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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん、こんにちは。 

先日、会長幹事会があ

り正式に第７グループと

日高との合併の件がなく

なりましたと報告を受け

ております。 

また本日は、ＦＭい-に

わの三浦さんが来て頂いておりますが、以前に松坂さん

がＦＭラジオの推進をしていた経緯があり私も参加した

ことがありました。 

現在の時代の流れとしては、YouTubeや Ustreamな

どといった映像と音声のマッチングが主流の中、ＦＭラジ

オで地域密着型にて頑張っておられるＦＭい-にわの方

の卓話を是非聞きたいと山口委員長に要望したところ、

快く引き受けてくれまして卓話実現の運びとなりました。

私も仕事柄お話をお聞きすることがありますが、FM 三角

山とかＦＭおたるなどは、資金調達がかなり厳しいとお

聞きしますが、小樽は潤っているなどとお聞きします。 

耳で聞くことが減っていく中地域密着で頑張っている三

浦さんの卓話を聞き商売にも活かせたらと思い、卓話を

依頼しました。よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告  会長 関根 悟 

本日は、菅原幹事、笹谷副幹事が欠席の為、代理で

報告します。 

 国際ロータリー日本事務局から、2016 年度版手続

要覧（日本語版）クラブ分 1 冊が届きました。事務局

にて閲覧できます。 

 

 各委員会報告・連絡    

新会員研修委員会 委員長 彦坂 忠人 

今日例会後、ロータリーソ

ングの練習を行います。10

名以上の人を予定していま

したが、新会員の方があま

り来ていないようです。新会

員ではなくても十分でない

方は遠慮なくご参加ください。募金箱浄財の選別があり

ますので、練習はその後にさせていただきます。宜しくお

願いします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 石川 貴美子 

今日が結婚記念日!の方や葬儀終了のお礼、担当委

員会の活動についてなど皆様ありがとうございました。 

 

岩下 誠会員、山口康弘会員、彦坂忠人会員、髙木

昌人会員、 

 

例会出席状況（2017 年 2 月 14 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（4）名 

出席率 60.47 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 2 月 7 日） 

確定出席率（MU 含む） 65.12 ％ 

 

 

 

 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 15,000円 

今年度 累計額 509,000円 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 
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 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 コミュニティFMで地域活性化

～コミュニティ FM ラジオ局いーにわの開局経緯～」 

担当/会報・広報委員会 委員長 山口 康弘 

本日は、コミュニティ FM

で地域活性化という題

材で、恵庭市にあります

㈱あいコミの三浦真吾

さんに卓話をお願いして

います。彼は 37 歳と若

い世代ですが現役の JC

メンバーでもあります。そういった意味での街づくりもされて

います。会長からもご紹介がありましたが、編成プロデュ

ーサーとしてその重責を負っておられます。若い時からい

ろいろな所に行かれ様々な事を経験された中で、この

FM でお仕事をされています。通信手段は SNS を筆頭

に多様化しています。そんな時代に敢えて FMという昔な

がらの手法を使って地域を活性化していく、その手法の

中に地域密着性、もしくは発信する FM の中に私達の

活動を他の方に伝播していくヒントがあるのではないかと

いう事で、私も非常に楽しみにしています。今日は最後

までお付き合いの程宜しくお願いします。 

 

講師 ㈱あいコミ 地域 FM放送 e-niwa 

編成プロデューサー 三浦 真吾 様 

今日は関根会長はじめとする千歳セントラルロータリーク

ラブの皆さんにお声を掛けていただきありがとうございます。

恵庭のラジオ局として 2010 年に e-niwa として開局さ

せていただいて丸 7 年が経ち 8 年目に突入したところで

す。実は、その前に前身の放送局 FM パンプキンが

2006 年に恵庭にあり、一度駄目になってから再開局し

たということで全国的にも珍しい放送局なのかなと考えて

おります。私の自己紹介とラジオ局立ち上げの経緯をお

話ししたいと思います。地域活性化と言っていますが、ま

だまだ恵庭のまちも元気が無い部分がありますので、更

に地域ラジオ局として頑張っていきたいと考えていますの

で今日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

── この後、ラジオ局立ち上げの経緯、三浦様のご経

歴、番組内容などをご紹介いただきました。 

 

