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ります山口千歳市長のご出席をいただき、多くの会員

とともに和やかな中でお祝いをいたしたところです。 

 本日は、会員の皆さんが楽しみしております、日本

の秘湯で名が知られています佐々木金治郎PCの丸駒温

泉旅館での夜間移動例会です。過去の楽しい思い出も

ありますが、親睦活動委員会が中心にいろいろ考えて

いるようです。今宵は温泉に浸り、酒を呑み交わし、

大いに語り、楽しく、和気あいあいの中で記憶に残る

「丸駒例会」になるものと思います。 

幹事 酒井 宏 

 
1.長沼RC創立20周年記念式典のご案内

が来ています。11月20日、長沼町総

合福祉センター「りふれ」、登録料

1万円となっています。グループ内

の周年記念行事でありますので多く

の会員に登録をお願いします。 

2.2013年規定審議会に提案する「制定

案」について、9月21日、遠藤代表

議員から「千歳RC提案の通り地区諮問委員会に諮

り、地区大会に上程する」との連絡がありました。

同日、関連文書を地区ガバナー事務所に送付しまし

た。地区諮問委員の佐藤秀雄PGに一層のご支援をお

願いします。 

会員増強委員長 佐々木 昭 

 
 会員増強委員会からのお願いです。

現在５グループに分かれて増強活動を

繰り広げていただいていますが、各グ

ループの特別委員会を来月10日位まで

にグループリーダーを中心に開催して

ください。 

 

会長 今村 靜男  

 
 四国に上陸した台風15号は中部地方

をはじめ、大震災被災地の東北地方に

大きな被害をもたらし、北海道上陸が

心配されましたが、温帯低気圧に変っ

たということで安心したところです。 

 今日はそのような小雨降る中で、健

康委員会担当の「支笏湖畔を歩こうか

会」に13名が参加して、昨年に引き続

きごみ拾いも行われ、参加されました皆さんご苦労さ

までした。支笏湖畔から丸駒温泉までの5～6キロを歩

かれましたが、良い想い出になったものと思います。 

 先週15日、本宮会員の市議会議長ご就任のお祝いに

奥様 美佐子様をお招きし、当クラブの名誉会員であ
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日時：２０１1年９月22日18：３０～20：３０ 

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/健康委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員長 下山 徹哉 

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、ロータリーソングは割愛

します）  
幹事報告 

委員会報告 

四つのテスト 

職業奉仕委員長 大澤 雅松 

会長挨拶 
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進行 

親睦活動委員長 宮本 伸司 

 
 

 

 

 

乾杯の挨拶                                                                                      

丸駒温泉株式会社 

代表取締役 佐々木 金治郎 直前会長 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  本日は例会に丸駒温泉旅館をご利用

いただき、ありがとうございます。従

業員一同、感謝申し上げます。今日の

例会は台風の影響がどの程度あるか分

らない中で非常に心配しておりまし

た。それに、ここの湖畔からの道路は

雨量100mmで通行止めと決めらており

ます。その中で100％の良い天気とは

言えませんが、『歩こうか会』のウォーキングも無事

行うことができたことは、今村会長をはじめ役員の

方々、皆様の精進の賜物と推察されます。それでは

ゆっくりと料理とお酒を楽しんでください。 

 もう一つPRですが、私の友人で画家の「金崎秀利」

の個展が、苫小牧民報社主催で苫小牧ダイトーホール

で明日から29日まで開催されています。興味のある方

は観に行っていただけると、私も大澤千歳民報社代表

も幸いです。  

 

本宮会員から『市議会議長就任お祝いの会』へ

のお礼 

市議会議長 本宮 輝久 会員 

 
 先日15日は盛大な会を催していただ

き、本当にありがとうございました。

家内ともども非常に感謝しておりま

す。本来であれば皆様方へそれぞれお

礼をしなければなりませんが、それに

代えてローターリー財団へ寄付をさせ

ていただきますので、よろしくお願い

致します。本当にありがとうございま 

       した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歩こうか会」の報告  

健康委員長 長澤 邦雄  

 

 今日は13名の参加で、歩こうか会を無

事終了いたしました。昨年は7km半ぐら

い歩きましたが、今年は台風の影響も

あり、コースの都合から5kmへ短縮し、

完歩となりました。このことは健康で

なければできないことですが、何を

もって健康とするか、ただ元気で歩けるから健康とい

うわけではありません。「社会的に安寧か」というこ

とが健康の要素になります。この社会的安寧で一番大

切なこととは「明日の飯が食べられるかどうか」「明

日に明かりが見えるかどうか」ということです。今

日、このように気持ちよく歩いてきて、良い風呂に

入って、皆さんとお食事をして、このような良い仲間

に囲まれているというのが社会的安寧であると、私は

思います。奉仕の理念のロータリーも社会的安寧を求

めて集まっている仲間であり、社会的安寧を求めてみ

んなで支えあって、良い社会を創っていく団体なのだ

と思っております。最後に、皆様方も健康のためには

「運動・栄養・休養」を守っていただき、「健康で安

寧で快適で」あることを願っております。 

 

大ゲーム大会 
「ピンポン玉ゲーム」４チームに分かれての熱戦 

 

