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 会長あいさつ   会長 松坂敏之 

先日から、我がクラブの創立 10 周年記念誌を見ており

ました。既に 21 年前の記念誌であります。私が最初に

会長になった時の 10 周年であり、懐かしさと恥ずかしさ

が混じったものです。実行委員長は高塚信和さんで、真

っ黒なフサフサした頭は若かさが溢れています。記念事

業は千歳市内小中学校 11 校に「君たちのやる気、応

援します」。何をやりたいのかを応募し資金を寄付する事

業でした。 

「障害者とボランティアのパークゴルフの集い」は、第 9 代

坂井治会長が１回目、第 10 代の松坂、第 11 代

佐々木俊英会長が３回と続きました。障害者団体、ボ

ランティアの要請や調整、お昼食の提供等、骨の折れる

大変な事をやりました。若かったからできたのかなと思いま

す。記念誌では我がクラブが生まれる経緯、初年度から

10 年までの歴史がしっかり書かれていす。38 名でスター

トした会員は 21 名が在籍していました。高塚さんから厳

しい指摘を頂き、当時は頭にきましたが、今では当たり

前のことと反省しております。もうすぐ 75 歳を迎えると若

かった頃に行ってきたことの強引さが恥ずかしくあり、いい

思い出でもあります。これから大下年度を迎えます。どう

ぞ熱くなって一年を走り抜けて下さい。期待と励ましの言

葉を添えて挨拶と致します。 

 

 

 幹事報告  幹事 望月秀則 

 第 7 グループガバナー補佐 天野敦子様より 

○ IM の御礼状 

○ ウクライナ支援活動の地区への報告について 

 各理事、各担当委員長の活動報告書提出期限は

本日までとなっております。必ず出してください。宜しく

お願い致します。 

 国際ロータリー第 2510 地区財団奨学生募集のご

案内 

 

 委員会連絡・報告   

社会奉仕委員会 委員長 本村信人 

皆さんからお預かりしましたペットボトルのキャップとリングプ

ルを本日、社会福祉協議会を通じて愛キャップ市民回

収運動実行委員会にお届けして参りました。キャップ

52.5 ㎏、リングプル 6.6 ㎏で皆さんがコツコツ集めて頂

いた結果、このような大きな数字になりました。一つお願

いがあります。恐らく社員さんや店員さんが入れていると

思うのですが、キャップの中に別のボトルのキャップが入っ

ていたり、甘いジュースの残りがついたキャップが入っていた

りします。時間が経つと臭いがします。事務局に暫く置く

事になるので、そういった点に注意を頂けたらと思います。 

 

ゴルフ同好会 会長 臼田暢 

ゴルフ同好会よりお知らせです。来週最終例会の日にゴ

ルフコンペを開催します。回覧しましたが参加人数は 19

名と過去最高で大勢集まって頂きました。時間は 8 時

例会出席状況（2022 年 6 月 21 日） 

会員数 44 名 

会員出席者数 21 名 

欠席者数（内：無断欠席） 23（8）名 

出席率 47.73 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0 名 

2 出席者数総計 21 名 
 

前回例会 確定出席率（2022 年 6 月 14 日） 

確定出席率（MU 含む） 59.09 ％ 
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45 分集合です。間違えのないよう時間厳守でお願い致

します。 

 

 ニコニコボックス  

ニコニコ箱委員会 委員 山下耕介 

今日をもって結婚 18 年、キャップとリングプルご協力のお

礼、歓楽街夏祭りを 3 年振りに開催、結婚 50 年など

皆様ご協力ありがとうございました。 

南雲勇次会員、本村信人会員、白木松敏会員、松

坂敏之会員 

 

 本日の例会プログラム  

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 望月秀則） 

最初に前回の例会で委員会報告が出来なかった委員

会、代読を含みます。そして地区委員 2 名の方のご報

告、理事メンバー、最後に会長から報告頂きます。 

 

