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本日の例会 （１１月１１日 第２０回） 通常例会（ゲスト卓話）  担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

～ANAクラウンプラザホテル千歳～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年１１月１１日 

第１７号 （通算２０２９号） 

佐々木会長テーマ 

“心ひとつに” 

会 長 佐々木 金治郎   副会長 大西 信也   幹 事 佐藤 晴一 

会長エレクト 今村 靜男   会 計 酒井 宏  

第2510地区ガバナー 佐々木 正丞 第７グループ・ガバナー補佐 古川 大之  

～ １１月はロータリー財団月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第１９回（通算２１３８回）例会報告 
 

日時：２０１０年１１月４日１８：３０～２０：００ 

場所：丸駒温泉旅館 

プログラム：夜間移動例会 

担当：親睦活動委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 村田 研一 

 今日は、この３５ｋｍ離れた丸駒温泉での夜間例会

ですが、どうかいろいろな話をみなさまと一杯飲みな

がら語り合いたいと思っています。時間の許す限り、

山の中の一軒宿で楽しい会話をしていただければ幸い

に思います。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 この会に先立ちまして、丸駒温泉さ

んと長澤会員からお酒を頂いておりま

す。本日歩いた方、そして例会に参加

していただいた方、本当にありがとう

ございます。会長の挨拶にもありまし

たように、酒を酌み交わしながら楽し

い話をしていただけたらと思います。 

 また、神戸南ＲＣ訪問に関しまして

は、１１月１４日１３時発ＡＮＡの飛

行機で行くことになります。４０分ほど前にカウン

ター前に集合していただければと思います。着いた日

は自由行動の日になっております。１５日の日は、関

西ゴルフクラブでゴルフをしてから例会に参加という

ことになります。１５日は、当日組が４名ほど入って

きますが、その方たちは市内観光をして、例会で合流

となります。１６日は広野カントリークラブでゴルフ

をして、１８時発のＡＮＡで帰ってくるということに

なっています。近くなりましたら、参加者の皆様に

は、改めてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

（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） 

 

 

 

会長 佐々木 金次郎 
 

 会長挨拶というよりも、当館の宿屋

のおやじとしてお礼の言葉を先の述べ

させていただきたいと思います。本日

は、千歳ロータリークラブの会員の皆

さま、移動例会に丸駒温泉旅館をご利

用下さいまして、本当にありがとうご

ざいます。たくさんの会員の皆様が出

席していただきましたことを、心から

感謝申し上げます。今日は７ｋｍくら

い歩いたのですが、長澤健康委員長、本当にありがと

うございました。また、歩いたこともさることなが

ら、２５年振りくらいに歩いて昔のことを思い出しま

した。その、昔のことを思い出すきっかけとなったこ

とにも、心から感謝申し上げます。また、歩かなかっ

た人も、本日お越しいただいてありがとうございま

す。歩くということは、こんなに素晴らしいことだと

いうことを再認識しました。これからも、私たち会員

は一つ一つ年をとっていくのですが、歩くということ

を大事にしていただけたらと思います。 

幹事報告 
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進行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯の挨拶 

パストガバナー 佐藤 秀雄 
 

 このように風光明媚な丸駒温泉で夜

間例会ということで、大変うれしく

思っております。今日は、健康委員会

の長澤会長が企画していただいて、あ

りがとうございました。私も出たかっ

たのですが、仕事の都合で失礼いたし

ました。１１月１４日は神戸南ロータ

リークラブの公式訪問ですが、私も２

３日から大阪で国際ロータリーの研究

会がありまして、夫婦共々出席することになっている

ものですから、１週間前に神戸に行って、その次大阪

ということになるものですから、ちょっと失礼させて

いただこうと思います。それでは、すばらしい佐々木

金治郎会長のホテルでの夜間例会ということで、存分

に楽しんで参りたいと思います。 

 

 

