

きません。うちのクラブは、犯人捜しをするような罹患され

た方を揶揄するクラブでもありません。治ったら良かったね

と皆さんで迎え入れるクラブです。その事をもう一度お願

いしたいと思っています。犯人捜しをしても何も意味があ

りません。それよりも予防についてもう少し真剣に考える

べきだと思っています。100％防御する事は中々ありませ

ん。然しながら、シールドやマスクをしたり、手を洗ったり、

飛沫感染を防ぐなどそういう事を、一つ一つが割合を高

めガードされていくのではないかと思います。是非これから

もまだまだ寒い日が続きますので、ご注意いただきたいと

思っています。暖かくなると比較的湿気が強くなります。

飛沫ですからウイルスは浮いていますが湿気があるとウイ

ルスが下に落ち感染力が弱まると言われています。 

皆さんには経過について、罹患した会員のお名前を伏せ

て、第 1 弾から第 4 弾まで適時にお知らせメールを出さ

せていただきました。名前を出すかどうかについて大変批

判もありましたが、今の冷静な結果が一番必要でないか

という事で、敢えて名前を伏せさせていただいております。 

周りの噂等が私より余計知り得ている状態でした。相当

拡散しておりまして、知らないことを他の方々から聞くこと

は相当不愉快だったと思います。私から文字に書いたり、

LINE に名前を書いたりするのはとても忍び難かったもの

ですから、皆さんに連絡不足と取られた部分はありますが、

ご勘弁をいただきたかったという事です。 

他のクラブはいったいどうしていたのかを話させていただきま

す。先日 11 月 27 日に橘ガバナー補佐が会長・幹事

会を招集され、リモートによる会議を行いました。各クラブ

の報告で一人一人お話していただきました。うちのクラブ

は若干休会が長かったのですが、ほとんどのクラブが活動

出来ておりません。新年早々の新年交礼会についても、

千歳 RC については中止を決定しています。うちのクラブ

はしようかという話もありますが、この例会後に理事会で

また判断しなければなりません。状況は刻々と変わります

本日のニコニコ BOX 合計額 15,000 円 

今年度 累計額 269,051 円 
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ので、皆さんにはその都度メールまたは LINE でお知らせ

しますので宜しくお願いしたいと思います。 

これからの例会運営について物凄く悩んでいます。政治、

経済、コロナを治療する医療はどうしてよいか分からない

状態でダッチロールしています。まして我々のような奉仕

のクラブは、こういう中では 3 密の代名詞のような運動が

多いのです。これからどういう形でロータリー活動をしてい

けばよいのか、私も考えなければなりません。もっと皆様

方と相談し合いながら、コロナの中のロータリー活動につ

いてお知恵を拝借できれば有難いと思います。少なくとも

コロナの間どういう例会をするか、そしてコロナが終わった

後、すぐアクションを起こせるような奉仕活動を皆さんと話

し合わなければなりません。 

私は自分の事業も、ロータリー活動もコロナ禍で耐え忍

ぶ状態を続けなければなりません。然しながら、その中で

一生懸命種を植えながら、次なる活動の場を皆さんと

一緒に練っていきたいと思っていますので、是非宜しくお

願いいたします。結果的に松坂は何もしなかったと言わ

れるのは大変辛いです。しないのではなく出来ないのです。 

これからしなければならない事、出来る事は精一杯やり

たいと思いますので宜しくお願いいたします。皆さんから質

問がありましたら、質問タイムを作りたいと思いますので宜

しくお願いいたします。 

 

会長エレクト 大下和志 

まず 30 周年実行委員という事で、30 周年自体全て

中止となりました。そのような状況の中で、正直次年度

の会長は難しい、人が付いてきていただけるだろうか。自

分自身もこの精神状態で出来るだろうかというところで、

松坂会長及びチャーターメンバーの皆様に辞任を申し出

させていただきました。その後につきましては、松坂会長ま

た皆様方からご意見をいただいてから方向性を決めてい

ただきます。また髙木次年度理事指名委員長からご説

明があると思いますが、そのような経緯です。 

 