 活動報告  

雑誌委員会 委員長 白木松敏 

昨年度の活動計画に沿って進めて参りました事業を振

り返ります。 

1. ロータリー活動などを地

域の方々に広く知って

頂くため「ロータリーの

友」を活用し市内の施

設の待ち合い所（フロ

ア）の雑誌コーナーに

配布する事を実行。 

2. 私達ロータリアンの義務でもある「ロータリーの友」など

の購読を再度、認識をして頂き、ロータリーの知識を

身に付けて頂く事を進めました。 

3. 前期同様、我がクラブの会員自らの地域活動や地

域との結び付きなどの情報を収集し、全会員へ行き

届くようにメールで配信。今ではクラブ内ですっかりと

定着し、会員同士が相互に理解を深め活発で良い

雰囲気でのクラブ活動に繋がっていると感じています。 

4. 未だに終息が見えていない新型コロナウイルスの衛

生的情報等の内容の収集を継続し、配信。 

以上で年間報告とさせて頂きます。有難うございました。 

 

ICT 委員会 委員長 武田伸也 

（代読：親睦活動委員会 委員長 桑島昌子） 

松坂会長、望月幹事には非常事態の中、2 カ年度続

けての会長･幹事職を務めて頂けました。敬意を表し感

謝申し上げます。 

さて、当委員会の活動報告ですが、今年度初頭にホー

ムページの制作と管理の他に、当クラブの活動の記録、

またクラブ運営に関わる資料等を効率よく保存するため

に、その仕組み作りが必要と計画指針で述べさせて頂き

ました。現状、それらの画像･記録及び資料は「クラウド

ストレージ」に移管し、画像は DVDにも予備保存されて

います。資料等が臨機応変に利用しやすくなると共に、

パソコン･機器等の故障･破損時の対応に備えることが

できました。また、会員への連絡網として 18 年前からメ

ールを主体的に使用してきましたが、近年はメールの利

用頻度が低下し SNS の利用が主流になりつつあります。

そこで、すべての会員へ確実に連絡が伝達されることを

目的に、LINE の千歳セントラルロータリークラブ公式アカ

ウントを立ち上げました。メールの使用と併用しつつ、次

年度に亘り LINE の利用をすすめて参りたいと考えてい

ます。尚、ホームページの制作･管理につきましては、更

新作業が多少遅延しご迷惑をお掛けしており、反省す

るところです。 

以上、会員の皆様に感謝しつつ当委員会の報告とさせ

て頂きます。 

 

米山記念奨学委員会 委員長 大久保 尚 

（代読：親睦活動委員会 委員長 桑島昌子） 

本年度は米山記念奨学会の理念と事業について、例

会で紹介しました。 

千歳科学技術大学の外国人留学生受け入れ状況を

確認し、今後米山記念奨学会指定校になり得ることを

明らかにしました。 

 

RI 第 2510 地区 

クラブ奉仕委員会 委員 

ロータリー情報委員会 委員長 坂井 治 

委員会メンバーは 5 名 

今年度委員会は 

1. アンケート調査⇒集計⇒分析⇒各クラブに公表 

2. 会員増強用のクラブ独自のリーフレット作りのお手伝

いをする 

3. 各クラブのロータリー情

報担当者同士の情

報交換のためのオンラ

イン座談会を行う 

この三本を柱に活動して

参りました。 

委員会もズーム中心に行

ったため例年より多く開催できました。 

本日のニコニコ BOX 合計額 26,000 円 

今年度 累計額 1,308,692 円 
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年度前に３回、年度内に 12 回の委員会、リアルでの

会議が 1 回でした。 

他に正副委員長を中心とする打ち合わせを 10 数回開

催致しました。 

1. アンケートにつきましては、今年３月から４月に掛け

て次年度委員会体制で、既に 1 回目の調査を行

い、ガバナーをはじめ地区内各クラブへの送付も終

了しています。アンケート対象は会長エレクトです。 

これは各クラブが次年度の活動計画の立案に少しで

も参考になるのではと考え、前倒しにして実施しまし

た。 

2. リーフレット作成の件について、20 数クラブが必要と

感じているというアンケート結果だったので、担当者に

呼び掛けzoomでの懇談を兼ねた情報交換会を開

催しましたが、数クラブからの参加に終わりました。ま

た要望があるようでしたら同様に行いたいと思います。 

3. ロータリー情報担当者との zoom 座談会も今年度、

次年度合同でグループごとに行ってきました。現在３

つのグループが終了しています。（1 月に第 7 グループ、

千歳セントラルからは白木委員長が参加） 

コロナ禍でなかなか情報交換ができない中、終了したグ

ループからは好評を頂き、また順次行ないたいと考えてい

ます。 

 

