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千歳ロータリークラブ会報 

藤 本 会 長 方 針 

「学びと実践」 
会 長 藤本 敏廣    副会長 五十嵐 宏    幹 事 五十嵐 桂一 

会長エレクト 沼田 常好    会 計 藤川 俊一   

第2510地区ガバナー 羽部 大仁 第７グループ・ガバナー補佐 菊池 重敏 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

本日の例会（９月２５日 第１３回）通常例会（ガバナー公式訪問）第1回クラブ協議会   担当：三 役 

２０１４年9月25日 

第1２号 （通算221５号） 

第１２回（通算２３４０回）夜間移動例会 報告  

日時：2014年９月１8日（木）18：30～20：00 

場所：フジパークゴルフ場 ゲストルーム 

プログラム：夜間移動例会ロータリーデー（フジパーク 収

穫祭）      

担当：三役・社会奉仕委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 喜多 康裕 委員 

ロータリーソング、四つのテスト、友情の握手タイムは移

動例会の為、割愛  

  

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

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

～９月は新世代のための月間～    

出席率 

今回：54.4％（  9月18日＝31／57、実数） 

確定：89.5％（  9月  4日＝51／57､うちMu0名） 

 皆さん、お晩でございます。本

日、フジパークでの移動例会へのご

参加、本当に有難うございます。本

日は地区ロータリーデーとして企画

致しました、「収穫祭」夜間移動例

会です。ご家族・関係者の方のご参

加も多数頂きまして、誠に有り難う

ございます。  

 あの暑い中で佐々木 昭パスト会長のご指導の下、種蒔

き、草むしり作業を行ってきた訳ですが、日頃見た事もな

い姿で作業する女性会員や、背広と革靴のまま汗だくに

なって作物を植え付けていた会員など沢山のご協力を頂き

ました。本来であれば、その収穫した野菜で焼肉を美味し

く頂きながら本例会を進めたいところでしたが、野菜作り

はそう甘いものではなく、収穫の時には雑草だらけの畑と

なってしまい、何とかロータリーデーの募金のために収益

を上げようと企画しましたが、作物の生育的にも今一歩と

なりました。そんな訳で、この場でもぎたて新鮮野菜を堪

能する事は叶わず、それと同時にポリオ撲滅基金に向けた

一般販売も厳しいものとなりました。しかし、収穫は少な

かったのですがあの畑作業は楽しい思い出として残ったと

思います。 

 本日はプロの野菜農家から仕入れた新鮮野菜を沢山ご用

意致しました。ここに置いてあります「ネギ」と「トウキ

ビ」はロータリーで作付した畑と同じ所で作った方々が趣

旨に賛同され、ご協賛頂いたものです。ポリオ撲滅基金へ

のご協力という事になります。後ほど販売致しますので是

非とも皆さんのご協力をお願い致します。合わせて、先日

の神社祭り後の清掃活動後に収穫した野菜を持ってお帰り

頂いた方々は、より一層のご協力をお願いします。  

それでは、本日は最後まで楽しく懇親を深めて頂ければと

思いますのでよろしくお願いします。 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事） 

①既に皆さまご承知だと思います

が、本日の例会は「収穫祭」です。

販売した野菜の益金、これから社会

奉仕委員会が集めます募金はRI第

2510地区を通じて、全てポリオ撲

滅基金に寄付されます。ご存知の方

も多いと思いますが、あのビル・ゲ

イツが私たちの集めた金額の2倍を足

して寄付してくれる事になっていま

す。 

②先週もお伝えしましたが、ポール・ハリス・ソサエティというプ

ログラムを通じ、ポリオ・プラスにご協力頂ける会員が会長を含め

て10名と伺っております。藤川 俊一 ロータリー財団・米山記念

奨学委員長、大変ご苦労様でした。なお、来週の例会に於いて羽部

