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 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さん今晩は、５月の連

休は、有意義に過ごしまし

たでしょうか。連休明けの

最初の例会となります。本

日は、新会員研修会とな

っておりますので先日の地

区研修会協議会で印象に残ったことがありお話させて頂

きます。 

例会出席はなぜ必要か？ 

・例会の入口で肩書を外す（社会的地位や名誉、金

銭の多寡）例会場は平等の場 

・週に一度厳しい競争世界より例会出席 

・親しい友人と・・・リフレッシュ→例会の一時間は神様に

なる時間 

・心が明るく良質化される。その心を持って職場に戻る 

 「入りて学び、出て奉仕せよ」 

・経営者の心が明るく、良質化されているから従業員の

心も明るく良質化される。 

・その反射的効果で社会も明るくなる 

どうかお仕事も忙しいと思いますが例会出席お願い申し

上げます。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 4月 18日、千歳 RC との合同例会でご協力いただ

いたポリオ撲滅募金の合計額は 93,610 円でした。

千歳 RC さんと半額ずつ 46,805 円をロータリー財

団へ寄付いたしました。皆様のご協力ありがとうござい

ました。 

 千歳ローターアクトクラブ定例会（最終例会）のご案内 

○ 日時：平成 29年 6月 13日（火）19:00～ 

○ 場所：ANA クラウンプラザホテル千歳 

出欠表を回覧していますが、最終例会という事でたく

さんのご出席を宜しくお願いします。 

 第 27 回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会のご案内 

○ 日時：6月 23日（金） 

○ 会場：札幌国際カントリークラブ 島松コース 

○ 締め切り：5月 19日（金） 

 各理事、各委員長の皆様 

今年度「クラブ活動報

告書」のご提出をお願

いします。レターボックス

に用紙を入れてありま

す。締め切りは 6月 13

日（火）となっておりま

すので、宜しくお願いいたします。 

 ロータリー財団 100 周年記念シンポジウムビデオ収

録 DVD ディスクが送られてきております。事務局にご

ざいます。 

 千歳同夢会事務局より「航空自衛隊千歳選手激

励会のご案内並びにチケット販売のお願い」がきてい

ます。 

○ 日時 平成 29年 5月 19日（金）PM6:30 

○ 場所 ホテルグランテラス千歳 

○ 会費 3,000円 

※チケットは井上会員が持っています。 

 

 各委員会連絡・報告   

青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

今、幹事からお話があった

ように 6月 13日、千歳ロ

ーターアクトクラブの最終

例会がANAクラウンプラザ

ホテル千歳で開かれます。

出欠表を回覧しています

例会出席状況（2017 年 5 月 9 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 32名 

欠席者数（内：無断欠席）  11（1）名 

出席率 74.42 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  0名 

2 出席者数総計  32名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 4 月 25 日） 

確定出席率（MU 含む） 72.09 ％ 

 

 

 

 

 

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 

〒066-8520 北海道千歳市本町 4丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2017年 5月 9日   例会 第 39回 / 通算 第 1239回 

- 2 - 

が、最後という事で皆さん出席していただければと思いま

す。 

それから、後ほど配りますが、今度の 20 日にお越しにな

る長泉ロータリークラブ元会員の西原重夫さん（2016 年

12 月で退会）から、長い間ロータリーで大変お世話になっ

たという事で、皆さんに是非生しらすのくぎ煮（佃煮）を

後ほど 1 個ずつ差し上げますので、奥様に必ず持ってい

くようお願いしたいと思います。当日 20 日にはご夫婦で

いらっしゃいますので、先日はしらすをいただきありがとうご

ざいましたと一言、言っていただければ結構だと思います

のでお願いします。それと友好クラブ締結 20 周年のこと

ですが、1997年第 1回の時に調印式をここで行いまし

て、お土産にすずらんの鉢をあげました。それが向うではこ

ういう具合に群生しています。この写真はパンフレットに

載せる予定になっています。それから私達が贈った枝垂

れ桜がこのように咲いています。残念ながら千歳駅前の

桜は土壌が悪いのかなかなか綺麗に咲いてくれません。

写真を回しますので宜しくお願いします。 

 

