
酒井　　宏　会員
　平成22年「春の叙勲」で、瑞宝双光章を受
章し、５月13日に皇居に参内して天皇陛下の
拝謁をいただくことができました。
佐々木　金治郎　会長エレクト
　５月15日に支笏湖ビジターセンターで、支
笏湖温泉旅館組合主催による「支笏湖の今と
昔」という題の語り部をしました。また、丸駒
温泉の湯桶も売れ行き良く、当初予定分を完売
して追加発注して販売しています。
岩崎　暉久　会長
　妻の誕生日にお花をありがとうございました。
今野　良紀　会員
　①妻の誕生日にお花をありがとうございまし
た。②ローターアクトクラブの研修旅行で高塚
隊長（千歳セントラルＲＣ会長）の下、アクト
３名ほかが米山梅吉記念館を訪ねました。私は
仕事でいけず、入金だけしましたが、きちんと
一部を寄付してくれました。後日、アクトから
感謝報告いたします。

ニコニコ紹介

　　親睦活動委員会
　　　　副委員長　玉山　敬吏

本日の例会（６／３　第49回）：早朝移動例会（分収造林の作業）担当：環境保全委員会
～ロータリーの森林～
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社会奉仕委員長の佐々木昭会員が市史を説明（５月20日の例会で）

編集後記

　恵庭で民報杯朝野球恵庭大会、千歳でも民報杯朝野球大会の開幕試合がありました。例年ですと、
私が始球式に登場しますが、今年は恵庭が市制40周年・商工会議所20周年の記念大会ということで
原田市長に始球式をお願いし、千歳は廣重会頭にお願いしました。ただ、早朝で写真撮影条件が厳し
いことから、カメラマンとして撮影側に回り、結果として私の撮った写真が１面を飾りました。こ
の先、それぞれの大会の決勝（６月下旬）にも立ち会い、表彰式に臨まなければなりません。睡眠不
足の日々ですが、朝野球の次は市民納涼花火大会（７月17日）、支笏湖湖水まつりの花火（７月31
日）と、今度は夜の花火が続きます。さらに、鳩山首相退陣のニュースが飛び込んできました。ロー
タリーの年度替りを前に、あれこれ出て来ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

とがあります。それが縁で執筆に加わることに
なりました。平成20年ごろまではさっぱり筆
が進まなかったのですが、明治時代のアイヌの
人たちのこと、長沼や恵庭との境界のことなど
が歴史の中に出て来ています。
　長沼に蘭越からの灌漑用水がありますが、長
沼側から明治期に提案されて、水利権が長沼に
なり、千歳にはほとんど水利権がないという状
況になりました。そうした千歳市の先史にとど
まらず、本道の歴史に重要な位置を占める事柄
に触れています。また、千歳市の農村開拓の有
様を記しています。皆さんにもぜひ、読んでい
ただきたいと思います。
　この本の価値はお金に換算できませんが、市
民向けに１冊3,500円でお分けしています。前
金でいただき、市に納付してから受け取る方式
ですので、ご理解の上、よろしくお願いします。

ホームページに掲載されるものを、事務局でプ
リントアウトして、例会出席者の手元に渡ると
いう形になりそうです。

ニコニコＢＯＸ

第４回次年度理事会を開催

　20日の例会後、同会場で開かれました。次
年度の体制などが確認されました。この中で、
次年度のクラブ会報の体裁が示されました。



　南九州の宮崎で口蹄疫
が発生し、牛や豚の被害
が出ています。東国原知
事が非常事態といってい
ます。５月15日に長沼
町民会館で開かれた青少
年の国際交流フェスティ
バルに、川端幹事と２人
で行ってきました。バン

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

四つのテスト

日時：2010年５月20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（クラブ細則の改正）　
担当：定款・細則委員会

2009～2010年度
　第47回（通算2114回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　菅原　正行