 次年度理事指名について    

次年度理事指名委員会 委員長 髙木昌人 

先月 11 月当初、クラブメールで、例年通り次年度理事

指名委員会を立ち上げて、委員を指名させていただき、

12 月の今日行う予定でした総会で次年度理事の皆様

を指名する予定ですとご案内させていただきました。その

後、お二方からご説明があった状況でありまして、この時

期に次の組織、あるいはその中には再来年の会長予定

者ノミニーをご指名しなければならない状況が、果たして

どうなのかと皆さんが悩まれた時期だと思います。その中

で皆さんから様々なご意見をいただきながら、チャーター

の皆様にご指導いただきながら、提案させていただく運び

となりました。総会は次の例会、12 月 15 日になりまし

たので、改めてそこで議決という事になるかと思いますが、

まずは予定通り次年度理事指名委員会からの提案とい

う事で発言させていただきたいと思います。 

端的に申し上げると、まだまだ先が読めない中でこれから

新しい組織は難しい。まずは取り敢えずと言い方は語弊

を生じるかもしれませんが、この組織のままこの時期を乗

り切ろうという意見の下、次年度の組織も基本的には今

年度の理事をこのまま継続していただく案はどうかという

事を提案させていただきます。松坂会長、臼田副会長、

望月幹事、大下会長エレクト、南雲副幹事、そして私

も直前会長としてそのままさせていただきます。唯一、池

渕さんが今回退会されましたので、会計担当理事は私

が兼務させていただくという事にさせていただきます。そし

て今年度ありました30周年実行委員長の佐々木俊英

理事に関しては、来年度は今のところは設置しないとい

う事です。つまり会長、副会長、幹事、会長エレクト、副

幹事、会計、直前会長というメンバーは変わらず継続さ

せていただくという案を今のところ考えています。この後ご

意見をいただけると思いますので、次回の総会で皆様の

ご審議をお諮りいただく予定ですので宜しくお願いいたし

ます。 

 

 会員の意見    

高塚信和 会員 

コロナで大変な状況ですが、30 周年もガバナー公式訪問

もやらないという事で、残された今年度は 6 月まであります。

是非 3、4、5 月のうちでガバナーの都合を聞いて公式訪

問をしてください。そしてけじめをつけてからスタートしたほうが

良いと思います。もう一つは 30 周年記念例会です。飲ん

だり食べたりを想像していたと思いますが、そうではない記念

例会を出来ればしていただきたい。そういう事も出来ればい

いですけれども、そういう企画もしてもらいたい。飲んでも飲

まなくても出来るような例会を企画していただきたい。ガバナ

ー公式訪問も是非ガバナーのご都合を聞いて、これからい

ろいろな例会も企画しているようですが、それよりまずガバナ

ー公式訪問をしていかないとけじめがつきません。是非ご検

討いただいてやっていただきたいと思います。 

 

坂井 治 会員 

高塚パスト会長からお話がありましたが、30 周年について

は日本国内で Zoom を使

った周年行事をやったという

実績を聞いております。うち

のクラブはまだまだ若くて長

けたメンバーもおりますから、

一同に人が集まらなくても
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出来るような事も検討してやっていけば良いのではと思いま

す。そうすることで長泉 RC、岩沼 RC のメンバーの皆さんも

わざわざ危険を冒して来ていただかなくても参加できるので

はないかと思います。今後もしコロナの状況が更に悪化した

場合、Zoom を使ってのオンライン例会等も是非ご検討い

ただければと思います。 

 

白木松敏 会員 

クラブの 30 年ですが、今創立メンバー7 名いますが、私た

ちが引退しても後輩が引き

継いでいきます。長い目で

見ますと 30 年、40 年、50

年でセントラルロータリークラ

ブを残そうという事ですから

無理をしなくて良いと思いま

す。完全に収まった時、それが 3 年後 4 年後になるかもし

れません。その時に 35 周年プラス 30 周年を一緒にしたら

良いのではないでしょうか。無理をするとまたそれぞれがそれ

ぞれに迷惑が掛かります。一回インターバルでいいのではな

いか、私は考えています。 

 

