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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 （6月4日 第49回）早朝移動例会                    担当： 環境保全委員会 

２０１５年6月4日 

第４5号 （通算２２４8号） 

第48回（通算２３７6回）例会報告 

日時：2015年５月28日（木）12：3０～13：3０ 

場所：ジェラテリア ミルティーロ（千歳市長都２） 

プログラム：昼移動例会 

担当：職業奉仕委員会  

進行：SAA・プログラム委員会 喜多 康裕 委員 

※移動例会の為、ロータリーソング斉唱・四つのテス  

トは割愛 

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

～6月はロータリー親睦活動月間～  

 皆さん、こんにちは。本日の例会は若

い方からお年寄りまで大人気で、千歳の

新たなスイーツスポットのジュラテリア 

ミルティーロで本格イタリアンジェラー

トを召し上がりながらお楽しみ頂きたい

と思います。 

  

 皆さんは既にご存知の通り、この店の

オーナーは当クラブの会員であります加

藤 輝明 会員の息子さんでありまして、

イタリアで修業した後、3年前にこの場

所で開業され、今や千歳の観光スポットの一つとして注目されてお

ります。お店の裏手ではブルーベリーの栽培も行われており、新鮮

なブルーベリーを使ったジェラートは大変人気だと聞いておりま

す。本日、初めて来店された方もおられると思いますが、是非、お

知り合いにこの素晴らしいジェラートを宣伝して下さい。それでは

本日もよろしくお願いします。 

１．先日急逝された日向 祥一 会員の奥

様とお嬢様が事務局にお見えになりまし

た。「葬儀の際は藤本会長をはじめ皆さ

まに大変お世話になりました。」とお志

を頂戴しております。まだ会社を引き継

ぐ新たな社長は決定していないそうです

が、奥さまかお嬢様になる見込みである

とお聞きしました。 

  

２．事務局に当地区のＰＧでした富原薫

様（札幌ＲＣ：1994-95年度）が去る

5月15日にお亡くなりになりましたと通知がありました。ご遺族

の意思により、ご香典、ご供花、ご弔電等は固くご辞退されるとの

事です。後日、北海道放送株式会社での偲ぶ会を予定されておりま

す。詳細は、追ってお知らせします。 

 環境保全委員会 平間 和弘 委員長 

 皆さん、こんにちは。環境保全委員会の平間で

す。先々週の早朝移動例会での桜並木の下草刈り

にご協力頂き、有り難うございました。  

 来週6月4日は、分収造林「ロータリーの森

林」での早朝移動例会です。午前7時現地集合で

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

幹事報告(五十嵐 桂一 幹事) 

委員会報告 

す。午前7時に道々支笏湖公園線からの入口を一度、施錠致しま

すので時間厳守でお願い致します。今年度最後の早朝例会となり

ますが、大変な作業はございませんので沢山の参加をよろしくお

願い致します。 

 

ロータリー情報・定款細則委員会  

 ＰＣ 村田 研一 委員長 

 

 6月5日に「第2回炉辺談話」を行います。

出席者は、パスト会長と入会1年目の新入会員

で行いますのでよろしくお願い致します。場所

はＡＮＡクラウンプラザホテル千歳11階でご

ざいます。出席よろしくお願い致します。 

（有）フジ娯楽  加藤 輝明 代表取締役  ご挨拶 

社会奉仕委員会 加藤 輝明 委員 
 今日は街はずれの農場まで来て頂いて本当

に有り難うございます。千歳ＲＣの会長並び

に幹事のご配慮でこの場所で移動例会をして

頂き感謝申し上げます。今がブルーベリーの

花が咲いている時期で窓から外を見て頂いて

も分かりますが大変見頃です。スズランの花

によく似ていますがこの花が全て実になって7

月中旬から8月中旬過ぎの1月半ほど収穫出来ると思います。  

 今でこそブルーベリーの木が大きくなりましたが、当初は10ｃ

ｍ足らずの苗木を持ってきて植えたもので3年位は全然育たなくて

息子の寛志は大変苦労しておりました。周囲からは“いつ逃げ出

すのか”と言われた位でしたが、今やっと何とか形になってきた

ようです。これからもまだ伸びていかなければならないので、皆

さまのご支援とご協力をお願いしたいと思います。是非ともお子

さんやお孫さんを連れて来店してやって下さい。また近所の方々

に街はずれにこのような店があるという事を宣伝してやって頂け

れば有り難いと思います。本日は有り難うございます。 

 

（有）ベリーファーム 加藤 寛志 代表取締役 ご挨拶 

 私はここで2005年から両親の勧めもあり、

農場を始める事が出来ました。2005年から始

めましてブルーベリーを実際に売ったのは

2006年の春ですが、それまで農業は何一つ勉

強をしておらず、本当に素人が本とインター

ネットの知識だけで始めて3年間は何も出来な

いままに過ごしてきました。でも私は苦労と

思っていませんでした。両親と家族の支えもあ

り、何とかやってこられたのですごく楽しくや

らせてもらいました。4年目以降ブルーベリーの収穫も出来るよう

になり少しずつブルーベリー園が完成してきました。当時は前に

あるブルーベリー畑を開放してのブルーベリー狩りを始めまし

て、翌年からは収穫が出来るようになり、果実と苗木の販売を

し、細々とやってきました。ブルーベリーの収穫が順調になりま

したので出荷もしておりましたが、せっかく自分の所のブルーベ

リーをもっと沢山の人に親しんでもらいたいと思い、何か出来な

いかという事で色々考えました。一般的に農産加工品と言うと
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出席率 