四方 信次 会員 

委員会報告とは違うのですが、先日の清掃奉仕の時に

もお願いしました「あそびの日 inちとせ」。5月 27日（土）

に北陽小学校であります。

この事業のねらいは市内に

ある団体が協力連携し地

域の子供に対して遊び場

を提供すると共に地域との

交流を図るという目的で今

年が 13 回目です。千歳

市内の小学校が 13 校という事で、北陽小学校が最後

の 13校目で 1周します。今まで 300～400名の小学

校で開催していましたから安全の部分も我々スタッフで

賄えたのですが、今回は全児童 1,400 名という膨大な

数ですから実行委員の北陽小学校 PTA も安全に対し

ての危機感を感じています。11 時～15 時ですが 1 時

間でも良いので立って監視するだけの役目になります監

視のお手伝いと 11 時から来ていただける方にはお弁当

を出させていただきたいと思います。それから事業費が無

いものですから、協賛のお願いをしております。一口千円

で構いません。ご協力をお願いします。お手伝いと協賛

のお願いを回覧しますので、印をしていただければと思い

ますので協力をお願いします。 

 

友好クラブ締結 20周年記念実行委員会 委員長 松坂 敏之 

正式な委員会報告でございます。 

連休が終わりまして、20 日に友好クラブ締結 20 周年

で長泉の皆さんが来られるようになっています。一つ皆さ

んにお詫びしなければならない事がございます。20 日に

沢山で空港に迎えに行こうという事で、皆さんから○を付

けていただいて迎えに行っても良いという方が大変多かっ

たです。大変有難かったのですが、20 日土曜日 11 時

30 分頃はオンタイムで駐

車場が一杯です。それで

少数で長泉 RC の皆さん

を迎えに行くことに先日の

理事会で決定しました。

夕方 17 時 30 分にまた

会えますのでその時みんなでおもてなししようという形にな

っていますので、出迎えに○を付けた方いらっしゃいますが、

こちらで準備を組み立ててやりたいと思いますので申し訳

ありません。そのようにやらせていただきますので宜しくお願

いいたします。 

 

 4・5月誕生祝   

進行：幹事 菅原 百合子 

☆小松 義徳 会員（4月 26日生れ） 

☆手島 和枝 会員（4月 2日生れ） 

☆髙木 昌人 会員（4月 10日生れ） 

☆高塚 信和 会員（5月 1日生れ） 

☆佐々木 俊英 会員（5月 25日生れ） 

☆福島 力 会員（5月 5日生れ） 

☆羽芝 涼一 会員（5月 10日生れ）欠席 

☆武田 伸也 会員（5月 4日生れ）欠席 

皆様おめでとうございます!(^^)! 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 石川 貴美子 
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誕生日祝やゴルフコンペ参

加など大勢の方にニコニコBOXを頂戴しました。皆様有

難うございました(^^)/ 

高塚信和会員、松坂敏之会員、福島 力会員、佐々

木俊英会員、岩下 誠会員、入口博美会員、四方信

次会員、山口康弘会員、小松義徳会員、手島和枝

会員、清水清光会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会「新会員研修例会～気持ちを新たに～」 

担当/クラブ研修・新会員研修、細則検討委員会 

委員長 彦坂 忠人 

新会員研修の対象は 13名です。その中で今日は 7,8

名の方にお出でいただいています。例会を利用させてい

ただくのはこういう機会に新会員の皆さんだけでなく、ロー

タリーの事を確認させていただければという事で例会にさ

せていただきます。宜しくお願いします。 

13 名の皆さんから予めこういう事を知りたいというのをい

ただきました。石川会員から当クラブの歴史について知り

たいという話がありました。創立 20 周年記念で記念誌

を作り事務局にありますが、少しお話します。 

当クラブは 1990 年(平成 2 年)11 月 19 日、38 名

のメンバーでスタートしました。翌年、高塚さんが会長、

土居さんが幹事をされました。初めて米山梅吉記念館

見学と梅吉翁の墓参りをこの年にしました。4年間これを

継続したとあります。またこの年には JR千歳駅舎に大時

計を寄贈しました。皆さん一回見ておいてください。

1994 年には新しい記念館建設資金として 100 万円

を寄贈しています。1996年 5 月、創立 5周年記念を

実施し、翌年、長泉ロータリークラブと友好クラブ締結を

しました。以降、10 周年、15 周年の記念式典がありま

したが、20 周年は 2010 年 9月に実施されました。何

故千歳セントラルロータリークラブが誕生しなければなら

なかったのか、大先輩高塚さんがおられますので簡単に

お願いします。 

 

初代会長 高塚 信和 

千歳ロータリークラブが 1988 年ぐらいに 137 名の大所

帯でした。地区からももう一つの子クラブを作るべきだとい

うことで、そういう運動から本当は千歳 RC からの移籍組

もきていただきたかったのですが、私達 37 名でやろうとい

うことでございます。以上でございます。 

 