 記念品贈呈   

関根会長より卓話講師 

三浦様へ記念品を贈呈

しました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 次回例会案内  

SAA 月俣 美子 

次回例会は、2月 21日（火）移動親睦夜間例会「雪

見酒 in ゆきあかり」です。担当は親睦活動委員会。

開会点鐘 18時 30分、会場は旬の和洋ダイニング ゆ

きあかり（千歳市幸町 2 丁目 3-2）です。 

 

 NEWS & TOPICS  

中高生、英語で接客 倶知安で初のコンテスト 副

賞は豪研修旅行 
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海外から多くのスキー客が訪れる後志管内倶知安町の

ＪＲ倶知安駅内観光案内所で 29 日、中高生による

「英語観光案内コンテスト」が初めて開かれた。中高生

が外国人を接客し、英語力や伝えようとする熱意を競っ

た。 

倶知安ロータリークラブが「外国

人の多い町の利点を生かし、

子供たちに生きた英語を学ん

でもらおう」と企画した。町内の

中学生６人と高校生２人が

参加し、事前に英語の指導を

受けるなどして準備してきた。 

参加者は１人ずつ観光案内所に立ち、中国やオースト

ラリアなどからの観光客を迎えた。「おすすめの日本食の

お店は」などと英語で質問を受けると、緊張しながらも、

地図や時刻表を使って懸命に説明していた。審査の結

果、最優秀賞には倶知安高１年の谷口円香さんと倶

知安中３年の菅原凪人さんが選ばれ、副賞としてオー

ストラリアへの語学研修旅行が贈られた。 

 

「はやぶさ」の元プロジェクトマネジャー 高崎で川口

淳一郎さん講演会 

小惑星探査機「はやぶさ」のプロジェクトマネジャーを務め

た宇宙航空研究開発機

構（ＪＡＸＡ）シニアフェロ

ーの川口淳一郎さんの講

演会が十八日、高崎市

内で開かれ、約三百人が

熱心に耳を傾けた。 

川口さんは開発に関わっ

た経験から、失敗を恐れ

ず挑戦する姿勢の大切さ

を強調し、「不完全である

ことを恐れることはない」「勇気を持って新たなページを開

かないと、より広い世界は決して見えてこない」などと持

論を展開した。将来はロケットと飛行機の境目がなくなり、

数十年後には米国まで日帰りできる超高速の乗り物の

時代がくる、とも指摘。開発プロジェクトで米国などが先

行している現状に触れ「日本も、苦しい時こそ未来に投

資すべきだ」と訴えた。 

創立五十五周年を迎える高崎南ロータリークラブが主

催した。 

 

 

 

 

 

 SCHEDULE  

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 
■雪見酒例会 

21 日 

親睦パークゴルフ大会 PM3:00 会場/千歳インドアパ
ークゴルフクラブ（千歳市幸町 4 丁目 30 ちとせタウン
プラザ地下 1 階）担当/ゴルフ同好会(会長 彦坂忠人) 

第 16 回理事会 PM5:00 ゆきあかり 

移動親睦夜間例会 「雪見酒 in ゆきあかり」 [担当/
親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 

28 日 

休会（定款第 8 条第 1 節） 

千歳 RAC 定例会「卓話 増加する外国出身労働
者！外国の方を雇用する手続きと考え方」 講師:行政
書士 丸山達也氏(千歳 RAC 会員) 

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(地区) ■ロータリー財団補助金管理、米山セミナー 

4-5 日 RI 第 2510 地区 会長エレクト研修セミナー（函館） 

5 日 
RI 第 2510 地区 ロータリー財団（補助金管理）･米
山セミナー（函館） 

7 日 

通常夜間例会 「卓話:地域の皆様と共に歩む『一番
搾り』～北海道づくり～」 講師:キリンビール㈱北海道千
歳工場 執行役員工場長 名川誠様」[担当/雑誌委
員会(委員長 古木克紀)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

21 日 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ 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 大
下和志)] 

26 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28 日 

第 17 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC 定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 
■観桜例会 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)]） 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■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」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 


