に、パワーポイントを使って各自の自己紹介と
所属する企業や団体、夏の白夜や冬のルシア祭
などスウェーデンのことをさまざまな面から説
明しました。また、本宮会員からの質問に答え
る形で、北海道の印象や１週間の研修への感想
なども述べていました。
引き続き、
本宮会員がス
ウェーデン
チームに、ス
ライドで千歳
のまちや支笏
湖を紹介しました。写真も交えていましたが、
ほぼ漢字とかなの日本語によるスライドだった
ため、通訳が大忙しだったようです。この中で
スウェーデンのグスタフ国王が丸駒温泉を訪れ
た際の貴重な映像も紹介されました。映像に
は、佐々木金治郎会長エレクトの若かりし当時
の姿も写っていました。
辞
会長 岩崎 暉久
本日は、ＧＳＥチームの発表、ありがとうご
ざいました。２カ国が互いに文化や職業を学び
ました。今や国際交流も盛んになり、地域や文
化の発展に寄与することは、明るい未来に結び
つくものです。本日は大変有意義な時間でし
た。ありがとうございました。

ＲＡＣが定例会
４月８日、久々
にレストラン イ
ンターでの定例会
となりました。出
席者はアクトのみ
６名と、オブザー
バー１名の計７名
でした。オブザーバーは、千歳セントラルＲＣ
の坂井会長エレクトの紹介です。
プログラムは、社会国際奉仕委員会の担当
で、千歳に関するクイズでした。意外と知らな
いことも多く、千歳サケのふるさと館の水中観
察室が日本で初めての施設だというのには驚き
ました。これからも楽しく千歳について学べる
ようにしていきたいと思います。
（丹野 夏海 幹事）

※なお、例会場には北海道新聞社千歳支局の渡
辺淳一郎記者が取材に入っていました。渡辺記
者は３年前にＧＳＥのチームメンバーに加わっ
てマレーシアで研修したことがあり、今回のＧ
ＳＥチーム来千の情報を得て、取材に訪れたそ
うです。

本宮 輝久 会員
ＧＳＥスウェーデンチームの来訪を歓迎します。
村田 研一 会員
久しぶりの出席です。
髙橋
都 会員
またまた、お久しぶりです。皆様にお会いで
きてうれしいです。
下山 徹哉 会員
妻の誕生日にステキなお花をありがとうござ
いました。
瀧澤 順久 会員
待ちに待ったゴルフ場 ４月７日（水）オー
プンできました。どうぞご利用ください。
福田 武男 会員
４月２日から京都へ家族で花見に行ってきま
した。
ニコニコ紹介
親睦活動委員会
副委員長

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

千歳ロータリークラブ会報

Future of Rotary is in Your hands
ＲＩ会長
ジョン・ケニー
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来千したＧＳＥスウェーデンチームと（４月８日の例会で）

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（４／15 第42回）：夜間例会（神戸南ＲＣを迎えて）担当：親睦活動委員会
〜ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳〜
（４、５月のプログラム）

（ローターアクト例会）

２２日（木）通常例会 担当：次年度三役《理事会》
２９日（木）ＧＷ休会（昭和の日）
５月 ６日（木）早朝例会（桜の下草刈り）
担当：環境保全委員会
１３日（木）通常例会（掛川グリーンＲＣ来千）
担当：健康委員会
２０日（木）通常例会
担当：社会奉仕委員会
担当：三役
２９日（土）ＩＭ（27日の振替）

５月２７日（木）定例会（レストラン

出

席

率

前
確

インター）

（プロバスクラブ例会）
５月１１日（火）例会（リアン）

回：59.6％（４月 ８日＝３４／５７、実数）
定：80.7％（３月２５日＝４６／５７、うちメーキャップ０名）

2009〜2010年度
第41回（通算2108回）例会報告
日時：2010年４月８日 12：30〜13：30
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
プログラム：通常例会「ＧＳＥスウェーデンチ
ーム来訪」 担当：米山記念奨学委員会