「歩こう会」の報告 

健康委員長 長澤 邦雄 
 

 今日は、本当は湖畔から歩いてここ

まで来る予定だったのですが、たまた

ま護岸工事がありまして、第７覆道か

ら７、８ｋｍ歩きました。昔、山を

やっていましたので、４ｋｍを１時間

でいいなと思い、８ｋｍなので２時間

と思っていたのですが、若い人は早く

着いて、私がびりっけつで着きまし

た。案の定２時間ジャスト掛かりました。各自のペー

スで歩いてくださいということでしたので、このよう

になりました。今回は、親睦委員会の主催の例会です

が、健康委員会はそれにおんぶにだっこの形で行わせ

ていただきました。健康の基本は、皆さんもご存じな

ように「運動、栄養、休養」です。運動してから、い

いお湯につかり、そしてこのようにおいしい酒を飲む

ということで、まさに健康の三要素がそろっていま

す。このことに、感謝いたします。会長、ありがとう

ございました。また、今回は足を動かすだけではな

く、手も動かそうということで、ゴミ拾いもしていこ

うということで、ゴミ拾いをしてきました。佐藤幹事

は途中で土嚢の袋を拾い、それにゴミをたくさん入れ

て引きずりながら歩いていました。佐藤幹事、ご苦労

様でした。このように、無事誰も落後することなしに

終わることが出来ました。本当にありがとうございま

した。 

 

歓迎のご挨拶 

丸駒温泉旅館 

総支配人 佐々木 義朗 様 
 

 本日はご利用いただきましてありが

とうございます。そして、今年１年私

どもの社長が会長として皆様にお世話

になっていることに関しまして、私か

ら言うのも大変恐縮ですが、本当にあ

りがとうございます。遠くから通って

おりますので、いろいろ皆さんにご迷

惑を掛けると思いますが、私が青年会

議所時代に一生懸命お世話をした佐藤

晴一さんが幹事をやっていただいているので、そのお

返しをしていただいているのかなとうれしく思ってい

ます。今日はゆっくりと日ごろのいろいろなお話をし

て頂きまして、楽しいひと時にしていただければと思

います。また、丸駒の焼酎ですが、作ってからもう

６、７年経つでしょうか。支笏湖の水を鹿児島に送り

まして、小正酒造というところで作っております。こ

の小正酒造の社長の奥様が札幌出身ということで、丸

駒に何度かお風呂に来たということで、その縁で作っ

てもらっています。現在は丸駒温泉の当館にしか置い

ていません。非常に飲みやすい薩摩焼酎です。全日空

機を使い水を運び、こちらに戻ってきたお酒ですの

で、是非皆さんもご賞味していただきたいと思いま

す。 

 

抽選会の模様 

大じゃんけん大会です 

懇親会の模様 

親睦委員長 下山 徹哉 
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武石会員が見事獲得です！ 

 

余興 

大澤会員とドンタコス・キタガスの夢の共演！ 

 

中締めの挨拶 

会長エレクト 今村 靜男 
 

 こういう楽しい例会は本来であれば

何回でもやりたいところです。今日は

たくさんの会員に集まっていただき、

おいしいお酒を頂きました。時間も来

ましたので、中締めとさせていただき

ます。 

 

 

 

 

手に手つないで 

  

 １１月４日の例会の前に、健康委員会主催による歩

こう会が行われました。歩こう会の参加者１４名は２

時過ぎに支笏湖沿いの国道４５３号線の第７覆道横の

駐車場に集合し、丸駒温泉旅館までの約７ｋｍを約２

時間かけて歩きました。天候は、一時小雨もぱらつき

ましたが、寒さも厳しくなく、歩くにはちょうど良い

天候でした。また、途中の道路に落ちていたごみを拾

い、環境保全への奉仕も行いました。 

 周りの木々は、すっかり紅葉していて葉も大分落

ち、また、山々の頂上付近はすっかり雪をかぶってい

て、歩いている道路周辺も日陰になるところでは雪も

残っており、冬の近さを感じさせました。途中でこく

わの実を見つけて自然のご褒美を頂いた参加者もいま

した。心地良い「運動」で汗をかいてゴールした参加

者は、丸駒温泉につかって「休養」を取った後、おい

しい食事を頂き「栄養」をつけました。 

 

