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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 
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 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

本日の例会（３月26日 第3９回）通常例会                          担当：三 役 
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第3６号 （通算223９号） 

第3８回（通算２３６６回）例会報告  

日時：2015年3月１９日（木）18：30～19：00 

場所：フジボウル  

プログラム：夜間移動例会（千歳ＲＡＣ合同）      

担当：職業奉仕委員会・青少年奉仕･ローターアクト委員会  

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会   大澤 雅松  委員  

四つのテスト：五十嵐 宏 副会長 

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） 

～３月は識字率向上月間～  

 皆さん、こんばんは。3月も中旬にな

りますと、随分と暖かくなって参りまし

て、ゴルフやパークゴルフをなさる方は

早く始めたいとウズウズしている事で

しょう。 

  

 本日は職業奉仕委員会と青少年奉仕・

ローターアクト委員会担当で千歳ＲＡＣ

との合同移動例会となっております。ま

た、19時から千歳ＲＡＣ主催で千歳ＲＣ、千歳セントラル

ＲＣと恵庭ＲＣとの合同ボウリング大会をする事になって

おります。ローターアクトの皆さんは若いですが、千歳Ｒ

Ｃの方は年齢を考えて余りハッスルせず、楽しいボウリン

グをして頂きたいと思います。ボウリングをなさらない方

は卓球やビリヤードもありますのでどうかお楽しみ下さ

い。また、本日は当クラブ会員である村上 倫行 社長には

色々とお手配頂き有り難うございました。それでは本日も

よろしくお願い致します。 

ご挨拶 

 皆さん、こんばんは。本日は千歳ＲＣ、千

歳ＲＡＣの合同例会に恵庭ＲＣ、千歳セント

ラルＲＣの皆さまにご参加頂き有り難うござ

います。 

  

 本日はローターアクト担当の定例会であ

り、例年私が一人で準備していましたが、今

年は全員で協力し、考え、景品を用意するな

ど協力して準備してきたボウリング大会です

ので皆さまに楽しんで頂ければと思います。

千歳ＲＡＣ会長挨拶（北村 秀美 会長） 

お客様紹介（ 千歳ＲＡＣ：東野 健太 副会長 ） 

  

 本日のお客様は、恵庭ＲＣより前田 利和 

会長、敦澤 君治 会長エレクト、弘中 司嘉子 

職業奉仕委員長、西村 英晃 地区青少年交換

委員会委員、千歳セントラルＲＣより白木 

松敏 会長、坂井 治 地区ローターアクト委員

長、岩下 誠 青少年奉仕ローターアクト委員

長です。  

また、もう一点、会費の件ですが例年より500円アップさせて頂

きました。本年は景品に関して、まずは優勝・準優勝等の景品を豪

華にさせて頂き、新たに参加賞を準備する事とした為、500円

アップさせて頂きました事をご理解頂きたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

千歳セントラルＲＣ 白木 松敏 会長 

 

 皆さん、こんばんは。今月はローターアク

ト月間です。ローターアクトを私達が理解

し、ローターアクトを盛り上げ、ローターア

クトの会員を増やす役割も私達にはありま

す。どうかこれからもローターアクトの方々

の応援をよろしくお願い致します。また、

ローターアクトを理解する為にも、次年度の

役員の方々もそろそろ少しずつ出席して頂け

ればと思います。どうぞよろしくお願い致し

ます。  

 

恵庭ＲＣ 前田 利和 会長 

  

 改めまして、こんばんは。本日、千

歳ＲＣ・千歳ＲＡＣ合同移動例会に恵

庭ＲＣからは4名出席させて頂いており

ます。一年振りのボウリングなので大

変楽しみにしておりますが、次の日の

体の痛さを考えますと辛いものがある

かなと思います。今週に入りまして暖

かい日が続き、雪融けも進み、春を心

待ちにしております。暑さ寒さも彼岸

までと言いますが、間もなく春分の日

が来て、昼と夜の長さが同じになり、これから更に日中が長く

なって参ります。本日はボウリングを一日楽しんで帰りたいと思

います、どうぞよろしくお願い致します。  

 

フジボウル 村上 倫行 会員の奥様 村上 久美子 様よりお礼のご

挨拶 

 

 本日は千歳ＲＣ、千歳セントラルＲ

Ｃ、恵庭ＲＣ、千歳ＲＡＣの皆さまに当

センターをご利用頂き、誠に有り難うご

ざいます。本来であれば、社長の村上 倫

行 がご挨拶しなければならないのです

が、本日会合が東京であり、出張してお

りますので代わりにご挨拶させて頂きま

す。 

 2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催が決まりまして、「ボウリン

グも競技種目に」との旗揚げのもと署名

活動を行っておりますのでお一人様何回署名しても構わないとの

事ですのでお帰りの際にはフロントで署名用紙にご記入頂ければ

と有り難いと思います。 

 19時からは千歳ＲＡＣの合同ボウリング大会がありますのでお

楽しみ頂ければと思います。本日は有り難うございました。 
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出席率 