今回：45.6％（5月21日＝26／57 実数） 

確定：93.0％（5月11日＝53／57､うちMu0名） 

恵庭RC創立４５周年記念式典・祝賀会参加報告 

第３回札幌千歳会開催報告 

 2015年5月26日(火) ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきの1階 

オールディダイニングで「第3回札幌千歳会」が開催され、千歳Ｒ

Ｃ会員5名が出席し、総数15名が集い、大いに盛り上がりました。 

 ※「札幌千歳会」は、元千歳ＲＣメンバーが転勤などで札幌に行

かれた方々を中心に定期的に集い、近況報告と意見交換等を通じて

親睦と交流を深める為に作られ、今回で3回目の開催となりまし

た。 

◇第３回札幌千歳会に参加されたメンバーによる記念撮影です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者（敬称略）（◆元会員 ○現会員 ◇オブザーバー） 

後列左から ◆金沢明法 ◆加藤正浩 ○齊藤博徳 ◇石村真由美 

◆尾﨑伊智朗 ◆田中敬二 ○藤井雅一 ◆菅野範幸 

前列左から ◆宮本伸司 ○大西信也 ○沼田常好 ◆入江武人 

○藤川俊一 ◆酒井 宏 ◇石村圭史 

( 報告者：ＳＡＡ・プログラム委員会 齊藤 博徳 委員長 ) 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

ジャムなどがありますがそのような物でしたら世の中に沢山あり

ます。差別化出来ず世の中に埋もれてしまうと考え、また材料を

沢山使いますし採算の取れない趣味に終わってしまうと思い、市

場調査と周囲の状況を見ながらジェラート屋だと面白いと考えま

した。 

 テレビで取り上げていたのですが、2011年11月1日という日

は1が並び何かを始めるのには良い日だというその日にイタリアに

行きましてジェラートの専門学校でみっちりとジェラートについ

て学んできました。そこで覚えてきた事や学んできた事を自分な

りにアレンジしましてお客様に喜んでもらえる味を作ろうと努力

してきました。他にも色々問題がありましてこの場所が農地とい

う事で開発行為が難しく、また遺構跡なので遺跡調査などがあっ

て、計画通り行かず苦労はしましたが2年間頑張って2013年4月

20日にオープンする事が出来ました。本当に両親と家族兄弟に応

援してもらい、地元の方にも応援頂いて営業しております。今は

この場所が千歳市の観光地になれるように頑張っていきます。更

に沢山お客様にご来店頂き、もっと店で提供出来るものを考え、

頑張っていきたいと思います。 

 今年でミルティーロは開店3年目ですので、この場所にとどまら

す飛躍の年にして10年20年30年と発展し続け、千歳の方々に貢

献し、更には北海道の経済に少しでも寄与出来ればとも思ってお

ります。皆さまのご協力と応援をお願いいたします。有り難うご

ざいます。 

ジェラテリア ミルティーロでの会員の様子 

 では、店での会員の様子を一挙ダイ

ジェストで！ 

 

 

さ あ、私 と 一 緒 に！腰 越 会 員 で ～

す・・・ 

 

 

お好きなジェラートから2種類を選択してください。入れ物はカッ

プか、コーンで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さあ美味しいジェラートとワッフルを！ 美味しそう！ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   食事中です           大自然の中で！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブルーベリー狩りはいかがですか！ 

 

 

 

 

 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

 2015年5月23日（土）恵庭市

民会館3階 中ホールにおいて恵庭

RC創立45周年記念式典・祝賀会が

執り行われました。  

 恵庭ＲＣは、１９７０（昭和４

５）年３月２４日、札幌幌南ＲＣが

スポンサークラブとして創立し、5

月23日、恵庭市民会館3階中ホー

ルにおいて「恵庭RC創立45周年記念式典・祝賀会」が開催され

ました。千歳RCは第7グループの仲間として全員登録をしてお祝

いに駆けつけました。オープニングは、ゆずの「栄光の掛け橋」

と共に45年の歴史がプロジェクターで流されました。恵庭RC 

前田 利和会長から当クラブ会員の佐藤秀雄ＲＩ第2510地区パ

ストガバナー、大澤雅松千歳民報社代表などの来賓の紹介があ

り、スポンサークラブであります札幌幌南ＲＣのRI第2510地区ガ

バナー羽部 大仁 様、恵庭市長 原田 裕 様、北海道議会議員 田中 

芳憲 様、RI2510地区パストガバナー 佐藤 秀雄 様（千歳ＲＣ）

より祝辞が贈られました。その後、祝電披露、物故者への黙と

う、各種表彰が行われ、記念式典は閉会となりました。 

 

 祝賀会は前田 利和 恵庭RC会長

の 挨 拶、来 賓 の 挨 拶 後、RI 第

2510地区国際奉仕委員会委員長 

松原 重俊 様（砂川ＲＣ）のご発声

のもと乾杯で始まりました。 

写真は本日のメインデッシュ、マ

グ ロ で す！「マ グ ロ の 解 体

ショー」が行われました！ 

 

 

 また、記念ゴルフ大会で千歳Ｒ

Ｃ 佐藤 秀雄ＰＧがニアピン賞を

取り表彰されるなど盛大に行われ

ました。 

～詳しくはホームページをご覧下

さい～ 
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