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 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24日 第１3回）通常例会 ガバナー公式訪問                  担当：三役 

第12回（通算2392回）通常例会報告 

日時：2015年9月17日（木）12：3０～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：通常例会  

担当： 社会奉仕委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 牟田 裕一 委員 

四つのテスト： 出席・資料管理委員会 村松 繁克 委員   

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

 本日のお客様のご紹介を致します。第7グ

ループガバナー補佐 坂井 治 様、千歳セントラ

ルRC パスト会長 白木 松敏 様、千歳RAC会長 

汪 可怩 様 以上です。よろしくお願いします。  

 
 

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１５年９月24日 

第12号 （通算22６3号） 

    ～９月は基本的教育と識字率向上月間～  

幹事報告（大西 信也 副会長） 

お客様紹介（大西 信也 副会長) 

 本日の例会ご苦労さまです。本来の例会は

9月14日に行う予定の秋の交通安全運動セフ

ティーコールの街頭啓発でありましたが、街

頭啓発が9月24日の16時に変更されたこ

と。また、24日は2510地区ガバナー公式

訪問が行われることから、本日を例会日に変

更させていただきました。申し訳ございませ

ん。そして本日、2510地区第7グループガバナー補佐 坂井 治 

様、千歳セントラルRCパスト会長 白木 松敏 様、千歳RAC会長 

汪 可怩 様、お忙しい中お越しいただきありがとうございます。  

 最初に、当千歳RC 上井 昭一パスト会長が8月29日ご逝去され

ました。80歳の生涯でした。ここに謹んで

哀悼の意を表すとともに黙とうを行いたいと

思います。  

 さて先週、友好クラブである神戸南RCの

皆様をお迎えしてのおもてなしを皆様で行っ

ていただきありがとうございました。神戸南

RCの皆さんが満足していただいたと思っておりますが、各関係委

員会のご協力に感謝申し上げるとともに、皆様に御礼を申し上げま

す。ありがとうございました。  

 さて、来週9月24日は前段で申上げましたが、「ガバナー公式訪

問例会」になります。先週の神戸南RCを迎えての活動、交流に専

念していただいたため､まだ準備が全く出来ていません。本日例会

後、理事会を行い各委員会との打ち合わせを行いたいと思います。

会員皆様におきましては、当日はご出席の程よろしくお願いいたし

ます。また、当日は「秋の交通安全運動セフティーコール」が16

時より行われますので併せてよろしくお願いします。  

 ポリオ撲滅活動における2015～2016年度の具体的な計画につ

  一点だけお願いしたいと思っております。9月24

日のガバナー公式訪問については100％の出席例会に

なっておりますので会員皆さまのご出席をよろしくお

願いいたします。それと、理事と委員長は11時から

クラブ協議会が開催されますので、今年度の「クラブ

計画と報告書」をお持ちいただき、委員会の活動方針

を発表できるようにしておいてください。  

千歳RAC会長挨拶（ 汪 可怩 会長 ） 

  今日は盆踊り大会会場での出店と9月5日に行いました

「第43回地区協議会」のお礼に参りました。 皆さまの

おかげで8月20日に行いました今年の盆踊りの出店の売

上は前売りチケットと当日現金売上ともに今までの最高

記録になりました。また当日お手伝いいただいた皆さま

にも心からお礼を申し上げます。9月5日開催の地区協

議会にご協力いただいた千歳RC前田委員長の呼び掛け

で、多くの皆さまにご登録いただきしたこと誠にありがとうございます。前

田委員長、本当にありがとうございました。盆踊りと地区協議会の大きな行

事は終わりましたので、これからは汪 可怩 風の例会を行いたいと思いま

す。10月27日火曜日、19時からＡＮＡクラウンプラザホテル千歳で昨年

度実施した沖縄の国内研修報告と私の母国台湾のことについて話す予定で

す。是非皆さん来てください。最後にもう一つのお願いがあります。ブルー

ファミリアは大変素敵なバンドです。千歳RACでも応援しています。毎年手

伝いに行っています。10月11日北ガス文化ホールに是非来てください。一

緒に感動しましょう。～詳しくはホームページをご覧ください～ 

いて、2510地区から質問が来ております。この件につきましては

本日の例会後の理事会で審議して、2015～2016年度の方向性を

決定し、皆様に報告、ご協力をお願いすることとなると思います。

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

第7グループガバナー補佐  

坂井 治 様   

千歳セントラルRCパスト会長  

白木 松敏 様  

千歳RAC会長 

 汪 可怩 様  

  皆さん、こんにちは。7月23日に千歳RCに訪問させ

ていただきまして、2度目のクラブ訪問になりました。

そして来週は「ガバナー公式訪問」と言うことで3回目

の訪問をさせていただくことになっています。今年度

第7グループ6クラブあるなかの3クラブの公式訪問が

終わりました。ガバナーは気さくな方でソフトな感じ

です。特に会長・幹事・会長エレクトの懇談会ではク

ラブの皆さまの悩みを聞いて、和やかに進めていくという考え方ですので、

特に緊張する必要もないと思います。またクラブ協議会につきましても皆さ

んの方から何か悩みや質問がありましたらお聞きする、という機会にしたら

よいのかなと思います。特にガバナーの方から質問するということはありま

せんので、安心してガバナーを迎えていただければと思っています。 

 ＩＭですが、開催日が来年の4月2日の土曜日に決定いたしました。それ

から「第１回第7グループ会長・幹事会」は10月15日に予定をしておりま

すが、沼田会長のご都合が悪いとお聞きしているため、次の週にしようと検

討中であります。会長、幹事のご都合を調整したいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 ロータリークラブセントラルというＷＥＢサイトがあります。そのサイト

内のマイロータリーへのご登録をお願いします。皆さんの個人の情報等、全

部登録されることになっておりますが、次の訪問までにもしくは会長幹事会

の時に詳しい登録方法などを書いたペーパーを皆さんにお配りすることを考

えていますので、是非、マイロータリーにご登録いただきたいと思っており

ます。  

 今日はガバナー補佐の訪問以外に、ブルーファミリアのチャリティコン

サートのご案内と、皆さんにチケット販売をお願いしに参りました。千歳で

ＲＩ第２５１０地区 第７グループガバナー補佐挨拶 

（坂井 治 様（千歳セントラルRC）  ） 
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出席率 

今回：45.6% (9月17日=26/57 実数)  

確定：75.4% (9月4日=43/57 ､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 
1.沼田 常好 会長 ①千歳高校の生徒とギョウザのコラボを行い、麻婆ギョウザを作りま