関根 悟 会員 

次年度の組織について、松

坂会長には、大変ご苦労

をお願いしますが、次年度

も是非やっていただきたいと

思います。そこで仕切り直し

が出来れば、大下君もチャ

ンスがあると思います。体調を整えて会長を受けれる方

もどんどん出てくるのではと思います。それと近々新年交

礼会も含めて例会の在り方は考えていかなければいけな

いと思います。ガバナー公式訪問については、なるべく早

急に何か出来る事があれば調整していただきたいと思い

ます。仮に出来なければ、こういう状況ですから仕方がな

いと思います。スタートしてやっていかないとなかなか難し

いのかなと思います。 

 

田口 廣 会員 

先程来、髙木次年度理

事指名委員長の組織につ

いてスライドしていくというの

は素晴らしい選択だと思い

ます。それによって、次の理

事の方々がそれを踏まえて

いけるのであれば素晴らしいと思います。高塚さんが言っ

たように、節目節目で何かアクションを起こしたほうがいい

と思います。これは例えですけれども 30 周年記念でどこ

かに何かを募金をするなど方法はいろいろとあると思いま

す。それはそれで節目にやった方がいいと思います。大下

さんや望月さんが言っていましたが、この後いつ我々がこ

の病気になるかわかりません。別に罪の意識を持つ必要

は全く無いと思います。いつ誰がなってもおかしくありませ

ん。同じ空気を吸っているわけですから、なったら仕方が

ありません。北海道で 2 月ぐらいから出ていますが、早い

うちに札幌や小樽のクラブで実際出ています。そんな事

は過去の話で出てしまったという程度でいくしかありません。

家族の皆さんに十分注意があって、集まらなくてもロータ

リーが出来るんだぞという事を理事で若い人たちが考えて

いただければと思っています。 

 

 総 括   

会長 松坂敏之 

大変貴重な意見を頂

戴しました。大変考え

させられる部分がありま

した。高塚さんからはガ

バナー公式訪問をやり

なさいと言われました。

コロナ禍の中で公式訪

問が出来るかどうかも

頭にいれながら予定を組んでみたいと思います。30 周年

についてはいろいろな方法があるのではと思います。飲食

だけではないかもしれない。坂井さんからは Zoom を考

えてみてはというお話がありました。全部が Zoom でなく

とも、例えば長泉から Zoom 参加の 30 周年も考えら

れるかと思います。白木さんからはもう少し長い目でみて

はどうかというご意見。ある意味で物凄く真っ当な意見だ

と考えています。そういう気持ちも必要です。やらなけれ

ばならない事はコンスタントにやりながら立ち止まることも

必要です。これから例会等折を見てするかもしれません。

無理して痛い目に合う事を考えると、一歩引くことも大

切だと思っています。松坂頑張れという声もありました。

出来ればもう高齢なので辞めてくれと私は言ってほしいで

す。然しながら、30 周年の折り返しの時に何とかこれか

らも続けられるような確固たる千歳セントラルロータリーク

ラブであってほしいと思うと、お願いされれば引き受け無い

訳にはいきません。私の辛いところも理解していただきた

いと思います。 

30 周年はもう少し練ってみないといけないです。まだ時

間はありますし、事業をする前に Zoom 会議や例会も

あろうかと思います。来年の例会の持ち方についてもまだ

決まっていません。イレギュラーが沢山あろうかと思います。

何とか皆さんと心を一つにして頑張っていきたいと思いま

すので宜しくお願いいたします。 
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 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 南雲勇次 

次回例会は 12 月 15 日（火）、通常夜間例会「クラブ

協議会/年次総会」です。担当は理事会。開会 18 時

30 分。定例会場。 

 

 NEWS & TOPICS  

ロータリー初の女性会長ノミニーにジェニファー E. 

