
本日の例会（５／６　第45回）：早朝移動例会（桜の下草刈り）　担当：環境保全委員会
～青葉公園多目的広場（千歳川沿い）～
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～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６日

第38号（通算2006号）

（５月のプログラム）
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：定款・細則委員会

２９日（土）ＩＭ（27日の振替）担当：三役

（ローターアクト例会）
２７日（木）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：55.2％（４月２２日＝３２／５８、実数）
　　　　　　　確　定：86.0％（４月　８日＝４９／５７、うちメーキャップ３名）

（プロバスクラブ例会）
１１日（火）例会（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

佐々木会長エレクトが次年度の方針を説明（４月22日の例会で）

編集後記

　４月18日の次年度に向けた地区協議会（さっぽろ芸術文化の館）に参加したのですが、大勢が集
まる場所だったせいか、何かのウイルスが口の中に入ったようで、それ以来４月中は喉の炎症が続い
ていました。覚えたての「いきものがかり」のカラオケ練習もままならず、４月24日に恵庭の某祝
賀会二次会で歌う機会をもらったのに、歌いなれた「井上陽水」で済ませてしまいました。しかも、
それが喉の炎症回復を遅らせてしまい、残念の二段重ね。気温の上がらない４月、業績も上向きとい
えない状況ですが、いろいろな意味で恵まれた千歳の地で５月こそはと、連休中に気持ちを切り替え
る努力をしているところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

岩崎　暉久　会長
　きょうも元気で例会出席することができまし
た。
福田　武男　会員
①４月15～17日の３日間、神戸南ＲＣの皆さ
んと大変楽しく、交流を深めることができ。大
変いい感じで終了することができました。あり
がとうございました。②今回の神戸南ＲＣとの
交流会に際し、酒井会員にはゴルフをすること
もなく、３日間とも早朝から終日、皆さんのお
世話をしていただき大変ご苦労様でした。③神
戸南ＲＣとの交歓ゴルフコンペでは千歳ＲＣ
に貢献できませんでしたが、最終日の17日、
シャムロックカントリークラブでのプライベー
トコンペではベスグロをいただきました。
古谷　眞一　会員
　神戸南ＲＣとの交流ゴルフ楽しくできまし
た。
末廣　　孝　会員
　神戸南ＲＣ番外ゴルフコンペにおいて優勝し
ました。
五十嵐　宏　会員
　神戸南ＲＣとの交流ゴルフコンペに多くのご
参加をいただき、交流の親睦の輪を広げること
ができました。ありがとうございました。

下山　徹哉　会員
　先週の神戸南ＲＣとの交歓ゴルフコンペ１回
目でメンバーに恵まれ、優勝することができま
した。ありがとうございます。
平間　和弘　会員
　妻の誕生日に「スバラシイ」花をいただき、
ありがとうございました。
今野　良紀　会員
　真々地、本宮地区に引っ越しました。
本宮　輝久　会員
　今野会員がわが町内会の会員になりました。
佐々木　金治郎　会員
①丸駒温泉旅館が今年、皆様のおかげで創立
95周年になりました。それを記念して湯桶と
入湯券を販売しました。②４月11日の支笏湖
湖水開きと同時に、Ｂ級グルメ「秋ヒメ温玉ラ
イス」を各ホテル、レストランで提供開始しま
した。
佐々木　昭　会員
　北海学園大学同窓会を４月14日、リアンで
しばらくぶりに開催し、支部長に留任すること
になりました。中山会員の息子さんにも加わっ
ていただき、37名で出発することになりまし
た。

ニコニコ紹介
　　親睦活動委員会
　　　　副委員長　玉山　敬吏

ニコニコＢＯＸ



ロータリーソング 「我等の生業」

四つのテスト

ＳＡＡ　菅原　正行

友情の握手タイム

日時：2010年４月22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
担当：次年度三役

2009～2010年度
　第43回（通算2110回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　藤川　俊一
　　　　　　