今回：34.5％（3月19日＝20／58 実数）  

確定：87.9％（3月  5日＝51／58､うちMu0名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例会終了後、千歳ＲＡＣ主催のボウリング大会に参加の為、ボウリ

ング場に移動しました。今年も歓迎のロゴが参加者を迎えてくれま

した。右の画像は表彰式の豪華景品です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地区青少年交換委員会委員の西村 英晃 会員（恵庭ＲＣ）の始球式

でボウリング大会が始まりました。今回の始球式では数字の書かれ

たボールを箱から1つ引き、その数字以上の本数を倒すと参加者全

員に缶コーヒーがプレゼントされる予定でしたが、西村会員は1や2

のボールを引かずに、9のボールを引き、（左の画像）「任せて欲し

い！」と言って勢いよく投球したものの（右画像）、結果は8ピンで

した・・・  

 

 

幹事報告（ 五十嵐 桂一 幹事 ） 
１．来週の例会ですが、第2回クラブ協議会と

なっております。各委員会の上半期を振り返っ

て頂きまして委員会報告をそれぞれ2.3分でし

て頂きます。委員長が出席出来ない場合は副委

員長又は代理の方に必ず報告をお願い致しま

す。 

  

２．本日の例会ですが恐らく第27回のボウリ

ング大会ではないかと思うのですが、最初の第

1回はローターアクターとロータリアンとの親

睦の為で2回目以降はローターアクトの会員増強の為の位置付けで

開いていました。ローターアクトの定例会に入会候補者が最初から

出席されてしまうと引いてしまう事もあるので、まずはボウリング

大会に誘い、慣れて頂いた上で入会して頂こうと26年前から続い

ていました。その後、紆余曲折ありましたがここ数年、千歳セント

ラルＲＣ・恵庭ＲＣの皆さまにも沢山参加して頂いておりまして、

こういう合同例会の形ももう限界かなと思っており、千歳ＲＣとし

てもローターアクトクラブの定例会に参加するという形に戻した方

が良いかなと現年度の幹事と担当の委員長とも話しておりますの

で、今後ローターアクトのメンバーとも相談させて頂きたいと思い

ます。本日まではイレギュラーな形となりますが本日は皆さま楽し

んで頂きたいと思います。 

千歳ＲＡＣ幹事報告（村山 はるか 代理 ） 

 
 皆さま、こんばんは。今回の幹事報告

ですが、特にありません。  

親睦ボウリング大会の様子 

 

 

 

 

 

 

 
※大会の様子です。（左から五十嵐桂一幹事（千歳ＲＣ）、地区

ローターアクト委員会委員長  坂井 治 様（千歳セントラルＲＣ幹

事））今回のボウリング大会は個人戦2ゲームトータルで競われま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2ゲーム目の段階でのスコアを紹介します。恵庭ＲＣの弘中 司

嘉子 職業奉仕委員長ですが、女性ながら1ゲーム目151ピンで

レーントップ、2ゲーム目もストライクを連発されていました。右

の写真は、今年の主役となりました牟田 裕一 会員です。アベレー

ジは80ピンとの申請だったみたいですが、1ゲーム目では123を

出し、2ゲーム目では2フレから5フレまで連続ストライク・・・

6フレでは牟田コールも起きましたが、プレッシャーに負けたのか

ストライクはなりませんでした。どちらにせよ、過少申告反対！

とクレームが来そうな（笑）スコアです。  

 

 楽しいボウリング大会も終わり、アクトメンバー進行による表

彰式が行われました。今大会の栄えある優勝は・・・  

 

 往年のボウラー五十

嵐 宏 ＰＣ（千歳Ｒ

Ｃ）でした！五十嵐Ｐ

Ｃは1ゲーム目175、

2ゲーム目も168と安

定したボウリングを展

開し、圧倒的大差で優

勝されました。五十嵐 

宏 ＰＣ、おめでとう

ございます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※準優勝の前田 浩志 会員（千歳ＲＣ）（1ゲーム目174、2ゲー

ム目134）、3位の牟田 裕一 会員（千歳ＲＣ）です。（1ゲーム

目123、2ゲーム目184です。）  

 

 最後に千歳ＲＡＣの北村 秀美 会長より、本

日のお礼と来年度もまたよろしくお願いします

とご挨拶され、本ボウリング大会は終了しまし

た。千歳ＲＡＣの皆さん、今年も楽しい場を提

供して頂き、有り難うございました。また来年

もよろしくお願いします。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  
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