会

2008-2009年度

Make Dreams Real
ＲＩ会長
李
東 建

ロータリーの森林スナップ
ロータリーの帽子はどこへ？

報

2009年６月11日
第44号（通算1966号）

CHITOSE ROTARY CLUB
末広会長テーマ

〝和 顔 愛 語〟
−友愛の輪を広げよう−

会

長

末廣

孝

会長エレクト

岩崎

副会長
暉久

第2510地区ガバナー 矢橋

四

1.

なかなか戻ってこないなぁ

会

温郎

真実かどうか

〜思いと言行はこれに照らしてから〜 2. みんなに公平か
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好意と友情を深めるか

4.

みんなのためになるかどうか

〜６月はロータリー親睦活動月間〜
本日の例会（６／11

第50回）：通常例会（年次報告）

担当：三役

〜 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 〜
（６月のプログラム）

（ローターアクト例会）

18日（木）年次報告

６月11日（木）第12回定例会：ＲＡＣ最終例会
（レストランインター）

担当：三役

25日（木）さよなら例会（ＲＡＣ合同）

（プロバスクラブ例会）

担当：親睦活動委員会

７月５日（日）野外例会 佐々木農園
午前10時 ベルクラシック・リアン集合
（千歳平安閣）

出席者が全員集合（大澤会員撮影）

編集後記
雨模様で、実質的な作業は、先乗りしていた佐々木昭、川端清両会員と丹治組合長による草刈り機
による下草刈りなどの準備だけでした。昨年９月の下枝払いした部分は、すっきりきれいでしたね。

環境月間の恒例行事

作業もほとんどすることなく豪華弁当を手にした皆さんには、
「次の例会でニコニコＢＯＸが待って
います」と、酒井親睦活動委員長が手ぐすね引いています。
（大澤）

千歳市北栄2丁目2番1号 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
月・水・木曜日 10:00〜14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
◎大澤 雅松
○佐藤 晴一

尾﨑伊智朗

加藤

TEL.23-4470

隆

佐藤

FAX.23-4600

信明

髙田

昭治

上京中の末廣会長に代わり、市議３選を果たした本宮副会長があいさつ

2008〜2009年度
日
場

第49回（通算2064回）例会報告

時：2009年６月4日 7：00〜7：40
所：千歳ロータリーの森林（もり）

プログラム：早朝例会（分収造林の作業）
出 席 率：39.7％（25／63、実数）

担当：環境保全委員会

確定出席率：81.0％（５月21日＝51／63、うちメーキャップ2名）

第49回例会（６月４日）早朝例会

次回から２回にわたって、例会で年次報告と
なりますので、各委員長はよろしくお願いします。

また、佐々木さん、川端さん、丹治組合長が
１時間も前に来て下草を刈り払ってくれまし

例会の進行

た。今後もよろしくお願いします。お三方に、

ＳＡＡ委員会
委員長

ただきたく、見学をしてください。

拍手をお願いします。

本日のプログラム
大西

なお、見学が終了した方には、お弁当をお渡

信也

ししますが、昨年の下枝払いに感謝を込めて、

早朝例会（分収造林の手入れ）
早朝移動例会ですので、開会点鐘、ロータ
リーソング、四つのテスト、友情の握手タイ

千歳分収造林組合 組合長 丹治

秀一

豪華なお弁当です。
礼状を読み上げる齊藤幹事（右）と福田会員

皆さんが植えられ

ム、ニコニコＢＯＸは割愛します。

神戸南ロータリークラブからの礼状

たアカエゾマツの成

会長挨拶

副会長

本宮

2009年５月29日

長は際立ってよろし

輝久

千歳ロータリークラブ

いという森林管理署

福田

武男

様

例会には必ず出席し

のお墨付きをいただ

てきた末廣会長です

いています。木は、

が、のっぴきならない

愛してやらないと成

用事で上京しておりま

長が鈍ります。もっ

すので、代わりにごあ

ともっと、心をこめて手入れしてあげてくださ

いさついたします。千

い。昨年の秋に皆さんに下枝払いの作業に汗を

歳ロータリーの森林は

かいていただいた部分は、このようにきれいに

大量にお送りいただきまして、誠にありがとう

今年で17年目という

なっていますが、奥の方は手付かずになってい

ございます。貴殿の適切なまた迅速なお心遣い

ます。

に心より感謝いたします。

ことです。先人の残してくれた偉大な事業であ

神戸南ロータリークラブ
例会終了、豪華弁当「天然紅鮭二段重」を配ります
前略

会長

松田

茂樹

幹事

豊田

勝

先日に引き続き本日も貴重なマスクを

り、ロータリアンが一堂に会して汗を流す恒例

自分の人生と同じように木は成長してくれる

お陰様をもちまして、会員にもれなく配布す

の行事に早朝からお集まりいただき、ありがと

ものです。手入れを怠らないように、よろしく

ることができました。現在、どこにおいてもマ

うございます。末廣年度の例会は、きょうを含

お願いします。

スクは入手することができませんので、非常に

めて４回となります。皆様のご協力、ご支援に

有り難いかぎりです。

感謝します。
私事で恐縮ですが、皆様のおかげで無事に市

環境保全委員会 委員長 平間

和弘

議会議員を続けることになりました。これから

早朝、お集まりい

ロータリークラブでの活動も続けることがで

ただき、ありがとう

き、うれしく思っています。

ございます。天気予
報ではこんな雨にな

幹事報告

幹

事

齊藤

博徳

「天然紅鮭二段重」の中身です

るとは思わず、出鼻
をくじかれたという

前回の例会で、福田会員が神

声が強いようです。

戸南ＲＣにマスクを送ったこと

昨年はサミットにち

を報告しましたが、これに対し

なんで９月に下枝払いをしていただき、きれい

て神戸南ＲＣからお礼状が届い

になりました。きょうは、下枝払いをした部分

ておりますので、ご紹介します

とそうでない部分を、よく見比べていただきた

（内容は別記）
。

いと思います。その上で今後のことを考えてい

新千歳空港などでも品切れであったという会
員もおりましたので、さぞかしご苦労いただい
たのではと、恐縮いたしますと共に益々有り難
く感じております。
神戸では今週から学校などが再開いたしまし

村田

研一会員から謝辞

おはようございま
す。私事ですが、父
の葬儀にご香典、ご
供花をいただき、無
事に葬儀、終了いた
しました。ありがと
うございました。

たので、新型インフルエンザも終息したような
錯覚に陥りがちですが、ここで予防に手を抜い
てしまいますと、感染が一気に広がってしまう
可能性もありますので、気をつけてまいりたい
と存じます。
取り急ぎ御礼申し上げますと共に、今後も友
好クラブとして益々の交流をよろしくお願い申
し上げます。
草

々
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