例会の進行

お客様紹介

今　美音子様

で、わずか５つしか常任委員会がないというク
ラブ管理組織を推奨したということです。
　ＣＬＰの基本的考え方は①継続した計画の立
案、中期計画（３年）②親睦活動を活用し、奉
仕活動の全員参加を図る③クラブ内の意思決定
の際、公平なコンセンサスの形成④クラブ活動
や方針の連続性を図る（常任委員会）⑤研修、
教育により、リーダーを育成する⑥クラブ運営
の機能化、委員会組織の簡素化を図る―と、示
されています。ＣＬＰの異議と目的は、クラブ
の活性化と会員一人ひとりのロータリーライフ
の充実です。一度で終了するものではなく、１
年ごとに見直し、徐々に達成すべき性質のもの
です。クラブ組織を改編すれば済むようなもの
ではなく、少なくとも数年にわたって継続的に
遂行すべきものであるとＲＩは強調しています。
　次年度は、千歳ＲＣにとって果たしてＣＬＰ
が効果的なのか、慎重に研究し、検討しなけれ
ばならない、ＣＬＰ元年になるのではないかと
思います。
　この例会でアンケート調査をします。内容は
①あなたにとって理想的なクラブとは②３～５
年後、クラブの理想像は③クラブの長期目標を
立案することについてご意見を④次年度に望む
こと。こうしたアンケートは次年度、何回かさ
せてもらい、運営に生かすつもりです。
　ご協力よろしく、お願いします。

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

フコンペなどで楽しい
３日間でしたとのこと
でした。お帰りになる
16日には、私と川端
幹事が新千歳空港にお
見送りに参りました。
今後ますますの友情の
輪を広げたいと思いま
した。

ありましたが、現在では60名弱と減少してい
ます。数は力なのか、数も力なのかと問うこと
もありますが、会員を増やすことだけが目的で
はなく、参加して楽しい例会づくりを心掛け、
会員減少をなくしていくことが必要であり、
「外部に開かれたロータリー」を目指して参り
たいと思います。
　未だ不透明な経済状況の中で、会員それぞれ
が親睦だけでなく、あらゆる情報交換と会員相
互の協力でこの難局を乗り切っていかなければ
なりません。そこで「心　ひとつに」という
テーマを掲げて、会員一同がさらなる団結で立
ち向かう１年と考えています。
　①会員増強及び退会防止②外部に開かれた
ロータリー③親睦のみならず、あらゆる情報交
換と会員相互の協力―を重点事項としました。
当クラブだけでなく多くのクラブが抱える問題
は、会員減少、会員高齢化、マンネリ化であ
り、クラブ内のリーダーシップ不足、費用に見
合う充実感の不足、やりがいを感じる奉仕活動
の不足です。その主な原因は何なのか、単に景
気悪化、将来不安などで片付けていいのか。今
こそクラブの改革の必要性を強く感じます。そ
して、そのために「心　ひとつに」のテーマの
下に、会員が一致団結して取り組まねばなりま
せん。
　打開策の一つとして、ＣＬＰ導入を視野に入
れなければなりません。効果的なクラブ運営を
目指し、１年や２年で結実するとは考えていま
せん。身の丈に合った組織作りで成否を握るの
は、集約化した委員会活動にあると信じてい
ます。１人１委員会が原則です。2001年手続
要覧の推奨ロータリー細則で示されていた18
委員会は、会員150人規模を想定した組織だそ
うです。日本で平均的な40～50名の会員数で
は、１人が２～３委員会を掛け持ちしなければ
組織を完全に埋めることはできません。そこ

小森俊明会員の入会式

　さて、ヨーロッパではアイスランドの火山噴
火で空路がマヒし、多くの乗客が空港で足止め
され、お気の毒だと思います。ドイツなど一部
運航を再開したとのこと。これも滅多にないこ
とですが、予知できない天災です。早く運航を
再開できるよう祈ります。
　本日の例会は、次年度三役の担当です。よろ
しくお願いします。

紹介　幹事　川端　清

　４月15、16、17の３日間、友好クラブ神戸
南ＲＣから10名が当クラブを訪問され、ゴル

幹　事　川端　　清

幹事報告

　前回、４月15日の例会に参
加された神戸南ＲＣからお礼状
が届いています。ご覧くださ
い。来週の４月29日の例会は
休会ですので、お間違いのない
ように。事務局は４月26日～
５月５日、お休みとなります。

５月に誕生日を迎える奥様

　７日　中村　堅次　会員の奥様　　紀　子様
１０日　羽山　昇蔵　会員の奥様　　喜美代様
１４日　岩崎　暉久　会長の奥様　　康　子様
１４日　今野　良紀　会員の奥様　　朝　美様
２７日　木村　照男　会員の奥様　　邦　子様

