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（６、７月のプログラム）　　　
６月１７日（木）年次報告　担当：三役
　　２４日（木）さよなら例会　担当：親睦活動委員会
７月　１日（木）年度計画発表　担当：三役
　　　８日（木）年度計画発表　担当：三役
　　１５日（木）夜間移動例会（キリンビール）担当：親睦活動委員会
　　２２日（木）通常例会　担当：ロータリー情報委員会
　　２９日（木）通常例会　担当：職業奉仕委員会

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

～ ６月はロータリー親睦活動月間 ～

出　席　率　　前　回：48.3％（６月　３日＝２８／５８、実数）
　　　　　　　確　定：74.1％（５月２０日＝４３／５８、うちメーキャップ１名）

（プロバスクラブ例会）
７月１３日（火）10：00～（佐々木農園）

◎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

分収造林の手入れ（６月３日の例会で、大澤会員撮影）

編集後記

　早朝移動例会、振り替えのＩＭなどが続いたと思ったら、もう年次報告です。各委員長さん、１年
間を振り返り、やり遂げたこと、し残したことなどさまざまな思いが述べられることになるでしょ
う。後ほど報告書ができると思いますので、会報では内容の詳細に触れない予定です。会報用の原稿
はお持ちいただかなくて結構ですので、よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　（大澤）

ロータリーの森林入口の標柱を補強する作業

会長あいさつを聞く皆さん

平間委員長の先導で森林ツアー出発

後続部隊も出発

大沼会員、自慢の道具で枝切りに挑戦

シカの食害で皮がなくなった木々

森林一周から続々と帰還

これにて散会、お疲れさまでした
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シラネアオイの群落



　おはようございます。
今朝４時半に起きて外を
見ると雨が降っていまし
たが、いまは晴れていま
す。
　昨日、鳩山総理大臣と
小沢幹事長が退陣という
ことでした。わずか８カ

日時：2010年６月３日　７：00～７：50
場所：千歳ロータリーの森林（もり）
プログラム：早朝移動例会（分収造林の作業）
　　　　　　　担当：環境保全委員会

2009～2010年度
　第49回（通算2116回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　宮本　伸司
　　　　　　

例会の進行

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

（移動例会ですので、ロータリーソング、四つ
のテスト、友情の握手タイムは割愛します）

月ですが、沖縄の米軍普天間基地ですとか諸問
題があるようですが、安定した政権運営をして
もらいたいと思います。
　いつだったか、山道を歩いていたら、鹿の親
子に出逢ったことがあります。本当に可愛らし
い眼で、こちらを見ていました。きょうは分収
造林の手入れです。よろしく、お願いします。

　委員会活動報告が来週から始まります。も
し、調整が必要であれば、私か事務局にお願い
します。

幹　事　川端　　清

幹事報告

　明後日の恵庭ＲＣ40周年
は、ノーネクタイでラフな格好
をということです。移動のタク
シーは、14時15～30分の間に
逐次、出発しますので遅れない
ようにお願いします。

分収造林の手入れ

木材業一筋で来てＲＣに入り、分収造林を手掛
けてきました。いまの内閣のように、旗を振っ
ても後が続かないと木は育ちません。皆さんは
私以上の情熱で手入れしてくれたので、このよ
うに育っています。クラブの50周年くらいの
ときに１回目の間伐をし、その後の間伐などで
最終的には1,000本ぐらいが残るのかなと思い
ます。
　この度、環境委員会の平間委員長さんを中心
に組織が盛り上がっていただいて、森林組合に
お願いして、敷地の境界がハッキリ分かるとこ
ろまで刈っていただきました。一回りできるよ
うになりましたので、どうか我々の財産なんだ
と、確認しながら見てください。
　空高く伸びていくアカエゾマツのように、皆
さんの企業も成長されていくことを祈念しま
す。

千歳分収造林組合
　組合長　丹治　秀一

末廣直前会長あいさつ
　岩崎会長、この１年間
本当にご苦労さまでし
た。また、佐々木次年度
会長、今は本当に緊張さ
れている中ではないかと
思います。まあ、先ほど
会長も言われた通り、１
年というのは始まると本当に早いものです。今
後とも、新理事・委員長の方はいろいろあると
思いますが、是非頑張っていただいて、また旧
理事・委員長の方はご苦労さまと言うことで、
乾杯したいと思います。