ガバナーより記念のバッジが贈呈されますので、寄付をされた会員

は出席をお願いします。 

③ 来週25日の例会は羽部ガバナーをお招きしての「ガバナー公式

訪問例会」です。全員出席をお願いしていますのでご協力下さい。

例会の後半では「第1回クラブ協議会」として現在の会員が所属す

る企業、あるいは事業者の後継者を新規会員として入会を奨励し、

元から在籍する会員、これは現在在籍している会員の事ですが、会

費減額を認めるという案が議題となります。ご意見をお持ちの方は

どうぞ発言、提案、等々よろしくお願いします。 

④10月5日の地区大会はANAクラウンプラザホテル前を7時30分

出発です。集合を7時15分としましたので遅れないようご注意下

さい。また10月26日からの神戸南ＲＣへの訪問は現在13名の参

加申し込みを頂いております。今後は個別にスケジュールの確認等

をさせて頂きますが、わがままなリクエストに関しては早めにお知

らせ下さい。 

⑤本日、夜間移動例会を開催するに当たりまして差し入れを頂いて

おります。キリンビールを名川会員から、焼酎5本を瀧澤会員か

ら、昆布焼酎を腰越会員から、清酒を福田パスト会長からそれぞれ

頂きました。どうも有り難うございました。 

 ～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

委員会報告 

佐々木 金治郎 パスト会長 
 皆さん、お晩でございます。今回の災害につきまして会員の皆

さまにお礼のひと言を述べさせて頂きたいと思います。この度は

大変ご心配をお掛け致しました。励ましの電話などを頂きまし

て、誠に有難うございました。厚くお礼を申し上げたいと思いま

す。お陰様でようやく都会の空気を吸えるようになりました。

やっぱり都会の空気は良いですね。道路は、やっぱり生命線であ

り、道路が無くなるという事は非常に大変な事だとつくづく痛感

致しました。9月11日の災害でしたが、11日は終日通行出来ませ

んでした。新聞等で報道されています通り、ホテルの船で丸駒温

泉の桟橋と支笏温泉街の翠明閣の桟橋を使ってお客様の送り迎え

を致しました。次の日12日の9時から先導車を付けて昔の有料道

路と丸駒線だけは通行する事が出来ました。 16日には山口千歳

市長はじめ市の関係機関の皆さま方が視察にお見えになられまし

て、一緒に札幌線（国道453号線（札幌市南区滝野～千歳市幌美

内間）を見てきました。大人の身長ほどの岩石がゴロゴロとオコ

タンペ湖の入口からポロピナイの上の方の道路まであり、新聞報

http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/8c2bc8181fb353ab90a814c222277e6d.jpg
http://www.chitose-rc.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/462f5bf75d93c257e684edfda2bc63641.jpg
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秋の全国交通安全運動「セーフティコール」参加報告 

道でご覧に頂いた通りの状況でした。お陰様で湖畔から丸駒温泉

までは全面通行出来るようになりました。札幌線につきましては

まだ見通しが付かず、通行まで時間が掛かるのではないかと思い

ます。今回の災害につきましては千歳市をはじめ関係機関の皆さ

ま方が迅速な対応で丸駒温泉までの道路開通をして頂き、安心し

ていますが、まだまだ支笏湖地区は袋小路になっていますので早

く札幌線が開通して欲しいと思っています。札幌線では橋桁がず

れている為、仮設の橋を架けるなどの工事があり1ヶ月以上は掛か

るのではないのかと思います。支笏湖地区の住民、観光業者は一

生懸命頑張っておりますので、会員の皆さま、ゲストの方々、ど

うぞ支笏湖をよろしくお願い致します。有り難うございました。 
五十嵐 桂一 幹事 
 本日、ニコニコＢＯＸはありませんが、千歳市議としてテレビ

の取材を受けておりました。その模様が24日のNHKテレビ「ク

ローズアップ現代」で放映される予定です。どうかご覧下さい。 
 
大西 信也 社会奉仕委員長 

 