　　おめでとうございます！
　

岩崎会長から小森会員の紹介

　昭和33年１月10日のお生まれで、52歳で
す。血液型はＢ型。職業分類は、発泡酒・清涼



今後、５月の連休明けに内容をチェックし、会
員の皆さんにファクスなどで送り、５月20日
に最後のフォーラムという準備をしています。
皆さんからお気づきの点があればお願いします。

会長エレクト　　　
　　佐々木　金治郎
　４月 1 8日に会
長、幹事、四大奉仕
委員長、そして佐藤
パストガバナーとと
もに、さっぽろ芸術
文化の館（旧北海道
厚生年金会館）で開

飲料・ビール製造で事業所名は、キリンビール
千歳工場です。ご家族は、奥様とお子様２人で
す。九州大学農学部農芸化学科を卒業され、キ
リンビール入社。2000年に野中工場、2005
年に岡山工場副工場長、今回千歳工場長です。
ご趣味は渓流釣りです。

岩崎会長が小森会員の胸にロータリーバッジ

　ご紹介いただきま
した、キリンビール
の小森です。九州の
長崎県出身で、北海
道は初めてですが、
最初の１週間で千歳
の皆さんの温かさが
心地よくて、千歳が
大好きになりまし
た。千歳工場は今年
で35周年です。皆

所属する親睦活動委員会の玉山副委員長と

定款・細則委員長
　　　　　　木村　照男
　クラブ・フォーラムを
これまで重ね、皆さんか
ら貴重なご意見をありが
とうございました。第５
条第２節など条文を改正
し、改めて提案します。

委 員 会 報 告

米山記念奨学委員会
　副委員長　本宮　輝久
　お願いがあります。米
山記念奨学会はロータリ
アンからの寄付を財源に
しています。第2510地
区の目標は毎年、１名
当たり16,000円となっ

ています。この根拠は、普通寄付4,000円＋特
別寄付12,000円（月額1,000円×12カ月）で
す。千歳ＲＣの現状は、会員１名当たり普通寄
付2,000円に、有志会員から特別寄付としてゴ
ルフ大会などの際に頂いたり、任意に寄付金を
頂いています。こうした現状から皆様にお願い
です。会員１名当たり普通寄付を現状の2,000
円から4,000円に増額をしていただきたいので
す。第2510地区73クラブの７割以上が4,000
円前後かそれ以上になっています。徴収方法
は、前期・後期の会費納入時に、一緒に納めて
いただきます。特別寄付は従来通りです。以上
の通り、理事会に提案いたします。

すが、雨天の場合も作業をしなくても弁当を配
りますので、出席だけはしてください。協力を
お願いします。

木曜会会長　　　　　　
　　　　　五十嵐　宏
　神戸南ＲＣとの交流コ
ンペ、寒かったですけれ
ども３日間無事に終えま
した。神戸の皆さんも喜
んで帰られました。もう
一点のお願いですが、千

新世代・ローター
アクト委員長
　　　今野　良紀
　オブザーバーで
来てもらいまし
た今美音子さんで
す。飲食店経営と
運送会社パートと頑張っています。昨日、お店
の１周年ということで行ってきて、ロータリー
入会を申し入れ、今日が誕生日というので、ホ
テルで食事をおごるからと出席してもらいまし
た。私と同じ滝川出身です。20歳で千歳に来
て９年間、千歳で頑張り、北海道新聞の「ルー
ト36」にエッセーを書いたり、詩集を出版し
たりしています。　

「南々」
　（千歳市清水町2-7-4）

　　　　　今　美音子様
　まだ29歳になったば
かりで何も分かりません
が、勉強のつもりで出席
させてもらいました。よ
ろしく、お願いします。

次年度の方針について

環境保全委員長
　　　　　　平間　和弘
　ファクスで連絡してお
ります通り、５月６日の
桜の下草刈り早朝例会
は午前７時集合ですの
で、ご参加お願いしま
す。40分程度の作業で

歳のロータリー、ライオンズ、青年会議所の５
クラブ合同ゴルフ大会の案内が来ております。
ゴルフの後、午後６時からホテル日航千歳で懇
親会があります。ゴルフをしない方も懇親会に
出席をお願いします。この５クラブのゴルフの
当番は来年、千歳ＲＣとなりますので、よろし
くお願いします。