例会の進行

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

プログラム委員会
　　　　副委員長　村田　研一

友情の握手タイム

れいな水を風呂やトイレにも使っています。一
方、世界の中には何キロも歩いて飲み水を汲み
に行かなければならないような人達がいます。
かなりの重労働ですが、女性や子供たちがその
役割を担っていることが多いのです。その点、
日本は水道普及率が高く、ありがたみを忘れが
ちですが、これからも水を大切に使って、より
良い生活を続けていくことができればと思いま
す。
　本日は、ご案内の通り、定款・細則委員会担
当の例会です。よろしく、お願いします。

　花束を受け取った酒井会員は「平成22年春
の叙勲で、危険業務従事者ということで瑞宝双
光章をいただきました。自衛隊、消防、警察職
員の受章が格段に多いということで、栄典規則
が変わり、2003年から枠が別になりました。
40年、警察にいて、その栄誉に浴することに
なりました。昨年、書類を出して２月に内示を
受けました。それ以降、犯罪をおかさないよう
真剣に取り組みました。４月29日に国会での
承認により告示されました。天皇陛下の拝謁で
は、春秋の間で全国から集まった警察官と配偶

次年度に対応できるようにしたいと考えており
ます。ＣＬＰの考えを尊重していきますが、Ｓ
ＡＡについて、ご意見などありましたら、お願
いします。残りの時間は、当初予定していた社
会奉仕委員会の方にお願いします。
※この後、川端幹事が「会場監督を理事から抜
くことについて、皆さんの認識を得ておかない
と」との意見。ＳＡＡの委員長で次年度副会長
の大西会員が「理事には入らないが、会場監
督、ＳＡＡがなくなるわけではない」との説明
がありました。

　編集子から付言しますと、次年度の役員構成
では、理事の定数を削減するに当たり、理事に
なる委員長は４大奉仕委員会の委員長というこ
とになります。ＳＡＡの委員長は理事ではなく
なりますが、委員会としてはクラブ奉仕委員
長・理事の下でプログラム委員会と併せた委員
会として機能していきます。

ド演奏やダンスの楽しいひと時を過ごして帰っ
てきました。「ロータリーの友」で、命を守る
水という記事が載っていました。私たちは、き

移動例会で、分収造林の作業をします。７時ま
でに集合してください。各委員会の委員長は、
今年度の報告を提出していただきますが、手書
きではなく電子ファイルでお願いします。掛川
グリーンＲＣから手紙とバナーが届いておりま
す。また、同クラブ会員が生産しているキウイ
フルーツを、本日の食事に出しております。ど
うもありがとうございました。

幹　事　川端　　清

幹事報告

　５月27日はＩＭに振り替え
るので、例会はありません。
５月29日のＩＭは、北広島ク
ラッセホテルまで、当ホテル
を15時10～20分に出発するバ
スを出します。６月３日は早朝

酒井会員に花束贈呈

　春の叙勲で瑞宝双光章を受章しました。５月
13日に皇居に参内して天皇陛下の拝謁を受け
ました。岩崎会長から「名誉ある章、おめでと
うございます」と、祝福して花束を渡しまし
た。

酒井会員に岩崎会長からお祝いの花束

環境保全委員長
　　　　　　平間　和弘
　先ほど幹事からもありま
したが、次週の例会があ
りませんので早いかとも思
いましたが、６月３日の分
収造林の草刈りと枝払い、
よろしくお願いします。ま

委 員 会 報 告

た、看板の補修もしたいと思っています。当日
は７時を過ぎると王子製紙の発電所の鍵が掛か
りますので、時間を厳守してください。全体の
周囲の小枝切り払いをしてもらいます。森林組
合による作業の後も皆さんに確認していただき
ます。

定款・細則委員長
　　　　　　　木村　照男
　これまで、例会の中で
フォーラムなどで討議いた
だき、ありがとうございま
した。定款・細則のことで
取り組んでいる佐藤委員が
東京の方に行っておりまし