佐々木次年度会長あいさつ
　岩崎会長、川端幹事、
そして今日お集まりの現
理事の皆様は、もう少し
残ってはいますが、大
変ご苦労様でございまし
た。ゴール前の１カ月
ちょっと、ラストスパー
トをよろしくお願いします。そして、新年度の
理事の皆さん、今度の７月１日から、来年６月
30日にゴールに到着するまで、どうぞよろし
くご協力のほどをお願いいたします。岩崎会長
も肩の荷が下りまして、肩が軽くなったような
感じでありますが、私たちは次年度の理事の皆
さん方と、すばらしいとはいかないまでも、穏
やかな海に出発していきたいと思っています。
何かといろいろお世話になることもたくさんあ
ることと思いますが、細則なども若干改正し
て、新体制でいきたいと思いますので、よろし
くご協力のほどをお願い申し上げます。

今村会長ノミニーあいさつ
　岩崎会長、本当に１年
間ご苦労さまでした。あ
と１カ月ほど残っており
ますが、無事に港に着
くことを期待しておりま
す。また、佐々木次年度
会長は船出を迎えるとい

う大事なひと月だと思います。新体制へ向けて
の調整、準備を完璧にしていただきまして、新
しい船出を迎えていただきたいと思います。私
も新体制の理事、次々年度の会長として、１年
間じっくり見させていただき、波穏やかである
ことを期待して、次々年度を迎えたいと思います。
　　　　　　　（文・写真＝尾﨑伊智朗会員）

炉辺談話を開催しました。
　今回は、新会員の小森俊明氏を迎え、アドバ
イザーとして佐藤秀雄パストガバナー、上井昭
一パスト会長、中山和朗パスト会長、岩崎暉久
会長、佐々木金治郎会長エレクトにロータリー
情報委員会の福田武男委員長はじめ、各委員等
12名が出席して行われました。
　福田武男委員長からのあいさつに始まり、佐
藤パストガバナーからは、「ロータリーの歴史
と現状」について、上井、中山両パスト会長は
「小森会員の入会を歓迎するとともに親睦を深
め、ロータリーでの経験が大きな財産」と、温
かいアドバイスがありました。続いて、参加者
から「ロータリーについての想い」が語られま
した。
　小森会員からは「ロータリー活動を通じて地
域に密着した企業として頑張りたい」と抱負を
述べられていました。
　その後、フリートーキングになり、間もなく
スタートする佐々木金治郎年度にエールを送
る意味で、「次年度クラブ運営を考える」につ
いて経験談と意見・要望が披露されました。
また、「ロータリー活動の考え方」「例会のあり
方」等、いろいろな意見が出され、激論を交わ
す場面が見られるなど「第３回炉辺談話」は大
いに盛り上がりました。
　　　　　　　　　（文・写真＝酒井宏会員）

炉辺談話を開催

　このたび、早朝例会
で見ていただきたいの
は、委員会の平間委員
長からも説明があると
思いますが、人生ただ

　６月３日
（木）18時30
分から「リア
ン」におい
て、ロータ
リー情報委員
会主催による
本年度第３回



て　　今後、所定の手続きに則り会員選挙を行
うこととしました。③６月のプログラムについ
て ▽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 ▽６月８日（火）
プロバスクラブ総会 ▽６月10日（木）年次報
告（担当：三役） ▽６月17日（木）年次報告
（担当：三役） ▽６月24日（木）さよなら例
会（ANA）担当：親睦活動委員会（アクト合
同移動例会）

環境保全委員長
　　　　　平間　和弘
　平成４年の５月18
日に植えてから18年
が経ちました。皆さん
の毎年のご協力で見え
る所はきれいになって
いますが、奥の方まで
手入れができていませ

　銀だら西京焼き、牛肉野菜巻き、煮物、鶏照
り焼き、肉団子たれ和え、大葉巻き海老天、牛
蒡ごま和え、厚焼き玉子、黒豆、芋羊羹、大根
ナムル、漬物。

なＣＬＰは無理との判断で、段階的な組織改革
としました。
　次年度は、理事の数を14名から10名にしま
す。委員会の数も18から14にします。そして
４大奉仕（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕）委員会を基本に、他の委員会は４大
奉仕のいずれかに属する形に機構改革します。
次年度は、この形でクラブ運営をし、さらなる
ＣＬＰ推進へ「ＣＬＰ元年」と位置付けています。