さんと一緒に千歳のために頑張りたいと思いま
す。

かれた地区協議会に出席してきました。いよい
よだなと感じております。
　次期ＲＩ会長のレイ・クリンギンスミスさん
は「地域を育み、大陸をつなぐ」という次期会
長テーマを掲げています。職業奉仕から発生す
る社会奉仕を含めて地域を作っていこうという
ことから、英文では「ＢｕｉｌｄｉｎｇＣｏｍ
ｍｕｎｉｔｉｅｓ－ＢｒｉｄｇｉｎｇＣｏｎｔ
ｉｎｅｎｔｓ」と、育むというより作るという
意味があると思います。大陸をつなぐという法
では、次期会長はロータリー財団の国際親善奨
学生としてアフリカに行った経験があり、アフ
リカに強い興味を持っていることもあり、ロー
タリーの力で大陸を繋いでいこう、国際奉仕を
進めていこうということです。
　強調事項が①ポリオ撲滅②青少年プログラム
③人道的プロジェクト（平和と紛争の予防・紛
争解決、疾病予防と治療、水と衛生設備、母子
の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域
社会の発展）の推進―の３つです。
　2010～2011年度の第2510地区のガバナー
は、北海道ガス取締役相談役の佐々木正丞（ま
さつぐ）さんです。地区の目標は①クラブの活
性化、会員増強等に向けてＣＬＰ（クラブ・
リーダーシップ・プラン）の検討をしよう②地
域ニーズを踏まえて、地域密着の奉仕活動を実
践しよう③ＲＩ財団の理解を深めて協力支援を
しよう（「毎年一人100ドル」を協力しよう）
―となっています。

次年度クラブ方針
　千歳ＲＣは設立から43年目を迎えました。
かつて会員は最大で126名という大所帯の時も



今後、５月の連休明けに内容をチェックし、会
員の皆さんにファクスなどで送り、５月20日
に最後のフォーラムという準備をしています。
皆さんからお気づきの点があればお願いします。

会長エレクト　　　
　　佐々木　金治郎
　４月1 8日に会
長、幹事、四大奉仕
委員長、そして佐藤
パストガバナーとと
もに、さっぽろ芸術
文化の館（旧北海道
厚生年金会館）で開

飲料・ビール製造で事業所名は、キリンビール
千歳工場です。ご家族は、奥様とお子様２人で
す。九州大学農学部農芸化学科を卒業され、キ
リンビール入社。2000年に野中工場、2005
年に岡山工場副工場長、今回千歳工場長です。
ご趣味は渓流釣りです。

岩崎会長が小森会員の胸にロータリーバッジ

　ご紹介いただきま
した、キリンビール
の小森です。九州の
長崎県出身で、北海
道は初めてですが、
最初の１週間で千歳
の皆さんの温かさが
心地よくて、千歳が
大好きになりまし
た。千歳工場は今年
で35周年です。皆

所属する親睦活動委員会の玉山副委員長と

定款・細則委員長
　　　　　　木村　照男
　クラブ・フォーラムを
これまで重ね、皆さんか
ら貴重なご意見をありが
とうございました。第５
条第２節など条文を改正
し、改めて提案します。

委 員 会 報 告

米山記念奨学委員会
　副委員長　本宮　輝久
　お願いがあります。米
山記念奨学会はロータリ
アンからの寄付を財源に
しています。第2510地
区の目標は毎年、１名
当たり16,000円となっ

ています。この根拠は、普通寄付4,000円＋特
別寄付12,000円（月額1,000円×12カ月）で
す。千歳ＲＣの現状は、会員１名当たり普通寄
付2,000円に、有志会員から特別寄付としてゴ
ルフ大会などの際に頂いたり、任意に寄付金を
頂いています。こうした現状から皆様にお願い
です。会員１名当たり普通寄付を現状の2,000
円から4,000円に増額をしていただきたいので
す。第2510地区73クラブの７割以上が4,000
円前後かそれ以上になっています。徴収方法
は、前期・後期の会費納入時に、一緒に納めて
いただきます。特別寄付は従来通りです。以上
の通り、理事会に提案いたします。