── ありがとうございます。以下質問に対する回答 

Q.ロータリーソングと日の丸が何故掲揚されるのか。 

A.ロータリーの友4月号36ページに記事が出ています。

シカゴロータリークラブが1905年に誕生し、ある秋の夜、

例会で一時的な静寂が訪れ、警告もなく、ハリー・ラグル

スが「おい、みんな歌おう！」と当時流行っていた歌を歌

ったのがロータリーで歌を歌うきっかけとなりました。日本で

は京都での地区大会で入選した「奉仕の理想」と「我ら

の生業」。以降日本のロータリーソングとなりました。君が

代斉唱と日の丸掲揚について、昭和8年右翼の一団が

京都 RC に押しかけました。会長の石川芳次郎氏がロ

ータリークラブは世界的な組織で良質な職業人で決して

国の利益に反していないと言いましたが、納得してもらえ

ず「証を立てろ」と言われ、石川会長は君が代斉唱と日

の丸掲揚を提案しました。大先輩が戦時中のロータリー

を守り抜いてきた事を理解していただきたいと思います。 

 

Q.職業奉仕とは？ 

A．職業サーヴィスと言った方が良いとロータリーの友 34

ページに載っています。端的に言えば相手に対して思い

やりの心を持って接する事です。このやり方でビジネスを

すれば、長い目で見れば、永続的な顧客を獲得し、成

功への道に通じるだろうという事です。職業奉仕は我がク

ラブでは羽生会員が詳しく勉強されています。 

 

Q．CLP とは？ 

本日のニコニコ BOX 合計額 27,000円 

今年度 累計額 732,000円 
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A.クラブリーダーシッププランの略。当クラブでは 2006 年

（齊藤会長、井上幹事）に導入しています。効果的

なクラブの枠組みを提供することによりロータリークラブの

強化を図る目的がある。その為にクラブの長期計画と調

和した年次目標を設定する。ロータリーの活動に関する

情報を伝えるためのクラブ協議会を実施する。将来の指

導者育成を図るため一貫した引継ぎ計画の概念を含め

指導の継続性を確保する。クラブ会員内の親睦を図る

機会を提供する。こういった事が CLP と言っています。地

区はDLPがありますが、私は、DLPは必要ないと思いま

す。その辺を井上会員宜しくお願いします。 

 

井上 英幸 会員 

CLP に関しては彦坂委員長がおっしゃった通りです。長

年ロータリー活動を続けている各地区、各クラブにおいて

現実とそぐわない状況にクラブが陥っていた状況で、より

現実に沿う状況に変えなさいという RI からのお達しでご

ざいましたので動いたという事です。クラブ協議会を毎月

1 回開催せよというのは非常に画期的な事で、それまで

は理事会や執行部だけで活動内容をすべて決めていた

部分がありました。それを、クラブ協議会を開催する事を

義務付けたことによって皆さん 1 会員の意見が反映され

るような状況になれたという事です。私は、DLP は早く行

われれば良いと思って 10年以上経っていますが、全く進

んでいません。地区の立ち位置は今のロータリーの規則

では非常に不明確になっていまして、1 クラブと直結して

いるのは RI です。ですから、地区はお助け係にならなけ

ればならないのに、現状は第 2510 地区において言うな

らば 73 番目のクラブになっている気がして仕方がないで

す。活動内容も 1 クラブとは関係ない状況で地区が動

いているという内容ですので、そういったところではまだまだ

違和感を持っています。 

 

── この他、会員増強と職業分類についてご説明いた

だきました。 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 5 月 16 日（火）、通常例会「友好クラブ

締結 20 周年記念合同例会について」です。担当は理

事会。開会点鐘 12時 30分、定例会場です。 

 

 SCHEDULE  

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」 

16 日 
通常例会「友好クラブ締結 20 周年記念事業について」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

20 日 

親睦夜間例会 「友好クラブ締結 20 周年記念合同
例会」 [担当/友好クラブ締結 20周年記念実行委員会（委員長 松坂敏之)] 

※集合時間/17 時 30 分 

23 日 例会日を 5 月 20 日(土)に変更 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「空港募金箱視察」 
※定例会場で食事･簡潔なセレモニーの後、新千歳空
港国際線ターミナルに移動 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

6 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 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 

通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各理事、友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会
松坂敏之委員長、地区奨学金委員会 齊藤博司委
員長から活動報告を発表 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


