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本日の例会 （１２月１６日 第２５回） 夜間例会（クリスマス家族会）      担当：親睦活動委員会 

～ＡＮＡクラウンブラザホテル千歳～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年１２月１６日 

第２２号 （通算２０３４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  

～ １２月はロータリー家族月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第２４回（通算２１４３回）例会報告 
 

日時：２０１０年１２月９日１２：３０～１３：３０ 

場所：駒そば亭 

プログラム：移動例会 

担当：健康委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 宮本 伸司  

 下山 徹哉 委員長 

 

 １週間後に迫りましたクリスマス家

族会ですが、現在、会員４９名、奥様

２９名、あとお子様、ローターアクト

を含めまして、総勢１１１名の参加の

返事を頂いています。まだ、数名の方

の確認がとれていませんが、今週中に

は出欠を確認しまして、大体１１０名

から１１５名の間で執り行われる予定

です。できるだけ、お子さんや家族の方が楽しいクリ

スマス会にしたいと思いますので、どうぞ皆さまご期

待の上、ご出席のほどをお願いしたいと思います。 

武石 忠俊 会員 
 

 駒そば亭をロータリーの例会場とし

て毎年ご利用いただき、大変感謝して

おります。今日は、長澤先生から蕎麦

による健康増進についてお話をして下

さるということですので、是非それを

感じながら、食べていただきたいと思

います。 

 

 

健康委員長 長澤 邦雄 
 

 皆さんにプリントを配らせていただ

きました。いかに、蕎麦というものが

栄養価が高く、健康に良いかというこ

とを書いています。また、蕎麦の歴

史、ルーツなどについても書いていま

す。韃靼蕎麦というのは、アムール川

上流の韃靼地方で採れたので韃靼蕎麦

ということなどが書かれています。 

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 金治郎 
 

 本日の移動例会にたくさんの会員が

出席していただき、ありがとうござい

ます。また、武石会員、大変おいしい

蕎麦をありがとうございます。また、

駒そば亭のスタッフの皆さんには大変

お世話になりました。ありがとうござ

います。蕎麦は、すごく体に良いとい

うことで、今日は健康委員会の長澤委

員長から後でご説明いただきますが、資料も用意して

いただいています。本当にありがとうございます。 

 来週の例会は、今年最後のイベントになるクリスマ

ス家族会です。どうか、駒そば亭の蕎麦を食べて、健

康で風邪などひかないようにして、来週の１６日には

皆さん揃って参加できるよう、よろしくお願いしま

す。 

幹事 佐藤 晴一 
 

明日、第７地区の会長・幹事会に出席してきます。 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

親睦活動委員会 

例会の模様 
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 また、日本で生産されている蕎麦の５０％は北海道

で生産されています。そして、北海道で生産されてい

る蕎麦は、ここ駒里の蕎麦もそうですが、「北の早

生」という種類がほとんどです。これは、７５日から

８０日くらいで収穫でき、収穫までの期間が短いこ

と、そして単位面積当たりの収穫率が良い、というこ

とからです。韃靼蕎麦は、収穫率が悪いのです。です

ので、収穫率を上げるために「北の早生」を植えてい

ます。道内では、幌加内、旭川、深川といった地方が

圧倒的に多いのですが、駒里も是非頑張ってもらいた

いと思います。 

 なぜ、私が駒そば会の会長を引き受けたかという

と、武石さんの駒里農業協同組合の理念、つまり、地

産地消、雇用創出、蕎麦の文化の醸成、という理念を

是非応援したいという思いからです。駒そば会につい

ては、出処進退は自由ですので、私に言っていただけ

れば入会の用紙を差し上げますので、是非入会してい

頂きたいと思います。 

 蕎麦は健康に良いものです。そして、今日の食事は

健康食そのものだったと思います。 

 また、皆さんに配りました蕎麦の写真には「idumi」

と書いてありますが、武石さんのお嬢さんの写真で

す。また、押し花は蕎麦の花の押し花ですが、これも

武石さんのお嬢さんが作ってくれたものであります。

是非、本を読むときなどに使っていただきたいと思い

ます。 

 今日は本当にありがとうございました。 

 瀧澤順久会員の千歳商工会議所会頭への就任祝賀会

が１１月３０日、ＡＮＡクラウンプラザホテルにおい

て開催されました。当日は、会員４０名の他、当クラ

ブの名誉会員である山口幸太郎千歳市長も参加、瀧澤

会員の商工会議所会頭の就任をお祝いしました。 

 