すが、雨天の場合も作業をしなくても弁当を配
りますので、出席だけはしてください。協力を
お願いします。

木曜会会長　　　　　　
　　　　　五十嵐　宏
　神戸南ＲＣとの交流コ
ンペ、寒かったですけれ
ども３日間無事に終えま
した。神戸の皆さんも喜
んで帰られました。もう
一点のお願いですが、千

新世代・ローター
アクト委員長
　　　今野　良紀
　オブザーバーで
来てもらいまし
た今美音子さんで
す。飲食店経営と
運送会社パートと頑張っています。昨日、お店
の１周年ということで行ってきて、ロータリー
入会を申し入れ、今日が誕生日というので、ホ
テルで食事をおごるからと出席してもらいまし
た。私と同じ滝川出身です。20歳で千歳に来
て９年間、千歳で頑張り、北海道新聞の「ルー
ト36」にエッセーを書いたり、詩集を出版し
たりしています。　

「南々」
　（千歳市清水町2-7-4）

　　　　　今　美音子様
　まだ29歳になったば
かりで何も分かりません
が、勉強のつもりで出席
させてもらいました。よ
ろしく、お願いします。

次年度の方針について

環境保全委員長
　　　　　　平間　和弘
　ファクスで連絡してお
ります通り、５月６日の
桜の下草刈り早朝例会
は午前７時集合ですの
で、ご参加お願いしま
す。40分程度の作業で

歳のロータリー、ライオンズ、青年会議所の５
クラブ合同ゴルフ大会の案内が来ております。
ゴルフの後、午後６時からホテル日航千歳で懇
親会があります。ゴルフをしない方も懇親会に
出席をお願いします。この５クラブのゴルフの
当番は来年、千歳ＲＣとなりますので、よろし
くお願いします。

さんと一緒に千歳のために頑張りたいと思いま
す。

かれた地区協議会に出席してきました。いよい
よだなと感じております。
　次期ＲＩ会長のレイ・クリンギンスミスさん
は「地域を育み、大陸をつなぐ」という次期会
長テーマを掲げています。職業奉仕から発生す
る社会奉仕を含めて地域を作っていこうという
ことから、英文では「ＢｕｉｌｄｉｎｇＣｏｍ
ｍｕｎｉｔｉｅｓ－ＢｒｉｄｇｉｎｇＣｏｎｔ
ｉｎｅｎｔｓ」と、育むというより作るという
意味があると思います。大陸をつなぐという法
では、次期会長はロータリー財団の国際親善奨
学生としてアフリカに行った経験があり、アフ
リカに強い興味を持っていることもあり、ロー
タリーの力で大陸を繋いでいこう、国際奉仕を
進めていこうということです。
　強調事項が①ポリオ撲滅②青少年プログラム
③人道的プロジェクト（平和と紛争の予防・紛
争解決、疾病予防と治療、水と衛生設備、母子
の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域
社会の発展）の推進―の３つです。
　2010～2011年度の第2510地区のガバナー
は、北海道ガス取締役相談役の佐々木正丞（ま
さつぐ）さんです。地区の目標は①クラブの活
性化、会員増強等に向けてＣＬＰ（クラブ・
リーダーシップ・プラン）の検討をしよう②地
域ニーズを踏まえて、地域密着の奉仕活動を実
践しよう③ＲＩ財団の理解を深めて協力支援を
しよう（「毎年一人100ドル」を協力しよう）
―となっています。

次年度クラブ方針
　千歳ＲＣは設立から43年目を迎えました。
かつて会員は最大で126名という大所帯の時も



ロータリーソング 「我等の生業」

四つのテスト

ＳＡＡ　菅原　正行

友情の握手タイム

日時：2010年４月22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
担当：次年度三役

2009～2010年度
　第43回（通算2110回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　藤川　俊一
　　　　　　

