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〜９月は新世代のための月間〜
椅子は楽です

浴衣に着替えなくても、リラックス

岩崎会長、ビールを注いで回ります

仲良し３人組

年に一度の丸駒夜間移動例会（９月17日）
丹治会員の健康保持の話に圧倒される

加藤副会長のお話を謹聴

四

1.

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

3.

好意と友情を深めるか

4.

みんなのためになるかどうか

本日の例会（９／24 第13回）：通常例会 担当：新世代・ローターアクト委員会
〜ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳〜

握り寿司のネタにトウキビ

佐々木金治郎会員とお泊りの２人がバスをお見送り

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
◎沼田 常好
○大澤 雅松

尾﨑伊智朗

斉藤

TEL.23-4470

公彦

村上

FAX.23-4600

倫行

（10月のプログラム）

（ローターアクト例会）

４日（日）地区大会（滝川）【１日振替】担当：三役
８日（木）ガバナー公式訪問
担当：ＳＡＡ
１５日（木）通常例会
担当：米山記念奨学委員会
２２日（木）秋季休会
２９日（木）移動例会（市内企業訪問）
担当：職業奉仕委員会

９月２４日（木）第３回定例会

出

席

率

前
確

レストラン

インター

（プロバスクラブ例会）
１０月１３日（火）午後６時半
ベルクラシック・リアン（千歳平安閣）

回：53.4％（９月１７日＝３１／５８、実数）
定：75.9％（９月 ３日＝４４／５８、うちメーキャップ１名）

2009〜2010年度
第12回（通算2079回）例会報告

幹

日時：2009年９月17日 18：30〜20：30
場所：丸駒温泉旅館
プログラム：夜間移動例会
担当：親睦活動委員会
丸駒温泉行きのバスは、秋色濃くなる景色の
中をひた走り、車内では「麒麟淡麗（生）」の
缶を傾けながら、よもやま話。支笏湖の湖面に
は周囲の山々のシルエットが映り、車窓の眺め
だけでも値千金。到着後の入浴時間は予定より
短縮されましたが、お湯を介して地球のエネル
ギーをいただきました。そして、季節と山海の
恵みいっぱいの料理、季節限定で売り出された
ばかりのキリン「秋味」。この世の極楽に浸っ
た一夜でした。
なお、帰りのバスを降りた後、どこへ行った
のかは、それぞれの事情ということで…。

例会の進行

（皆さんの足を引っ張
らないよう頑張りま
す）、大澤雅松（おは
よう橋マラソンを国
際大会に）、瀧澤順久
（プロと一緒にゴル
フ）、福田武男（会員
増強へフォーラムを
開きたい）、村田研一
（木曜会優勝、馬券当
たり、孫誕生、株値上
がり）、沼田常好（手
術後なので飲めませ
ん）、大沼千枝子（丹
治さんの若さを保つ話
はすごいです）、丹治
秀一（相手のことも考
えながら間を置いて続
けることです）、髙橋
都（人の一生は心で
す）と、各会員がマイ
クを持って会場を沸か
せながら発言していま
した。

幹事報告
事

川端

清

次回９月24日は、新世代・
ローターアクト委員会担当の通
常例会で、エコキャップについ
て、ペットボトルのふたを集め
る箱を置くそうです。同じ９月
24日の午後４時から、セーフ
ティーコール秋の全国交通安全
運動の街頭啓発です。同じく９月24日午後７
時から、千歳ローターアクトクラブの例会があ
ります。
10月４日の日曜日は、10月１日の例会を振
り替えて地区大会です。朝の７時にＡＮＡクラ
ウンプラザホテル千歳に集合して私有車に分乗
して滝川に向かいます。10月８日は通常例会
でガバナー公式訪問です。よろしくお願いします。

佐々木金治郎会長エレクトあいさつと乾杯

親睦活動委員会
副委員長

玉山

敬吏

夜間移動例会ですので、ロータリーソング斉
唱、四つのテスト唱和、友情の握手タイムは割
愛します。

会長挨拶

片道37キロ、往復
74キロを、例会に来
ていただき、ありがと
うございます。岩崎会
長のごあいさつを聞い
ていまして、来年は私
もあいさつしないとい
けないんだなあと、緊
張が高まりました。そ
れでは、千歳ロータリークラブの皆さんの健康
を祝して、乾杯！

中締め

加藤武仁副会長
会

長

岩崎

暉久

夜間移動例会に大勢
のご参加ありがとうご
ざいます。昨年は、丸
駒温泉の例会は11月
でしたが、今年は９月
の秋真っ盛り。空気も
さわやかに、食べる物
も大変においしい味覚
の秋です。スポーツで
は、イチロー選手が大
記録を達成していま
す。今夜は、温泉で温まったところで、皆さん
談笑しながら、親睦活動委員会の趣向を凝らし
た例会を楽しみたいと思います。

曙

恒平

親睦活動委員長のあいさつ

予算が厳しいという
ことで、ここに来るバ
スの中でも出てきたの
は、ビールではなく発
泡酒でした。先ほど、
佐々木金治郎会員が来
年の話をされていまし
たが、それぞれ来年の
話ですとか近況など自
由にお話いただければと思います。まず、バス
の発車時刻に遅れた村上さん、ペナルティーと
いうことで口火を切ってください。

50年ほど前の話です。世界の数十億人の中
で誰一人として完全な人間はいない。だから支
え合っていくのが社会だという話を聞いて、な
るほどと思いました。
ロータリーだって同じ、支え合っていくこと
が大切です。人間に定年はありません。死ぬま
でがお仕事ですから、ロータリーでも皆さんに
教えてもらって死ぬまでやっていきたいと思い
ます。どうか皆さん、教えてください、お願い
します。それでは、乾杯！！

会員事業所に「こんにちは」②
株式会社

彩

光

所在地：千歳市信濃４丁目２の１
資本金：1,000万円
代表取締役：齊藤 博徳
昭和61年２月、カーマットのヨーワに始
まり、平成６年６月より総合インテリアの株
式会社 彩光となって、おかげ様で15周年
を迎えました。
事業内容は、内装仕上業で、クロス工事、
床工事、カーテン・ブラインド・ロール・
ロールスクリーンなど内装に関すること全般
です。
さらに「小さなお店」…インテリアに関す
るもので趣味で作った方々の作品の展示販売
場所提供。
各先生の講習会…定期でフラワーハートセ
ラピーの先生によるアレンジ講習、パステル
シャインアート講習を行っております。
その他、不定期で彩光イベント講習会とし
て随時、講習会も多様にやっております。
10月オープンする「flow」…１階入口を改
装して、使いたい方のニーズに合わせて場所
提供いたします。例えば、展示即売会や個
展、フリーマーケットなど…空きスペースを
どんどん活用していただきたいと思います。

10月に誕生日を迎える奥様
この後、村上倫行
（ねんりんピック終
了しました）、佐藤晴
一（次年度幹事の予
定です）、尾﨑伊智朗

８日
１０日
２３日

丹治
末廣
入江

秀一会員の奥様 菊 枝 様
孝会員の奥様 京 子 様
武人会員の奥様 美恵子 様
おめでとうございます！！

齊藤博徳・新世代ローターアクト委員会副委員長
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