RI 第 2510 地区 

国際奉仕・VTT 委員会 委員 田口 廣 

今年度も国際奉仕人道支援事業に参加頂きまして 

有り難うございます。第2510地区 30クラブが参加し、

事業費 175 万円で「水と

衛生」「環境」「教育」。こ

の 3 つの重点分野で事業

が展開されてきました。コ

ロナ禍の中事業が少々遅

れていますが、今年 11 月

頃には検証に現地へ行く

予定です。皆様の温かいご理解とご支援有り難うござい

ます。引き続き恵まれない子ども達のために宜しくお願い

致します。 

 

副会長 臼田暢（兼務：ゴルフ同好会 会長） 

松坂会長年度の例会も残すところ本日を含め 2 回とな

りました。副会長として本来であれば会長の補佐をしな

ければならない立場ですが、会長・幹事お二人共、事

業・例会等の準備・進行を完璧にこなされ、私は何をす

れば良いのか分からずに今年度終わってしまいました。只、

昨年 11 月に松坂会長が体調を崩され、入院して例会

を欠席された時に、会長代理として挨拶をした事は、不

慣れな私に貴重な経験をさせて頂きました。会長の術

後の経過も良く、酒、ゴル

フ、生活面で完全に復活

され安心しております。昨

年 11 月にクラブ創立 30

周年記念祝賀会が 1 年

遅れで盛大に開催されま

した事、また、長泉 RC さ

んが 5 月に来られ、当クラブとの友好締結 25 周年が丸

駒温泉で開催され、長泉 RC さんとの親睦がより深く絆

として結ばれたと思います。 

私にとって、今年度は良い思い出が沢山できました。一

年間ありがとうございました。 

ゴルフ同好会は、本年度で3 年間会長をさせて頂きまし

た。次年度は高野会員に会長、手島会員に副会長を

やって頂きますので、宜しくお願い致します。 

 

直前会長・会計(兼務) 髙木昌人 

本年度は昨年度からのスライドということでしたが、昨年

度会計の池渕さんが会社のご都合で退会されたので、

それを引き継がせて頂きました。ので、直前会長と会計と

してクラブの運営に携わってまいりました。 

担当しておりました奉仕プロジェクト委員会とロータリー財

団委員会の各グループの委員会におかれましては、コロ

ナ禍の中でも各委員長のリーダーシップのもと積極的に

活動して頂き感謝を申し上げます。 

会計としましては、望月幹事と上野事務局員のご尽力

により有効かつ適正に運営費が活用されたと思います。

特に長泉 RC との親睦例会や親睦事業等当初予算に

なかった支出に対しても何とかやりくりして頂きました。ま

たこのような状況にもかかわらずニコニコ箱に多大なご支

援を賜りました。本当にありがとうございました。残念なが

ら、まだまだ無断欠席が後を絶たず、人為的な運営費

のロスが悔やまれます。 

直前会長の職務として、

昨年は叶わなかった次年

度理事の指名が、今年

度は指名する事が出来た

のはとても嬉しく安堵して

います。快く承諾して頂い

た次年度理事の皆様、そ

してご承認して頂きました会員の皆様には改めて深くお

礼を申し上げます。 

２年間コロナ禍で市内での感染状況を注視しながらの

クラブ運営に最もご苦労されたであろう松坂会長と望月

幹事には深く敬意と感謝を申し上げます。本当にお疲れ

様でございました。 
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思えば、四方年度から始まり５年間理事としてクラブ運

営に携わらせて頂きました。その間幹事や会長までさせ

て頂いた中で、先輩会員はじめ多くの皆様とお話し、多

くのご指導を賜り、多くの気づきや学びを得る機会に恵ま

れました。本当にありがとうございました。 

 