例会の進行

お客様紹介

今　美音子様

で、わずか５つしか常任委員会がないというク
ラブ管理組織を推奨したということです。
　ＣＬＰの基本的考え方は①継続した計画の立
案、中期計画（３年）②親睦活動を活用し、奉
仕活動の全員参加を図る③クラブ内の意思決定
の際、公平なコンセンサスの形成④クラブ活動
や方針の連続性を図る（常任委員会）⑤研修、
教育により、リーダーを育成する⑥クラブ運営
の機能化、委員会組織の簡素化を図る―と、示
されています。ＣＬＰの異議と目的は、クラブ
の活性化と会員一人ひとりのロータリーライフ
の充実です。一度で終了するものではなく、１
年ごとに見直し、徐々に達成すべき性質のもの
です。クラブ組織を改編すれば済むようなもの
ではなく、少なくとも数年にわたって継続的に
遂行すべきものであるとＲＩは強調しています。
　次年度は、千歳ＲＣにとって果たしてＣＬＰ
が効果的なのか、慎重に研究し、検討しなけれ
ばならない、ＣＬＰ元年になるのではないかと
思います。
　この例会でアンケート調査をします。内容は
①あなたにとって理想的なクラブとは②３～５
年後、クラブの理想像は③クラブの長期目標を
立案することについてご意見を④次年度に望む
こと。こうしたアンケートは次年度、何回かさ
せてもらい、運営に生かすつもりです。
　ご協力よろしく、お願いします。

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

フコンペなどで楽しい
３日間でしたとのこと
でした。お帰りになる
16日には、私と川端
幹事が新千歳空港にお
見送りに参りました。
今後ますますの友情の
輪を広げたいと思いま
した。

ありましたが、現在では60名弱と減少してい
ます。数は力なのか、数も力なのかと問うこと
もありますが、会員を増やすことだけが目的で
はなく、参加して楽しい例会づくりを心掛け、
会員減少をなくしていくことが必要であり、
「外部に開かれたロータリー」を目指して参り
たいと思います。
　未だ不透明な経済状況の中で、会員それぞれ
が親睦だけでなく、あらゆる情報交換と会員相
互の協力でこの難局を乗り切っていかなければ
なりません。そこで「心　ひとつに」という
テーマを掲げて、会員一同がさらなる団結で立
ち向かう１年と考えています。
　①会員増強及び退会防止②外部に開かれた
ロータリー③親睦のみならず、あらゆる情報交
換と会員相互の協力―を重点事項としました。
当クラブだけでなく多くのクラブが抱える問題
は、会員減少、会員高齢化、マンネリ化であ
り、クラブ内のリーダーシップ不足、費用に見
合う充実感の不足、やりがいを感じる奉仕活動
の不足です。その主な原因は何なのか、単に景
気悪化、将来不安などで片付けていいのか。今
こそクラブの改革の必要性を強く感じます。そ
して、そのために「心　ひとつに」のテーマの
下に、会員が一致団結して取り組まねばなりま
せん。
　打開策の一つとして、ＣＬＰ導入を視野に入
れなければなりません。効果的なクラブ運営を
目指し、１年や２年で結実するとは考えていま
せん。身の丈に合った組織作りで成否を握るの
は、集約化した委員会活動にあると信じてい
ます。１人１委員会が原則です。2001年手続
要覧の推奨ロータリー細則で示されていた18
委員会は、会員150人規模を想定した組織だそ
うです。日本で平均的な40～50名の会員数で
は、１人が２～３委員会を掛け持ちしなければ
組織を完全に埋めることはできません。そこ

小森俊明会員の入会式

　さて、ヨーロッパではアイスランドの火山噴
火で空路がマヒし、多くの乗客が空港で足止め
され、お気の毒だと思います。ドイツなど一部
運航を再開したとのこと。これも滅多にないこ
とですが、予知できない天災です。早く運航を
再開できるよう祈ります。
　本日の例会は、次年度三役の担当です。よろ
しくお願いします。

紹介　幹事　川端　清

　４月15、16、17の３日間、友好クラブ神戸
南ＲＣから10名が当クラブを訪問され、ゴル

幹　事　川端　　清

幹事報告

　前回、４月15日の例会に参
加された神戸南ＲＣからお礼状
が届いています。ご覧くださ
い。来週の４月29日の例会は
休会ですので、お間違いのない
ように。事務局は４月26日～
５月５日、お休みとなります。

５月に誕生日を迎える奥様

　７日　中村　堅次　会員の奥様　　紀　子様
１０日　羽山　昇蔵　会員の奥様　　喜美代様
１４日　岩崎　暉久　会長の奥様　　康　子様
１４日　今野　良紀　会員の奥様　　朝　美様
２７日　木村　照男　会員の奥様　　邦　子様