んでした。そこで、特別会計を使い、森林組合
さんに相談して約11万円できれいにしてもら
いました。シラカバ、ホオの木が約70本ほど
ありましたが、全部伐採して運び出してもらい
ました。お金も掛かりましたが、これで間伐ま
でそんなに手入れしなくていいかと思います。
この看板も、腐っていた部分があったので補強
していただきました。今朝ちょっと木炭を入れて
腐らないようにしました。
　今日の作業は、分収造林の外周を１周して広
さを実感してもらいます。枝払いの作業の成果
も確認してもらいます。遅くとも８時までには
帰れると思います。折角、道具をもってきたん
だからという人は、枝払い作業をしていただい
て構いません。途中で鹿の糞、熊の糞もありま
すが、シラネアオイがきれいに咲いているとこ
ろもあります。よく見てください。
　作業終了後は、参加者に豪華お弁当が配られ
ました。

ゴールイン、お弁当を配布

豪華お弁当
「雅御膳」

Ｉ　Ｍ　に　参　加

会場のホテルで千歳ＲＣの皆さん

　第48回（通算2115回）例会の振り替えとな
りました。

　北広島クラッセホテルを会場に５月29日、
2510地区第７グループの６ＲＣから会員が集
まりました。千歳ＲＣからは、例会の振替とい
うことで全員登録とし、実際には21名が参加
しました。
　各クラブからＣＬＰ（クラブ・リーダーシッ
プ・プラン）の取り組みについて発表があり、
千歳ＲＣは佐々木金治郎会長エレクトが発表し
ました。また、シカゴで開かれたＲＩの規定審
議会に出席した佐藤秀雄パストガバナーが、そ
の様子について報告しました。

ＣＬＰについて発表す
る佐々木エレクト

懇親会の会場は眺望抜群

第24回理事会を開催

　５月27日にリアンにて、理事会が開催され
ました。審議事項と審議結果は以下の通りで
す。①ロータリー米山記念奨学会について　現
在、年間一人当り2,000円となっている普通寄
付の額を新年度より4,000円とすることとしま
した。但し、財源については新年度の予算の中
で検討することとしました。②新入会員につい

新旧クラブ協議会を開催

　５月27日リアンにて、新旧クラブ協議会が
開催されました。
　会は川端幹事の司会で進められ、岩崎会長の
あいさつの後、末廣直前会長の乾杯の挨拶によ
り、懇談が開始されました。その後は、佐々木
次年度会長より、新年度へ向けての力強いあい
さつがあました。最後は、今村会長ノミニーの
乾杯により会を締めました。

岩崎会長あいさつ
　新旧クラブ協議会にた
くさんの皆様に出席いた
だきありがとうございま
した。世の中は、沖縄の
普天間基地の移転問題で
すとか、７月の参議院選
挙ですとか、いろいろな
ニュースがあり、また、口蹄疫という家畜の病
気ですとか、今までになかったものもあり、早
く終息に向かってもらいたいと思っています。
理事、委員長の皆様には、この１年間、地域に
密着したあらゆる面でのロータリーの奉仕活動
に活躍されましたことに対し、深く感謝申し上
げます。本日の新旧クラブ協議会では、活発な
審議をお願いいたします。

　千歳ＲＣが設立から
43年目を迎えます。
かつて会員数126名の
大所帯だったこともあ
りましたが、現在では

60名弱と、半数以下に減少しております。
　しかし、組織形態は従来通りで、多くの会員
が２つの委員会に所属しています。そのために
色々と組織にひずみが出てきました。そこで次
年度は、当クラブもＣＬＰを断行しようと思い
ます。急激な変化には少々の抵抗もあり、完全

ＩＭで渇いた喉を懇親会のビールで潤しました。
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り、懇談が開始されました。その後は、佐々木
次年度会長より、新年度へ向けての力強いあい
さつがあました。最後は、今村会長ノミニーの
乾杯により会を締めました。