会長エレクト 大下和志 

まず、今年一年皆様お疲れさまでした。昨年度から続い

て今年度が終わり様々な事があった 2 年間だったと感じ

ました。私も会長エレクトとして 2 年間色々勉強させて

頂きありがとうございました。 

今年に入りコロナの状況を

見ながら副幹事の南雲さ

んや次年度理事会の皆さ

んと共に次年度の準備を

させて頂きました。まだまだ、

コロナの状況も読み切れ

ない部分もあり、世界の

状況も戦争や社会経済の変容、今までに経験のない

様な事態が次から次へと起こっています。その中で何が

出来るかを考えながら、改めてロータリーとしての原点に

立ち返り会員の皆様と共にしっかりとした硬い絆を結び、

一人の退会者を出すこともなく結束の固いクラブを作って

行けるように頑張って行きたいと思います。 

あと二週間でいよいよ次年度がスタート致します。皆様

のご協力宜しくお願いします。今年一年ありがとうござい

ました。 

 

副幹事 南雲勇次（兼務：プログラム委員会 委員長） 

副幹事としての職務を全く遂行出来なかったことが、非

常に残念であり自分に対しての今後の反省点がみつか

った一年となりました。コロ

ナ禍の状況はなかなか改

善されておりませんが、こ

のような状況下で、どのよ

うにクラブ活動を継続する

べきかを考えるいい機会と

なった一年でした。 

Zoom 形式・ハイブリット形式と様々な例会形式での効

果や反省点を聞く機会もあり、より良い形で次年度に繋

げられるよう今後も努めたいと思います。 

何も出来なかった一年ではありましたが、有難う御座い

ました。 

 

幹事 望月秀則 

2020-2021 年度、2021-2022 年度と全組織が 2

年継続ということになり、2 年間を通し幹事をコロナ禍と

いう異状な環境のもと担当させて頂きました。初年度

18 回、翌年度 30 回 合計 48 回の例会を開催する

ことができました。松坂会長のポリシーを少しでも具現化

し、会員をなるべく飽きさ

せず、44 名の要となるよう

努めてきた 2 年間でもあり

ました。理事、各委員長

の協力をもって、このような

時 代 の ク ラ ブ 運 営 を

Zoom、オンライン、ハイブ

リッド形式のような横文字を駆使し、会員参加を促すこ

とが出来ました。このクラブ力はクラブの誇りと言ってもい

いかもしれません。また、また 44 名が誰一人退会せずに

年度を終えることが出来たことも加えさせて頂きたく思い

ます。100％の出来栄えではありませんでしたが、無事に

2 年間終えることができ、会員各位の皆様には大変お

世話になり感謝致します。本当にありがとうございました。 

 

会長 松坂敏之 

一人一人のお話を聞いていると私の話したいことが網羅

されていて、何を最初に話していいのかと迷っておりました。

当初、私は「強く生きる、未来に向けて」という事をお話

しました。コロナ禍を含めて災害の多い時にどうやって

我々は生きていくのか。それと同時にロータリーはどうやっ

て生きていくのかという事が

含まれておりました。皆さ

ん、そういう意味でこの一

年間強く生きていただいて

本当に有難うございます。

お礼を申し上げます。クラ

ブの強化目標の中で会員

拡大と研修です。会員拡大は増えなかったのが一つの

結果です。研修においては、やはりこのコロナ禍で時間が

無かった。同時に自分自身がバタバタしていてどうしたら

いいかという判断の下にそこまで頭が回らなかったというの

が実際です。新しく入った会員さん、改めて勉強し直す

委員会などもこれから考えていかなければならないと思い

ました。今日も社会福祉協議会にエコキャップを届けてき

ました。エコ活動の推進という事で、たいした事ではありま

せんが、皆さんの力を合わせると多くの数のキャップが集ま

ります。一時止めようかという話がありましたが、エコの方

向に走ってきている事と自分達の足元を見つめた小さな

奉仕活動であってもすべきであろうとつくづく感じておりま

す。そういう意味では大切な部類になるのではと思いまし

た。空港募金箱については、閉鎖されていますので入っ

ていないと思います。オープンすると同時にまた復活して

いくのではと思っています。ふれあい農園についても、菅原
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会員のお父様が一生懸命頑張っていただいて、我々が