　　おめでとうございます！
　

岩崎会長から小森会員の紹介

　昭和33年１月10日のお生まれで、52歳で
す。血液型はＢ型。職業分類は、発泡酒・清涼



本日の例会（５／６　第45回）：早朝移動例会（桜の下草刈り）　担当：環境保全委員会
～青葉公園多目的広場（千歳川沿い）～

2009-2010年度

“Future of Rotary is in Your hands”
ＲＩ会長

ジョン・ケニー

会　長　岩崎　暉久　　　副会長　加藤　武仁　　　幹　事　川端　　清

会長エレクト　佐々木金治郎　　　会　計　佐藤　晴一　

第2510地区ガバナー　渡邉　恭久　　　第７グループ・ガバナー補佐　加藤　寛治

CHITOSE ROTARY CLUBCHITOSE ROTARY CLUB
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６日

第38号（通算2006号）

（５月のプログラム）
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：定款・細則委員会

２９日（土）ＩＭ（27日の振替）担当：三役

（ローターアクト例会）
２７日（木）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：55.2％（４月２２日＝３２／５８、実数）
　　　　　　　確　定：86.0％（４月　８日＝４９／５７、うちメーキャップ３名）

（プロバスクラブ例会）
１１日（火）例会（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

佐々木会長エレクトが次年度の方針を説明（４月22日の例会で）

編集後記

　４月18日の次年度に向けた地区協議会（さっぽろ芸術文化の館）に参加したのですが、大勢が集
まる場所だったせいか、何かのウイルスが口の中に入ったようで、それ以来４月中は喉の炎症が続い
ていました。覚えたての「いきものがかり」のカラオケ練習もままならず、４月24日に恵庭の某祝
賀会二次会で歌う機会をもらったのに、歌いなれた「井上陽水」で済ませてしまいました。しかも、
それが喉の炎症回復を遅らせてしまい、残念の二段重ね。気温の上がらない４月、業績も上向きとい
えない状況ですが、いろいろな意味で恵まれた千歳の地で５月こそはと、連休中に気持ちを切り替え
る努力をしているところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

岩崎　暉久　会長
　きょうも元気で例会出席することができまし
た。
福田　武男　会員
①４月15～17日の３日間、神戸南ＲＣの皆さ
んと大変楽しく、交流を深めることができ。大
変いい感じで終了することができました。あり
がとうございました。②今回の神戸南ＲＣとの
交流会に際し、酒井会員にはゴルフをすること
もなく、３日間とも早朝から終日、皆さんのお
世話をしていただき大変ご苦労様でした。③神
戸南ＲＣとの交歓ゴルフコンペでは千歳ＲＣ
に貢献できませんでしたが、最終日の17日、
シャムロックカントリークラブでのプライベー
トコンペではベスグロをいただきました。
古谷　眞一　会員
　神戸南ＲＣとの交流ゴルフ楽しくできまし
た。
末廣　　孝　会員
　神戸南ＲＣ番外ゴルフコンペにおいて優勝し
ました。
五十嵐　宏　会員
　神戸南ＲＣとの交流ゴルフコンペに多くのご
参加をいただき、交流の親睦の輪を広げること
ができました。ありがとうございました。

下山　徹哉　会員
　先週の神戸南ＲＣとの交歓ゴルフコンペ１回
目でメンバーに恵まれ、優勝することができま
した。ありがとうございます。
平間　和弘　会員
　妻の誕生日に「スバラシイ」花をいただき、
ありがとうございました。
今野　良紀　会員
　真々地、本宮地区に引っ越しました。
本宮　輝久　会員
　今野会員がわが町内会の会員になりました。
佐々木　金治郎　会員
①丸駒温泉旅館が今年、皆様のおかげで創立
95周年になりました。それを記念して湯桶と
入湯券を販売しました。②４月11日の支笏湖
湖水開きと同時に、Ｂ級グルメ「秋ヒメ温玉ラ
イス」を各ホテル、レストランで提供開始しま
した。
佐々木　昭　会員
　北海学園大学同窓会を４月14日、リアンで
しばらくぶりに開催し、支部長に留任すること
になりました。中山会員の息子さんにも加わっ
ていただき、37名で出発することになりまし
た。

ニコニコ紹介
　　親睦活動委員会
　　　　副委員長　玉山　敬吏

ニコニコＢＯＸ