祝辞  

 

佐々木 金治郎 会長 

 

 この度は、瀧澤会員が千歳商工会議所の第９代の会

頭に就任いたしました。本当におめでとうございま

す。また、千歳市長様、会員の皆さまにはお時間の無

い中でご案内申し上げましたところ、このように多数

の皆さまにご出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。本日は、１００％近い出席をいただいてい

ます。これも、やはり瀧澤会員のお

人柄によるものではないかと思って

います。 

 あらためまして、瀧澤会員、千歳

商工会議所第９代会頭ご就任、おめ

でとうございます。会員一同、心よ

りお祝い申し上げたいと思います。

また、千歳ロータリークラブとして

も、大変名誉なことと思っていま

す。瀧澤会頭は、千歳観光連盟会長としてもご活躍さ

れていますが、私たち観光に携わる人間として、本当

に心強く思います。今日の低迷している日本経済の状

況の中での、千歳商工会議所会頭へのご就任です。大

変ご苦労があろうかと思いますが、どうか持ち前の若

さとバイタリティーで、前進していただきたいと思っ

ております。もちろん、私たちロータリークラブ会員

一同、一丸となってご支援をしていきたいと思ってお

ります。本日は、内輪の祝賀会です。名誉会員である

千歳市長様を交えながら、時間の許す限り楽しい会を

行っていきたいと思います。 

 どうか、健康に十分ご留意されまして、商工業、観

光業のけん引役として、これからのご活躍をご期待申

し上げ、簡単措辞ではありますが、クラブを代表して

の挨拶といたします。本日は、誠におめでとうござい

ます。 

 

千歳市長・千歳ロータリークラブ名誉会員  

山口 幸太郎 様 
 

 本日は、千歳ロータリークラブ会員

であります瀧澤順久さんが、第９代の

千歳商工会議所会頭にご就任され、会

員あげてのお祝いということで、誠に

おめでとうございます。私も、会員の

一人としてお招きをいただきまして、

大変光栄に思っています。言うまでも

なく、商工会議所の役割は大きなもの

がありまして、地域経済の担い手とし

て、地域の中小企業の皆さんとともに地域経済の活性

化を図っていく舵取りに当たられるものでありますか

ら、その期待と責務は大変大きなものだと思います。

瀧澤さんは、これまでも商工会議所では副会頭を務め

られて、経験をお持ちですし、自ら経営されるふじや

さんは、１００年を超える社歴を持つ地元でも有数な

会社であります。そのような、経営者としての感覚も

併せながら、これからの千歳市の経済界のリーダーと

して活躍をしていただきたいと思っています。また、

ロータリークラブにつきましても、会員の皆さんは経

済界のご出身ですので、その中から会頭が出られると

いうことは、クラブとしても大変名誉なことと思いま

す。 

 お陰さまで、千歳市は北海道の中でも発展している

町の１つです。この発展を持続していくことが、私た

ちに与えられた責務だと思いますが、ご承知のよう

に、現在は人口が減っている時代であります。今から

４半世紀後は、北海道の人口は２割も減るという予測

もあります。当然のことながら、北海道の各町は、人

口を減らさない、むしろ他の町から人口を吸引するよ

瀧澤会員の千歳商工会議所会頭就任祝賀会の開催 
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うな取り組みを一層進めてくることは間違いありませ

ん。そうなりますと、当然のことながら、都市間の競

争ということになります。これからの時代は、他の都

市に負けない町づくりしていくことが大事なことだと

思っています。そのためには、何といっても強い経済

を作ることが大事であります。そのような強い経済が

あって雇用が生まれ、地域が縮小することなく健全な

形になっていくのです。大変難しい課題ではあります

が、この点に関しては、商工会議所、そして千歳ロー

タリークラブの皆さんの存在、役割は大変大きなもの

だと思います。瀧澤会頭には、経済界のリーダーとし

て先頭に立って活躍して頂きたい、そしてロータリー

クラブの皆さんはそれをご支援していただく環境を

作っていただければ、大変ありがたいと思っておりま

す。本当におめでとうございます。 

 

謝辞 

 