した。民報に掲載されました。②今日の例会よろしくお願いします。2.川端 清 PC 千

歳祭り、民報に神戸との合同例会時に後姿の写真。子供結婚式が9/20準備。町内会の仕

事等、毎日暇がありません。会社の仕事が手に付きませんので、いつつぶれるかわかりま

せん。3.腰越 くり子 会員 ①先日の例会後の懇親会は今年度初の親睦担当させて頂き

ました。親睦メンバーはじめ皆様に支えられて無事終えることができました。ありがとう

ございます。また、二次会には当店に多くの会員の皆様にご来店頂いて神戸南RC様と楽

しく会を終えることができて今はホッとしています。盛り上げ隊の皆さんありがとうござ

いました。②来月は丸駒例会です。よろしくお願い致します。③藤本PCのゴルフコンペ

で久々に80台を出して、ニアピン、女子の部のベスグロを頂きました。ありがとうござ

います。4.藤本 敏廣 PC 素晴らしい秋晴れの中で第30回目のフジプラゴルフ大会が

無事終わることができました。5.須川 美和 会員（カラオケチーム代表） 先日の例会

後の2次会で神戸対千歳でカラオケバトルとなりました。結果は引き分けでした。メン

バーは五十嵐さん、今野さん、山中さん、喜多さんでした。6.山中 正一 会員 高橋様

会報お疲れ様です。稲川様卓話楽しみにしています。7.稲川 和伸 会員 本日卓話致し

ます。緊張して倒れそうです。8.阿部 正信 会員 一年で一番大きな法要が終わりまし

た。ありがとうございました。9.斉藤 えみこ 会員 神戸南RC様とのコンペで準優勝し

ました！対抗戦においても勝利に大きく貢献したわ！10.大澤 雅松 会員 ①昨日、山口

市長に面会した際、市長が千歳ロータリーの女性会員の活躍ぶりに感心していました。

(@_@)②坂井さん、白木さん、汪さん、ようこそ千歳RCへ。11.喜多 康裕 会員 先日

シャムロックで行われたフジプラコンペで初めて100を切りました（97です）。今まで

応援して頂いた方々に感謝しつつこれからも頑張ります。12.牟田 裕一 会員 本日の例

会初の司会です。よろしくお願いします。13.千歳セントラルRC 坂井 治 会員 ガバ

ナー補佐訪問とブルーファミリアチケットの販売させて頂きます。 

本日のニコニコＢＯＸ  13名 47,000 円  

委員会報告（RG会 藤本 敏廣 会長）  

チャリティコンサートを定期的に開催し、今年

で20年目となります。毎年、北ガス文化ホール

で開催した後、その収益金を千歳市立図書館に

本として寄付をしています。10月11日、ご都

合が合えば来てください。この後、卓話の間に

チケット販売をさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

 ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

 9月10日の神戸南RCとの対抗試合は多くの皆

さんの参加をいただき、本当にありがとうござい

ました。おかげさまで千歳RCが勝利することがで

きました。10月のRG会は10月17日に「ちとせ

インターゴルフクラブ」で行います。是非多くの

方のご参加をお願いいたします。11月は納会をし

たいと思っています。納会は10月31日（土曜

日）～11月1日（日曜日）に登別での一泊納会を

行いたいと思っています。是非多くの皆さんのご

参加をよろしくお願いいたします。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