岩崎会長あいさつ
　新旧クラブ協議会にた
くさんの皆様に出席いた
だきありがとうございま
した。世の中は、沖縄の
普天間基地の移転問題で
すとか、７月の参議院選
挙ですとか、いろいろな
ニュースがあり、また、口蹄疫という家畜の病
気ですとか、今までになかったものもあり、早
く終息に向かってもらいたいと思っています。
理事、委員長の皆様には、この１年間、地域に
密着したあらゆる面でのロータリーの奉仕活動
に活躍されましたことに対し、深く感謝申し上
げます。本日の新旧クラブ協議会では、活発な
審議をお願いいたします。

　千歳ＲＣが設立から
43年目を迎えます。
かつて会員数126名の
大所帯だったこともあ
りましたが、現在では

60名弱と、半数以下に減少しております。
　しかし、組織形態は従来通りで、多くの会員
が２つの委員会に所属しています。そのために
色々と組織にひずみが出てきました。そこで次
年度は、当クラブもＣＬＰを断行しようと思い
ます。急激な変化には少々の抵抗もあり、完全

ＩＭで渇いた喉を懇親会のビールで潤しました。



　おはようございます。
今朝４時半に起きて外を
見ると雨が降っていまし
たが、いまは晴れていま
す。
　昨日、鳩山総理大臣と
小沢幹事長が退陣という
ことでした。わずか８カ

日時：2010年６月３日　７：00～７：50
場所：千歳ロータリーの森林（もり）
プログラム：早朝移動例会（分収造林の作業）
　　　　　　　担当：環境保全委員会

2009～2010年度
　第49回（通算2116回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　宮本　伸司
　　　　　　

例会の進行

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

（移動例会ですので、ロータリーソング、四つ
のテスト、友情の握手タイムは割愛します）

月ですが、沖縄の米軍普天間基地ですとか諸問
題があるようですが、安定した政権運営をして
もらいたいと思います。
　いつだったか、山道を歩いていたら、鹿の親
子に出逢ったことがあります。本当に可愛らし
い眼で、こちらを見ていました。きょうは分収
造林の手入れです。よろしく、お願いします。

　委員会活動報告が来週から始まります。も
し、調整が必要であれば、私か事務局にお願い
します。

幹　事　川端　　清

幹事報告

　明後日の恵庭ＲＣ40周年
は、ノーネクタイでラフな格好
をということです。移動のタク
シーは、14時15～30分の間に
逐次、出発しますので遅れない
ようにお願いします。

分収造林の手入れ

木材業一筋で来てＲＣに入り、分収造林を手掛
けてきました。いまの内閣のように、旗を振っ
ても後が続かないと木は育ちません。皆さんは
私以上の情熱で手入れしてくれたので、このよ
うに育っています。クラブの50周年くらいの
ときに１回目の間伐をし、その後の間伐などで
最終的には1,000本ぐらいが残るのかなと思い
ます。
　この度、環境委員会の平間委員長さんを中心
に組織が盛り上がっていただいて、森林組合に
お願いして、敷地の境界がハッキリ分かるとこ
ろまで刈っていただきました。一回りできるよ
うになりましたので、どうか我々の財産なんだ
と、確認しながら見てください。
　空高く伸びていくアカエゾマツのように、皆
さんの企業も成長されていくことを祈念しま
す。

千歳分収造林組合
　組合長　丹治　秀一

末廣直前会長あいさつ
　岩崎会長、この１年間
本当にご苦労さまでし
た。また、佐々木次年度
会長、今は本当に緊張さ
れている中ではないかと
思います。まあ、先ほど
会長も言われた通り、１
年というのは始まると本当に早いものです。今
後とも、新理事・委員長の方はいろいろあると
思いますが、是非頑張っていただいて、また旧
理事・委員長の方はご苦労さまと言うことで、
乾杯したいと思います。

佐々木次年度会長あいさつ
　岩崎会長、川端幹事、
そして今日お集まりの現
理事の皆様は、もう少し
残ってはいますが、大
変ご苦労様でございまし
た。ゴール前の１カ月
ちょっと、ラストスパー
トをよろしくお願いします。そして、新年度の
理事の皆さん、今度の７月１日から、来年６月
30日にゴールに到着するまで、どうぞよろし
くご協力のほどをお願いいたします。岩崎会長
も肩の荷が下りまして、肩が軽くなったような
感じでありますが、私たちは次年度の理事の皆
さん方と、すばらしいとはいかないまでも、穏
やかな海に出発していきたいと思っています。
何かといろいろお世話になることもたくさんあ
ることと思いますが、細則なども若干改正し
て、新体制でいきたいと思いますので、よろし
くご協力のほどをお願い申し上げます。