千歳商工会議所会頭 瀧澤 順久 会員 
 

 本当にありがとうご

ざいます。感激で胸が

一杯でございます。ま

た、公務大変ご多忙の

中、山口市長様にご臨

席を賜りまして、重ね

て御礼申し上げる次第

であります。 

 第９代の会頭とし

て、１１月１日に就任

させていただきまし

た。約ひと月が経ちま

したが、いろいろなこ

とを感じるひと月でありました。その１つは、山口市

長様が今必死になって北海道に、そして中央に陳情し

ております自衛隊体制維持であります。これは、私も

駆け出しの会頭として市長にお供して中央の陳情に伺

いました。先ほど市長がおっしゃっていたように、町

づくりの根幹に関わることです。私ども商業者といた

しましても、経済の疲弊につながる一大事ですので、

これについては市長ともども中央に陳情に行った次第

であります。また、一方で千歳市は非常に強い町で

す。東洋経済新報社で住みよさランキングを毎年発表

していますが、千歳市は全道で第２位となりました。

これからは、他の町にいって、千歳は住みやすい町だ

ということを大いに宣伝してきたいと思います。 

 そういうことでひと月が過ぎましたが、私が会頭な

りましたら、皆さんは「瀧澤が会頭になったから、あ

いつは危ないから俺が支えなくてはいけない」という

声が随所から起きていまして、各委員会、常任議員総

会でも活発に意見が出ていて大変ありがたく会頭をさ

せていただいています。これだけ多くの意見が出てき

ましたので、私は３つの方針を決めて皆さんに接して

いきたいと思っています。 

 １つ目は当たり前のことですが、商工会議所が会員

の皆さまから頼られる会議所でありたいということで

す。どこの市町村でも、商工会議所の若返りが図ら

れ、若い会頭、副会頭が、今までのあり方ではいけな

いという危機感を持って、会員のため、町のためとい

う気持ちを持っています。今まで、決して会議所が何

もやっていないということではありませんが、よりタ

イムリーに会員の意見を集約するということがまず大

事ではないかと感じています。 

 ２つ目は、千歳は人材の面でも、また資源的にもす

ばらしい土地柄であり、何とかこれらを利用して活性

化を図るためのご支援を頂きたいと思っています。昨

年、佐々木会長のいる支笏湖で、「アキヒメ温玉ライ

ス」というおいしい作品が出来上がり、現在も９ホテ

ルにてお客様に提供しています。この団結は素晴らし

いと思っています。千歳は卵の産地であり、卵をメイ

ンとして丼物を作っていき、キリンビールを飲みなが

らおいしさ千歳産を味わうことができるような、地域

活性化も図っていきたいと思います。 

 ３つ目は、「千歳に立てば世界が見える」と私のお

じが申し上げていましたように、空港の機能を充実さ

せて千歳の町の機能と一緒にさせていきたい、そうい

う思いを強く持っています。今年、北海道空港株式会

社の社長になられました山本社長様から就任時に、千

歳の町と空港ビルが一体となってお客様を呼び込みた

いというお話がありました。私も核となる町づくりを

行いたいという思いで、方針といたしました。 

 会議所も５０年を経過し、これを区切りとして微力

ではありますが一歩ずつ千歳の町を活性化して、千歳

のために頑張っていきたいと思います。そのために

も、この会を催していただきましたロータリーの友の

皆さまからの大所高所からのご意見、ご指導をこれか

らも切にお願いを申し上げまして、私からの謝辞とさ

せていただきます。本日は、まことにありがとうござ

いました。 

（瀧澤会員の千歳商工会議所会頭就任祝賀会の詳細に

ついて、千歳ロータリークラブホームページに掲載し

ておりますので、ぜひご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月２日（木）１８時３０分から、ロータリー情

報・定款細則委員会主催による本年度初の「炉辺談

話」を開催した。 

 今回は、新会員の菅原正行、祓川勝文両会員を迎

え、アドバイザーとして佐藤秀雄ＰＧ、武石忠俊Ｐ

Ｃ、佐々木昭ＰＣ、五十嵐宏ＰＣに主催委員会の末廣

孝委員長、上井昭一ＰＣ、福田武男ＰＣに大西信也副

会長等11名が出席して行われた。 

 佐藤ＰＧはじめ各ＰＣから「ロータリーを知ること

が大切」「ロータリーは、思いやりと寛容の精神が大

切」「ロータリー活動を通じて会員相互の交流を深め

「第1回炉辺談話」を開催 
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ることこそ自分の職業に通じる」とのアドバイスがあ