ジョーンズ氏 

2022-23 年度国際ロータリー会長として、ウィンザー･ロ

ーズランド･ロータリークラブ（カナダ、オンタリオ州）会員

のジェニファー E.ジョーンズ氏が指名されました。115 年

に及ぶロータリーの歴史で初の女性会長となります。  

ほかの対抗候補者が出ない限

り、ジョーンズ氏は 10 月 1 日に

正式に会長ノミニーとなります。  

ロータリーの行動計画は、ロータ

リーによるインパクトを高めるため

の推進剤であるとジョーン氏は

話します。  

「新しい戦略的優先事項を検

討する中で、近年の歴史の中で

も紛れもなく最も重大な時期に、ロータリーの『適応力』

が私たちの道標になろうとは誰も予想していませんでした」

と、自身のビジョンの中でジョーンズ氏は述べています。

「希望の兆しは最も困難な状況から生まれるものです。

測定可能な目標を基軸として、私はこの歴史的な状況

を生かし、今日の現実を反映した機会をとらえ、培い、

伝えていきます」  

女性初の会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏はロー

タリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）に関する声明」

の重要性を理解しています。「多様性、公平さ、開放性

を最優先し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やすに

は、まずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバー構成に

反映させていく必要があります」とジョーンズ氏。「どちらの

目標でも 2 桁の成長を目指し、決してロータリーファミリ

ー全体を見失わないようにします」 

ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street 

Productions Inc.の創業者兼社長です。ウィンザー大

学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の

会頭を務めたほか、その奉仕活動が称えられ、YMCA 

Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee 

Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州立大学

Pecemaker of the Year Award を受賞しています。

また、法学の博士号（LL.D.）を有しています。  

最近では、新型コロナウイルス対応のためのファンドレイジ

ングを目的としたテレソン（Telethon）を先導。 

このイベントは 65,000 人以上が視聴しました。  

ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰

状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッチさんと共に、

アーチ・クランフ・ソサエティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロ

ータリー財団遺贈友の会の会員となっています。 

 

 SCHEDULE  

 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■年次総会(次年度理事指名･任命) 
■クリスマス家族会 ■上半期報告 

15 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/年次総会」  
[担当/理事会 ]  
※36 分例会 ※次年度理事指名(理事指名委員会)･任命 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会(親睦例会) ■千歳市新年交
礼会（出席:会長、幹事、会長エレクト、副幹事） ■千歳 RC 新年交
礼会（出席:会長、幹事） ■千歳 LC 新年交礼会（出席:会長、幹
事） ■千歳 JC 新年交礼会（出席:会長、幹事） 

5 日 
例会取消(休会)に変更 親睦夜間例会「新年交礼会」

[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子]   

19 日 
通常例会「クラブ協議会、ロータリーふれあい農園の事業
報告」 [担当/理事会、社会奉仕委員会 委員長 本村信人] 

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  

2 日 
通常例会「未定」 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会 委員長 羽芝涼一] 

16 日 
通常夜間例会「未定」  
[担当/青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 四方信次]  

3 
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日 ■会長エレクト研修セ
ミナー  

2 日 通常例会「未定」 [担当/理事会] 

14 日 第 33 回全国ローターアクト研修会 オンライン開催 

20-21 日 RI 第 2510 地区 会長エレクト研修セミナー 

23 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会 委員長 大久保尚] 

4 
月 

母子の健康月間 ■千歳 RC 合同例会 ■春の清掃奉仕活動  

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

20 日 22 日に例会日変更 

22 日 
移動親睦夜間例会「千歳 RC 合同例会 in The BELL 
CLASSIC Lien」  
[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子]  

5 
月 

青少年奉仕月間 ■地区大会 ■地区研修･協議会 ■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」 

11 日 通常例会「未定」[担当/友好クラブ委員会 委員長 四方信次] 

13 日 長泉 RC 友好クラブ締結記念日（1997.5.13） 

14 日 RI 第 2510 地区 2021-22 年度 地区研修･協議会 

15-16 日 RI 第 2510 地区 地区大会 

17 日 RI 第 2510 地区 地区大会記念ゴルフ大会（小樽） 

18 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/職業奉仕委員会 委員長 坂井 治] 