今村会長ノミニーあいさつ
　岩崎会長、本当に１年
間ご苦労さまでした。あ
と１カ月ほど残っており
ますが、無事に港に着
くことを期待しておりま
す。また、佐々木次年度
会長は船出を迎えるとい

う大事なひと月だと思います。新体制へ向けて
の調整、準備を完璧にしていただきまして、新
しい船出を迎えていただきたいと思います。私
も新体制の理事、次々年度の会長として、１年
間じっくり見させていただき、波穏やかである
ことを期待して、次々年度を迎えたいと思います。
　　　　　　　（文・写真＝尾﨑伊智朗会員）

炉辺談話を開催しました。
　今回は、新会員の小森俊明氏を迎え、アドバ
イザーとして佐藤秀雄パストガバナー、上井昭
一パスト会長、中山和朗パスト会長、岩崎暉久
会長、佐々木金治郎会長エレクトにロータリー
情報委員会の福田武男委員長はじめ、各委員等
12名が出席して行われました。
　福田武男委員長からのあいさつに始まり、佐
藤パストガバナーからは、「ロータリーの歴史
と現状」について、上井、中山両パスト会長は
「小森会員の入会を歓迎するとともに親睦を深
め、ロータリーでの経験が大きな財産」と、温
かいアドバイスがありました。続いて、参加者
から「ロータリーについての想い」が語られま
した。
　小森会員からは「ロータリー活動を通じて地
域に密着した企業として頑張りたい」と抱負を
述べられていました。
　その後、フリートーキングになり、間もなく
スタートする佐々木金治郎年度にエールを送
る意味で、「次年度クラブ運営を考える」につ
いて経験談と意見・要望が披露されました。
また、「ロータリー活動の考え方」「例会のあり
方」等、いろいろな意見が出され、激論を交わ
す場面が見られるなど「第３回炉辺談話」は大
いに盛り上がりました。
　　　　　　　　　（文・写真＝酒井宏会員）

炉辺談話を開催

　このたび、早朝例会
で見ていただきたいの
は、委員会の平間委員
長からも説明があると
思いますが、人生ただ

　６月３日
（木）18時30
分から「リア
ン」におい
て、ロータ
リー情報委員
会主催による
本年度第３回



本日の例会（６／10　第50回）：年次報告　　　　担当：三役
～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳～

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６月10日

第42号（通算2010号）

（６、７月のプログラム）　　　
６月１７日（木）年次報告　担当：三役
　　２４日（木）さよなら例会　担当：親睦活動委員会
７月　１日（木）年度計画発表　担当：三役
　　　８日（木）年度計画発表　担当：三役
　　１５日（木）夜間移動例会（キリンビール）担当：親睦活動委員会
　　２２日（木）通常例会　担当：ロータリー情報委員会
　　２９日（木）通常例会　担当：職業奉仕委員会

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

～ ６月はロータリー親睦活動月間 ～

出　席　率　　前　回：48.3％（６月　３日＝２８／５８、実数）
　　　　　　　確　定：74.1％（５月２０日＝４３／５８、うちメーキャップ１名）

（プロバスクラブ例会）
７月１３日（火）10：00～（佐々木農園）

◎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

分収造林の手入れ（６月３日の例会で、大澤会員撮影）

編集後記

　早朝移動例会、振り替えのＩＭなどが続いたと思ったら、もう年次報告です。各委員長さん、１年
間を振り返り、やり遂げたこと、し残したことなどさまざまな思いが述べられることになるでしょ
う。後ほど報告書ができると思いますので、会報では内容の詳細に触れない予定です。会報用の原稿
はお持ちいただかなくて結構ですので、よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　（大澤）

ロータリーの森林入口の標柱を補強する作業

会長あいさつを聞く皆さん

平間委員長の先導で森林ツアー出発

後続部隊も出発

大沼会員、自慢の道具で枝切りに挑戦

シカの食害で皮がなくなった木々

森林一周から続々と帰還

これにて散会、お疲れさまでした

ロ
ー
タ
リ
ー
の
森
林
ス
ナ
ッ
プ

シラネアオイの群落