 

  

 

 

 

歩こう会の模様 
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 ９月３０日に第９回理事会を開催後、１０月に入っ

て地区大会振替（１７日）、早朝移動例会（２１日）

と、通常例会が連続して開催されなかったことと、ク

ラブ細則の規定に間に合わせるため、第１０回理事会

を１０月１３日付で、第１１回理事会を１０月２５日

付で、それぞれ「ＦＡＸ理事会」として開催しまし

た。いずれも会長ノミニー（次々年度会長予定者）選

出に関するものでした。 

 第１０回理事会は、２１日の早朝移動例会で「会長

ノミニー選出方法」を決定する審議を行うためのもの

です。 

 第１１回理事会は、早朝移動例会で「指名委員会に

より決定する」こととなったのを受け、指名委員会委

員の選考作業を行い、これを１０月２８日の通常例会

で発表する前にＦＡＸ理事会での審議となりました。

委員は、２８日の例会で発表した通り、上井昭一（経

験豊富な会員＝会長経験者）、福田武男（同）、瀧澤

順久（中堅的立場の会員）、玉山敬吏（同）、浅利恵

美子（比較的経験の浅い会員）、菅原正行（同）、酒

井宏（副幹事＝幹事役）の各会員です。 

 第１２回理事会は１０月２８日、通常例会に引き続

き、例会場で開きました。佐々木会長あいさつの後、 

1. 例会について  

2. 指名委員会について  

3. 事務所移転について  

4. １２月１６日のクリスマス例会について  

5. 神戸南ＲＣ訪問について  

審議しました。 

 審議の結果は 

出席率 

今 回：７７．６％（１１月 ４日＝４５／５８、実数） 

確 定：６５．５％（１０月２１日＝３８／５８、 

               うちメーキャップ ０名） 

1. １１月４日に予定している丸駒温泉夜間移動

例会については、健康委員会の企画によるウ

オーキングについて、道路工事との兼ね合い

で５㎞程度の距離にとどまるが、既に参加申

し込みが来ている。例会ではこれまでのゲー

ムなどより、語り合える内容に  

2. 第１０、１１回理事会と、早朝移動例会、通

常例会での決定通りとなり、第１回検討委員

会が１０月２８日に開催  

3. 現在のＡＮＡクラウンプラザホテル千歳３階

客室から、同ホテル２階に空く部屋（旧組合

事務局）への移転をホテル側から提案され、

やや狭くなるものの部屋代が割安になること

から、年内に移転する。移転作業の際は、会

員の労力奉仕を呼び掛ける  

4. 家族の範囲を夫婦限定とするか、子や孫まで

広げるか親睦活動委員会と調整する  

5. ２８日現在で１４名の参加申し込みがある  

ということになりました。 

 このほか会長と職業奉仕委員長から、１１月２３日

の千歳商工会議所永年勤続優良従業員表彰に関し、例

年通り千歳ロータリークラブ表彰も決めたことが報告

されました。 

 １１月のプログラムについては、 

● ４日（木） 丸駒温泉移動例会〈アクト例会

日〉  

● １１日（木） 通常例会「岩城パストガバ

ナー講話」（担当：ロータリー財団・米山記

念奨学委員会）  

● １８日（木） 夜間通常例会（担当：会員増

強委員会）〈アクト例会日〉  

● ２５日（木） クラブフォーラム（担当：ク

ラブ奉仕委員会）《理事会》  

となっています。 

 また、１２月２日（木）の通常例会（担当：職業奉

仕委員会）は、会員卓話となる予定です。 

（国際奉仕委員長 大澤 雅松） 

第１２回理事会の模様です 

 

第１０、１１、１２回理事会を開催 