例会の進行
ＳＡＡ

藤川

ＧＳＥスウェーデンチーム
（左からデニス・ラーセン様、リーダーのカト
リーヌ・アンダーソン様、2510地区ＧＳＥ委
員会のトーキル・クリステンセン様、カミラ・
ブラス・マンネルストール様、カタリーナ・ブ
ルード様、サーラ・ストーレ様、通訳でゴール
デンゲート大学金融修士課程の真木 喬敏様＝
北広島ＲＣ会長のご子息）

俊一

スウェーデン国歌演奏

お国の風土や社会情勢、ロータリーのことなど
後ほど聞かせていただくことを望みます。
さて、「ロータリーの友」で読んだのです
が、最近さまざまな次世代エコカーが登場して
います。すっかりおなじみになったハイブリッ
ド車とは異なる２つ以上の動力源・エネルギー
源を持つ車のことです。エンジンの効率の悪い
部分をモーターが手助けし、燃費を稼ぎます。
これからも生活の中で車は欠かせない重要なも
のです。どんどん改良され使いやすくなるよ
う、常に研究しているとのことです。
本日は米山記念奨学委員会担当の例会です。
よろしくお願いします。

幹事報告
幹

第2510地区
ＧＳＥ委員会
馬場 信吾

様

北広島ＲＣ
橘

様

功記

川端

清

４月12日午後４時から交通
安全運動のセーフティーコール
があります、大勢の参加お願い
します。
来週の夜間例会は神戸南ＲＣ
をお迎えします。
小森俊明さんの入会式は、４月22日に予定
しています。

ロータリーソング斉唱 「我等の生業」
四つのテスト

事

岩崎会長とバナー交換
親睦活動委員会
副委員長

紹介
玉山

敬吏

幹事

川端

長

岩崎

はるばるスウェーデ
ンからＧＳＥ（研究グ

お客様紹介
第2510地区
第７グループ
ガバナー補佐
加藤 寛治

ループ交換）チームの
お客様が当クラブの例
様

カトリーヌ・アンダー
ソン様（ボロースＲ
Ｃ、55歳）

会長挨拶
会

友情の握手タイム

清

暉久
サーラ・ストーレ様
（観光協会勤務、32歳）

会に出席され、心より
歓迎いたします。ヨー
ロッパにあるスウェー
デンは、冬は大変寒い
所と聞いております。

カミラ・ブラス・マンネ
ルストール様（ボルボ
社、29歳）

デニス・ラーセン
様（経営者教育、
27歳）

カタリーナ・ブ
ルード様（起業企
画支援、28歳）

ＧＳＥスウェーデンチーム来訪
米山記念奨学委員会
副委員長 本宮 輝久
ご存知と思いますが、Ｇ
ＳＥについて説明します。
1965年に発足したロータ
リー財団の国際交流プログ
ラムで、25〜40歳のメンバーとロータリアン
のリーダーでチームを構成し、２カ国がＧＳＥ
を交換し、互いの国の文化や職業を学びます。
2009〜2010年度はスウェーデンと相互交流
することになっており、スウェーデンチーム
（ＲＩ第2360地区）が４月30日〜５月１日ま
で来道、日本チーム（ＲＩ第2510地区）が４
月30日〜５月30日までスウェーデンを訪れる
ことになっております。まず、メンバーの紹介
を兼ねて札幌南ＲＣのトーキル・クリステンセ
ンさんにお願いします
ＲＩ第2510地区ＧＳＥ委員会
トーキル・クリステンセン様
先週の木曜日に新千歳空
港に着き、１週間にわたっ
て研修しています。午前中
も千歳のダイナックスを企
業訪問をしていました。きょうはこの後、デニ
スさんが北大に研修、カトリーヌさんとサーラ
さんが由仁温泉、カトリーヌさんはレラも回っ
てみたいと希望しています。
※この後、スウェーデンチームが１人ずつ順
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