1位：ブタさんチーム（村田会長エレクト） 

2位：会長チーム（今村会長） 

3位：きんちゃんチーム（佐々木直前会長） 

4位：ミンポーチーム（大澤会員） 

※（  ）はチーム代表 

 

 

 お礼をロータリー財団へ寄付 

ん～難しい!!                                                                            

懇親会の模様 
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会の一コマ 

中締め 

村田 研一 会長エレクト 
  

 今日は、私の大好きな丸駒温泉に素

晴らしい仲間と参加できて非常にうれ

しい例会となりました。ゲームではブ

タさんチームを組み見事、優勝を飾る

ことができました。ありがとうござい

ました。そして、「歩こうか会」の皆

様、お疲れ様でした。また、バス移動

のでは親睦副委員長の髙橋都さんには

いろいろと気を遣っていただきました。親睦委員会の

皆様、本当にお疲れ様でした。最後に、例年の宴会は

座っての会でしたが、今回は丸駒さんのご配慮で椅子

を用意していただいております。このご厚意にお応え

し、友情の証しとするためにも、お帰りの際は売店で

お土産をお買い求めください。本日は、本当にありが

とうございました。 

 

手に手つないで 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

 
 9月22日「丸駒温泉夜間移動例会」において、本宮

輝久会員からロータリー財団に1,000ドル（日本円8万

円）の寄付がありました。本宮会員は6月6日に千歳市

議会議長に就任されたことで、9月15日当クラブとし

て開催した「本宮輝久氏千歳市議会議長ご就任のお祝

い会」のお礼として財団への大口寄付をされたもので

す。ありがとうございます。 

○小雨の中で「第2回歩こうか会」決行！ 

担当:健康委員会 

 

 9月22日、台風15号の影響で小雨の中、「第2回歩こ

うか会」に13名が参加して支笏湖畔から丸駒温泉旅館

まで全員が完歩しました。今回は第7覆道からポロピ

ナイ退避場までの間が歩道工事中で交通上危険とみ

て、ポロピナイ退避場から丸駒温泉旅館までの約5キ

ロに短縮して、14時10分に出発地点に集合し、ごみ拾

いのビニール袋を準備して小雨の中スタートしまし

た。途中、秋の味覚「キノコ」を探す会員、昔懐かし

ポロピナイや丸駒温泉の話で盛り上がり、15時30分に

本宮会員からロータリー財団に1,000ドル

の寄付 

歩こうか会の実施 

 最下位チームの罰ゲーム       
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一人の落後者もなく丸駒温泉に到着しました。ごみの

話ですか？傘を差してのごみ拾いは・・・収穫は尐な

かったと報告させていただきます。 

 

参加者：川端清、齊藤博徳、酒井宏、佐々木金治郎、

佐藤晴一、末廣孝、武石忠俊、長澤邦雄、中村堅次、

平間和弘、藤本敏廣、宮本伸司、村上光輝 13名（敬

称略、五十音順） 

   （記録：健康委員長 長澤邦雄）                        

○第1回交友会でロータリー談義を! 

担当：親睦活動委員会 

 

 9月22日、丸駒温泉夜間移動例会終了後、宿泊組10

名が出席して「第1回交友会」を開催しました。 

 交友会は、「テーマのない語らう場」として毎年数

回行われており、今回は、夜間例会で丸駒温泉旅館の

料理を十分堪能した後、佐々木金治郎直前会長の差し

入れのお酒と料理を頂きながら語り合いましたとこ

ろ、飲むほどに酔うほどにテンションが上がり、

「ロータリーとは何ぞや」「今のロータリーで良いの

か」とロータリー談義となりました。このままでは

「朝までロータリー談義」になると思われるほどの雰

囲気でした。 

 最後に、パスト会長から『ロータリアンは超我の奉

仕とともに自利利他の精神が大切である』との貴重な

指導を受けてお開きとなりました。 

 

出席者：浅利美恵子、今村静男、大西信也、齊藤博

徳、酒井宏、菅原正行、長澤邦雄、中村堅次、藤川俊

一、宮本伸司 10名（敬称略、五十音順） 

                                               

（記録：親睦活動委員長 宮本伸司） 

 

今 回：６５．５％（9月22日＝36／55、実数） 

確 定：６１．８％（9月 8日＝34／55、 

うちメーキャップ0名） 

出席率 

 

 

10/6  (木) 通常例会、ゲスト卓話：支笏湖自然保

護官事務所自然保護官 笠原綾氏 

担当：職業奉仕委員会 

10/16  (日)  地区大会本会議（小樽市民会館） 

担当：三役 

10/21 (金) 社会参加「セーフティコール（街頭啓

発）」 

担当：社会奉仕委員会 

10/27 (木) 早朝移動例会「分収造林」 

担当：環境保全委員会 

スケジュール 

第1回交友会の開催 

 
 

 

８日  丹治 秀一 会員の奥様 菊枝様 

１０日  末廣  孝 会員の奥様 京子様 

おめでとうございます！ 

10月にお誕生日を迎える奥様 

激論でヒートアップ、笑顔で「はいチーズ」  ごみを拾いながら「いざ出発！」  

丸駒温泉旅館に13名無事到着で～す ! 