り、「本日の例会での敦賀会員の会員卓話こそがロー

タリアンの人なり、自らの職業を通じて社会への貢献

こそがロータリー活動の原点」と言った発言があっ

た。在籍１年未満の両会員は、「クラブに受け入れら

れたことに感激でいっぱい。クラブの一員として活躍

したい」、「和気あいあいのクラブに安心している。

クラブでの縁を大切にし、大いに学びとりたい」と意

欲を示していた。その後、フリートーキングになり、

千歳クラブの現状と今後の運営について多くの意見が

出されるなど、「第１回炉辺談話」は大いに盛り上

がった。           （酒井 宏 会員） 

 第１５回理事会を、１２月２日の通常例会終了後、

引き続きＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の例会場で

開催しました。 

 佐藤晴一幹事から、来年１月６日の新年交礼会に外

部に発送する招待状の確認のため、通常の月間最後の

例会後では間に合わないことから開催となった経緯が

説明され、１２月１６日のクリスマス家族会の準備進

捗状況と合わせて審議事項とされた。また、１月のプ

ログラムが一部変更となった。審議結果は、以下の通

り。 

 

クリスマス家族会 

下山親睦活動委員長から、これまでに８割近い参加の

返答が来ていることと、お子さん、お孫さんも２０人

程度が出席と報告された。余興は、会員によるバンド

（仮称）「パラダイス大澤とロータリーボーイズ」の

演奏と、家族会向けビンゴ大会を予定。バンド演奏

は、夫人やお子さんにも参加いただく場面を設定して

いる。ビンゴは、会員から景品への協力も出始めてい

る。料理は、「まだ予算が決まっていないが、予算の

範囲内で最大限、喜んでもらえるものにしたい」と、

下山委員長がホテル支配人の立場で決意を示した。二

次会も、これまで通り同ホテル最上階バーラウンジに

希望者が集えるように設定する。親睦活動委員会で

は、さらに景品の提供を呼び掛ける。 

 

 新年交礼会は、例年通りに市長、商工会議所会頭、

観光連盟会長と、千歳、恵庭のロータリークラブ、千

歳のライオンズクラブ、ソロプチミスト、プロバスク

ラブ、青年会議所に招待状を発送、ローターアクトク

ラブには合同例会として連絡する。会員には、可能で

あれば和装をと呼び掛ける。内容は親睦活動委員会を

中心に詰めるが、余興などで外部から演者を招くので

なく、会員の活用やＢＧＭなどにとどめ、招待者と会

出席率 

今 回：７０．７％（１２月 ９日＝４１／５８、実数） 

確 定：６５．５％（１１月２５日＝３８／５８、 

               うちメーキャップ ０名） 

スケジュール 

（１２月、１月のプログラム） 

１６日 （木） 夜間例会 クリスマス家族会    

      担当：親睦活動委員会 

２３日 （木） 休会 

３０日 （木） 年次総会（３６分例会） 

会長ノミニー、次年度理事の発表 

《理事会》      担当：三役 

６日 （木） 新年交礼会 リアン  

      担当：親睦活動委員会 

１３日 （木） 通常例会（会員卓話） 

      担当：職業奉仕委員会 

２０日 （木） 通常例会（市長卓話） 担当：ロー

タリー情報・定款細則委員会 

２７日 （木） クラブフォーラム 

《理事会》担当：クラブ奉仕委員会 

（ローターアクト例会） 

１６日 （木） 合同移動例会 

 （ANAクラウンプラザホテル千歳） 

６日 （木） 合同移動例会 （リアン） 

１２月にお誕生日を迎える奥様 

４日  中村 清太郎会員の奥様 芳枝様 

８日  藤本 敏廣会員の奥様 喜美子 

１０日  五十嵐 宏会員の奥様 キヨ様 

１７日  尾崎 伊智朗会員の奥様 裕美様 

２０日  沼山 佐太郎会員の奥様 千賀子様 

２２日  加藤 輝明会員の奥様 好江様 

おめでとうございます！ 

第１５回理事会を開催 

員、会員同士が交流できる場面を多くする。 

 １月のプログラム変更は、１３日（木）の通常例会

担当をロータリー情報委員会から職業奉仕委員会に

し、会員卓話とする。２０日（木）の親睦活動委員会

担当の夜間通常例会は、市長日程との兼ね合いでロー

タリー情報委員会担当の昼間の通常例会とし、市長卓

話とする。 

 ２７日（木）は当初計画通りにクラブ奉仕委員会担

当のクラブフォーラムだが、その内容は今年度スター

トして次年度も展開していくクラブ・リーダーシッ

プ・プラン（ＣＬＰ）に基づくクラブ運営について。

今年度三役と次年度三役が協議して取り上げるべき話

題、課題を早めに会員に知らせ、実りある論議になる

ようにする。 

（国際奉仕委員長、大澤雅松） 


