
本日の例会（５／13 第46回）：通常例会（掛川グリーンＲＣ来千）　担当：健康委員会
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岩崎会長テーマ

〝 浩 然 の 気 〟
 －ロータリアンは茄子の花－

四四
～思いと言行はこれに照らしてから～

1. 真実かどうか 3. 好意と友情を深めるか
2. みんなに公平か 4. みんなのためになるかどうか

千歳ロータリークラブ会報
2010年５月13日

第39号（通算2007号）

（５、６月のプログラム）　　　
５月２０日（木）通常例会（定款・細則について）　　
　　　　  担当：定款・細則委員会
　　２９日（土）ＩＭ（27日の振替、北広島）
  担当：三役　　　　　　
６月　３日（木）早朝移動例会（分収造林の作業）
  担当：環境保全委員会　
　　１０日（木）年次報告　 担当：三役　　　　　　

（ローターアクト例会）
５月２７日（木）第11回定例会（レストラン　インター）
６月１０日（木）第12回定例会（レストラン　インター）

～５月は健康増進月間～

出　席　率　　前　回：43.1％（５月　６日＝２５／５８、実数）
　　　　　　　確　定：89.5％（４月１５日＝５１／５７、うちメーキャップ３名）

（プロバスクラブ例会）
６月　８日（火）総会 (午後６時～リアン )

◎沼田　常好　　○大澤　雅松　　尾﨑伊智朗　　斉藤　公彦　　村上　倫行

月・水・木曜日　10:00～14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会

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　TEL.23-4470　FAX.23-4600

桜並木の記念植樹表示板を囲んで（５月６日の例会で、大澤会員撮影）

編集後記

　岩崎年度の締めくくり、佐々木年度に向けた準備が着々と進んでいます。１年間の事業報告、ある
いは新たな１年への事業計画をまとめるため、各委員会が新旧入り乱れて開催されているのではない
でしょうか。一方で３月決算、５～６月に株主総会を迎える企業にとっても、決算や監査、総会準備
と多忙な時期です。忙しい時期に忙しい思いを倍加させることにもなります。だからといって、おざ
なりの報告や計画で済ますわけにもいきません。Ｈｅｌｐ　ｍｅ！　と叫びだしたくなる気持ち分か
りますが、どうぞご自分で。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

桜の下草刈りスナップ（2010・５・６）

ロータリーの記念植樹表示板を点検する丹治分収造林組合長ら

整列して開会、小森会員のジャンパーは鮮やかなキリンレッド

この木、何の木、気になる木

まだ花咲かぬ桜の下を闊歩

川端幹事（左）と佐々木昭社会奉仕委員長が草刈り機で作業

作業が終了、参加者にお茶とおにぎりを配布



　昨日でゴールデンウ
イークが終わりました
が、各地の行楽地は大変
なにぎわいを見せている
そうです。ご存知の通
り、桜前線も北海道に近
付き、テレビで見ました
が道南の松前町では、桜
が大変きれいに咲いて

日時：2010年５月６日　７：00～７：30
場所：青葉公園多目的広場（千歳川沿い）
プログラム：早朝移動例会（桜の下草刈り）　
担当：環境保全委員会

2009～2010年度
　第45回（通算2112回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　齊藤　博徳
　早朝移動例会ですので、ロー
タリーソング、四つのテスト、

例会の進行

　４月22日の通常例会終了後に、ＡＮＡクラ
ウンプラザホテル千歳で開催されました。審議
事項と審議結果は、以下の通りです。

１．入会予定者について
　入会予定者の動向が報告され、今後所定の手
続きを進めることを確認しました。

２．５月、６月のプログラムについて
　

△

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（クラブ細則の改正につ
いて）担当：定款・細則委員会

△

27日（木）
＝29日（土）へ振替　夜間《理事会》《新旧
クラブ協議会》 第11回アクト定例会

△

29日
（土）IM…27日（木）の振替（北広島）担
当：三役

△

６月３日（木）早朝例会（分収造林
の作業）担当：環境保全委員会

△

10日（木）
年次報告　担当：三役　夜間　アクト第12回
定例会

△

17日（木）年次報告　担当：三役

△

24日（木）さよなら例会 （アクト合同例会）
担当：親睦活動委員会
　また、環境保全委員会から分収造林へ業者を
入れて整備をしたい旨の提案があり、今後見積
もりを取った上で、基金からの支出について検
討することになりました。
 （尾﨑伊智朗会員）

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

　事前に見て歩
いたところ、蛍
光管が何本か捨
てられていたの
で、ごみ袋を
持ってきまし
た。

桜並木の下草刈り

幹　事　川端　　清

幹事報告

　５月13日の通常例会は健康
委員会の担当により、浅沼会員
の卓話です。この日は静岡県の
掛川グリーンＲＣ会員11名が
ビジターで参加します。また、
泉沢の臨空工業団地に立地して

環境保全委員長
　　　　　　平間　和弘
　おはようございます。
今年は気温の上昇が遅く
て、桜も咲いていません
が、下草もまだ伸びてい
ません。既に幹事の川端
さんと社会奉仕委員長の
佐々木昭さんに草刈り機

友情の握手タイム、ニコニコＢＯＸは割愛しま
す。

います。さくらは開花時期が大変に短く、その
わずかな間に花見をして楽しむということでご
ざいます。本日の早朝例会は、私ども千歳ロー
タリークラブが25周年記念で植樹した桜並木
の下草刈り作業です。まだ花は咲いていません
が、これも屋外での移動例会ですので、けがの
ないように進めていただきたいと思います。

会長あいさつを聞く会員

いる株式会社ヤング・ラインの佐藤彰二代表取
締役がオブザーバーで出席します。５月20日
の通常例会は、社会奉仕委員会担当から定款・
細則委員会担当にし、細則変更についての話に
なりますので、できるだけの出席をお願いしま
す。

で草を刈ってもらっていますので、作業もそれ
ほどではありません。今回初めて来られた会員
さんもいますので、桜並木を端の方まで見ても
らって、ごみの片付けをしてもらいます。副委
員長がごみ袋を持ってきていますので、こちら
に集めます。

ごみ袋を手にし
た村上副委員長

（右）

千歳川沿いにペットの糞が入ったレジ袋。糞害に憤慨

　寒さのせいで、例年に比べ早めに終えた作業
でした。終了後は、温かいお茶とおにぎりが参
加者に配られました。
　

朝から、お疲れ様でした

第22回理事会を開催

糞害に憤慨
　この後、桜並木を少年野球場のバックネット
裏の〝終点〟まで歩きながら、落ちているごみ
や枝などを片付ける作業。と、その時、千歳川
沿いの草むらに点在する小さめのレジ袋を発
見。何だろうと開けてビックリ、動物（恐らく
犬）の糞。飼い犬を散歩に連れて歩き、人前で
は糞を拾って入れた袋を、人目に付かぬ青葉公
園に入ってから草むらに捨てたものと推測され
ます。
　「こんなことをする輩に、ペットを飼う資格
はない」と、憤慨する長澤会員。平間環境保全
委員長は「新聞で取り上げて―」。
　ということで、５月７日付の千歳民報でクラ
ブの奉仕作業の記事とセットで、公徳心を訴え
る記事が掲載されました。（詳しくは同日付の
「千歳民報」をご覧ください）
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