① 22日、秋の全国交通安全運動「セー

フティコール」があります。自由参加で

はありますが、メークアップになります

ので是非出席して頂きたいと思います。

夕方の16時から17時まで、集合場所は千

歳市民文化センター駐車場です。雨天の

場合は中止です。ロータリーの帽子着用

でお願い致します。 

  

②「ポリオ撲滅のとき、撲滅まであと少し」今まで国際ロータ

リークラブでポリオの撲滅に取り組みまして、本当にあと少しで

世界からポリオが無くなるというところまで来ていまして、今年

度は力を入れております。地区の方からも各クラブに対して協力

要請が来ています。本日、ポリオ撲滅の為の募金をしますが、収

穫祭の野菜セットを1,000円で販売致しますので募金を兼ねて購

入をお願い致します。あと、会員の方で協力出来る方は別に募金

箱を用意していますのでよろしくお願いします。 

乾杯のご発声 佐藤 秀雄 パストガバナー 
 

 皆さま、お晩でございます。先ほど大西社

会奉仕委員長からお話しがありましたが、

「ポール・ハリス・ソサエティ」は要するに

ポリオ撲滅への寄付ですが、10名がいらっ

しゃるという事で大変有り難いと思っており

ます。ポリオは年初めに大体3ヶ国で230名

位まで下がった訳でありますが、最近になり

まして9ヶ国になり、1,000人位に増えています。是非、地区の方

にご協力をお願いしたいと思います。それでは皆さんと一緒に乾

杯をしたいと思います。「乾杯」！ 

 
 

 まずは、本日頂

く美味しいジンギ

スカンとホルモン

です。 

 

 美味しかった！ 

 

懇 親 会 の 様 子 で

す！ 

 

 

 

 

 本日のメインの

野 菜 販 売 募 金 で

す。 

 藤井会員と今野会

員が各テーブルを

回ります。 

懇親会の様子 

 

多くの募金、有難うございます！野菜を家族の方へお持ち下さい。 

さあ、いよいよ寄付金の結果発表です。  

野 菜 販 売（収 益 額）46,000 円   募 金  47,000 円  合 計       

93,000円  そして五十嵐幹事より最終発表がありました。 

沼田会長エレクトからの大口寄付もあり、ポリオ撲滅募金合計額

100,000円  (ニコニコＢＯＸへ3,000円)となりました。  

ポール・ハリス・ソサエティ10名で約100万円です。  

終募金総額1,100,000円です。会員の皆様、ご協力有り難うござ

いました！ 

一本締め 藤本 敏廣 会長 
 

 野菜を1,000円でお買い上げ頂き、有

り難うございます。ポリオ撲滅の為にと

当クラブで総額110万円集めました。今

日、会員皆さんより寄せられました金額

は10万円ですが、多大なご協力を頂い

た方々もおられます。有り難うございま

した。本日は皆さんと楽しむ事が出来、

よい思い出になったと思っております。本当に有り難うございまし

た。それでは一本締めで会を締めたいと思います。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 9月22日（火）16時00分から17時00分にかけて道道早来千

歳線のＡＮＡクラウンプラザホテル千歳及びイオン千歳店前にて

秋の全国交通安全運動「セーフティコール」に参加しました。こ

の運動は千歳市が秋の全国交通安全運動【9月21日（土）から30

日（月）】の一環として関係機関・団体が参加して行われたも

の、当クラブも『地域の社会奉仕活動』実践として例年、会員多

数が参加しているもので、今回は会員16名が参加しました。 

 主催者を代表して、千歳市交通安全運動推進委員会 沼田 常好 

会長（千歳RC）のご挨拶に続き、来賓を代表して西川 寿典 千

歳警察署 署長がご挨拶に立ち、交通安全を訴えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
沼田 常好 会長（千歳RC）西川寿典千歳警察署 署長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳前での交通安全への呼び掛けの

様子です。 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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