て、私の方で地区などに問い合わせたり、幹事
と打ち合わせなどもしまして、文書の校正がま
だできていないこともありまして、１日も早く

クラブ細則の変更について

千歳市史について

社会奉仕委員長
　　　　　　　佐々木　昭
　今年３月、「新千歳市史」
通史編上巻というのが発
刊になりました。開基130
年、市制50周年をめどに編
纂委員会が平成16年10月１
日にできまして、私もその
一員として加わってきましたので、説明します。
　最初の市史は、更科源蔵さんという北海道の
歴史の大家がまとめたものです。それを開基
100年の時に補完して、増補千歳市史というの
ができました。編纂に当たったのが、長見義三
さんという千歳在住だった芥川賞候補作家でした。
　それから30年、そろそろ、歴史をつづって
はどうかと、編纂が始まりました。戦前と戦後
の上下巻にしようということになりました。私
は昭和59年に千歳市農協の30年史を書いたこ

者が集まりました」と、説明。

　「今日の花束はかみさんに、
皆さんからの言葉は胸の中に受
け止めたいと思います」と、謝
意を述べました。
　　　　　　　酒井　宏　会員
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仕事でいけず、入金だけしましたが、きちんと
一部を寄付してくれました。後日、アクトから
感謝報告いたします。

ニコニコ紹介

　　親睦活動委員会
　　　　副委員長　玉山　敬吏

本日の例会（６／３　第49回）：早朝移動例会（分収造林の作業）担当：環境保全委員会
～ロータリーの森林～

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３日

第41号（通算2009号）

（６月のプログラム）　　　
１０日（木）年次報告　 担当：三役　　　　　

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

（ローターアクト例会）
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：36.2％（５月２９日＝２１／５８、実数）
　　　　　　　前々回：50.0％（５月２０日＝２９／５８）
　　　　　　　確　定：84.5％（５月１３日＝４９／５８、うちメーキャップ１名）
　　　　　　　確　定：63.8％（５月　６日＝３７／５８、うちメーキャップ１名）

（プロバスクラブ例会）
　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

社会奉仕委員長の佐々木昭会員が市史を説明（５月20日の例会で）

編集後記

　恵庭で民報杯朝野球恵庭大会、千歳でも民報杯朝野球大会の開幕試合がありました。例年ですと、
私が始球式に登場しますが、今年は恵庭が市制40周年・商工会議所20周年の記念大会ということで
原田市長に始球式をお願いし、千歳は廣重会頭にお願いしました。ただ、早朝で写真撮影条件が厳し
いことから、カメラマンとして撮影側に回り、結果として私の撮った写真が１面を飾りました。こ
の先、それぞれの大会の決勝（６月下旬）にも立ち会い、表彰式に臨まなければなりません。睡眠不
足の日々ですが、朝野球の次は市民納涼花火大会（７月17日）、支笏湖湖水まつりの花火（７月31
日）と、今度は夜の花火が続きます。さらに、鳩山首相退陣のニュースが飛び込んできました。ロー
タリーの年度替りを前に、あれこれ出て来ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

とがあります。それが縁で執筆に加わることに
なりました。平成20年ごろまではさっぱり筆
が進まなかったのですが、明治時代のアイヌの
人たちのこと、長沼や恵庭との境界のことなど
が歴史の中に出て来ています。
　長沼に蘭越からの灌漑用水がありますが、長
沼側から明治期に提案されて、水利権が長沼に
なり、千歳にはほとんど水利権がないという状
況になりました。そうした千歳市の先史にとど
まらず、本道の歴史に重要な位置を占める事柄
に触れています。また、千歳市の農村開拓の有
様を記しています。皆さんにもぜひ、読んでい
ただきたいと思います。
　この本の価値はお金に換算できませんが、市
民向けに１冊3,500円でお分けしています。前
金でいただき、市に納付してから受け取る方式
ですので、ご理解の上、よろしくお願いします。

ホームページに掲載されるものを、事務局でプ
リントアウトして、例会出席者の手元に渡ると
いう形になりそうです。

ニコニコＢＯＸ

第４回次年度理事会を開催

　20日の例会後、同会場で開かれました。次
年度の体制などが確認されました。この中で、
次年度のクラブ会報の体裁が示されました。