いい所を利用しているという実態です。本当はいけないの

ですが、もしやるならば何らかの格好で自ら行動しながら

やっていかなければならないのかなと毎年毎年反省して

いる次第です。友好クラブとの連携ですが締結 25 周年

を無事に終えたところです。非常に四方さんが一生懸命

頑張って頂きました。Zoom で調整しながら準備してき

ましたが、残念ながらお父様が亡くなり本人はとても残念

だったと思います。幹事と副会長で非常に上手く執り行

っていただいて、皆さん喜んで帰って頂いた事を記憶して

います。また我々が訪問しなければならない時期もありま

す。友好クラブとの交流はそれで良いのでしょうが、何か

物足りない。ただ友好をするだけで良いのだろうか。例え

ば研修活動や方向を変えた友好活動があるような気が

します。私自身は今のところ思いつきません。あらゆる災

害から身を守る事を強化目標に入れました。残念ながら

コロナに対しては、クラブで対応するのは不可能ですので

自分の身を守る事がそれに代わるのかと思います。天然

災害これからも注視して行動するクラブでありたいと思い

ます。リモートの実践ですが、皆様方のご協力で Zoom

がスムーズに出来ました。やはり人間ですので顔を突き

合わせてお話し合う、目を見て話し合うのが一番だと特

に思っています。出来れば早く Zoom を解除して、委員

会活動ないしは本音をぶつけ合いながら、出来る状態に

したいと思います。とても心配でした。講師の太田さんが

いらっしゃった時や大勢の人数が集まる締結 25 周年な

ど大変心配しながら懇親会をやってきました。何とか無事

運よく乗り切れました。出来るだけコミュニケーションをとっ

てやっていきたいと思います。第 7 グループボールパークの

件ですが、言い出したのは私でした。ボールパークを紹介

して聞き入れるだけでなく第 7 グループがどうやってそこに

協力出来るのかをもっとこれから考えていかなければなり

ません。次の五十嵐ガバナー補佐は良く分かって計画さ

れていると思います。皆さんのお力で何とか一年、一年、

二年間にわたり務める事が出来ました。大変有難うござ

いました。 

 

 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、6 月 28 日（火）親睦夜間例会「2021-

2022 年度 最終例会」。担当は親睦活動委員会。開

会 18 時 30 分。会場はホテルグランテラス千歳です。 

 

 

 

 

 

 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) 

25 日 RI 第 2510 地区ローターアクト地区大会（千歳） 

28 日 
親睦夜間例会「2021-2022 年度最終例会」    
[担当/親睦活動委員会 委員長 桑島昌子] 

7 
月 

■会員増強セミナー ■ザ・テラス（千歳 RAC 合同例会・親
睦例会） 

5 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/各理事の活動方針」 
[担当/理事会（進行担当：幹事 南雲勇次）] 

12 日 
通常例会「クラブ協議会/各担当委員会の活動方針」  
[担当/理事会(進行担当/幹事 南雲勇次)] 

16 日 RI 第 2510 地区会員増強セミナー 

19 日 休会（定款第 7 条第 1 節：同一週に祝日） 

23 日 千歳市花火大会 

24 日 千歳市花火大会清掃協力（予定） 

26 日 
親睦夜間例会「ザ・テラス」 
※千歳 RAC 合同例会 
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟] 

8 
月 

会員増強・新クラブ結成推進月間 ■千歳 RAC「市民盆踊り
出店事業」支援事業 ■納涼例会 ■ガバナー公式訪問 

2 日 
通常夜間例会「会員増強、今年度の活動計画①」 
[担当/会員増強・維持委員会 委員長 臼田暢] 

9 日 
会長･幹事･会長エレクト懇談会、理事懇談会 

通常例会「ガバナー公式訪問」 
[担当/SAA 委員長 高野悠] 

16 日 19 日に例会日変更 

19 日 

移動夜間例会「納涼例会 in 千歳盆踊り」 
※例会場/グリーンベルト盆踊り会場 
※ポリオ募金活動を実施 
※例会のみ飲食はありません 
[担当/親睦活動委員会 委員長 関根悟、ロータリー財団委員会
委員長 今野桂子] 

23 日 休会（定款第 7 条第 1 節①） 

30 日 通常例会「会員卓話①」 [担当/理事会] 

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
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会 

6 日 休会（定款第 7 条第 1 節②） 

13 日 通常例会「会員卓話②」 [担当/理事会] 

20 日 休会（定款第 7 条第 1 節/同一週に祝日） 

27 日 
通常夜間例会「会員卓話③」 
[担当/理事会] 