社会奉仕委員会卓話（稲川 和伸 委員） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。環境保全委員会の稲川和伸です。斉藤委員長から依

頼がありましたので、今日は分収造林「ロータリーの森林」について説明い

たします。現在、入会歴が浅い会員が私を含めて多くおられ活動内容をまだ

理解していない会員、わからない方がいると思います。先輩方が築き上げて

きた千歳RC唯一の継続事業であります分収造林「ロータリーの森林」の紹

介をさせていただきます。本来でしたら分収造林組合の丹治組合長、もしく

は平間副委員長からロータリーの森を説明される

べきかと思いましたが、クラブの歴史を勉強する

ため代わりにお話しいたします。今回の説明資料

は、記念誌「40年のあゆみ」の中の 丹治組合長

の「80年後の夢に向かって」及び平間副委員長

の2014年10月の卓話資料「千歳ロータリーの

森林生い立ちと経過報告」を参考にして資料を作

成しています。 

第1章 分収造林の概要  

 まず分収造林の概要について説明いたします。名称 国際ロータリー千歳

クラブ「ロータリーの森林（もり）」。住所は、恵庭営林署所轄 千歳市蘭

越恵庭事業区372林班い 小班です。事業契約は、1991年10月北海道営林

局長 原喜一氏と千歳クラブ分収造林組合長 丹治秀一会員で契約を締結し

ております。契約期間は、1991年から2070年までの80年間、あと残り

55年と次の次の世代につなげる壮大な事業です。面積は2.83ｎａ、サッ

カー場の面積の6倍近くあります。樹種および本数は赤エゾ松7,820本

（7,300本＋520本）です。  

第2章 ロータリーの森林の生立ちと経過  

 昭和60年（1985年）に地球温暖化対策の一環として「国際森林年」が

叫ばれていた時、丹治ＰＣが仕事で恵庭営林署（現在の森林管理局）を訪問

中、当時の署長より「緑のオーナー制度・分収育林」の依頼要請があり、

ロータリー会員に相談し、検討が始まりました。平成元年（1989年）に丹

治ＰＣをはじめ千歳RCから3名の会員が協力し「緑のオーナー」となりまし

た。現在地は恵庭のエコリン村の奥の国有林です。 

平成2年（1990年）に恵庭営林署の方から千歳RCで分収造林事業を実施し

てみてはどうか、とのお誘いを受け、丹治ＰＣと当時の会長でありました佐

藤 秀雄ＰＧとで恵庭営林署を訪問し詳細を聞き、その後理事会と例会で協

議、承認後、「国際ロータリー2510地区千歳RC分収造林組合」を設立す

る事となりました。分収造林の植栽日ですが、平成4年（1992年）5月17

日に当時の会員数121名の会員（山田 睦雄 会長）と家族や関係諸団体29名

の計150名でアカエゾ松の苗木7,300本を植栽しました。後日520本を追

加植栽しています。 

第3章 ロータリー森林写真  

 資料製作するため過去の会報誌と記念誌などを見てみましたが、クラブ設

立当初より様々な緑化活動に取り組んできており、先輩たちの地道な努力を

知ることが出来ました。特に「ロータリーの森林」は丹治組合長と平間副委

員長の「森林への思い」と環境保全の取り組みが大変勉強になりました。  

遠大な構想で始まった分収造林「ロータリーの森林」のその夢を繋いでいく

一端を皆さまと「共に楽しく歩む」ことが出来ればと思います。環境保全に

ついて、記念誌「40年のあゆみ」の丹治組合長の格言を紹介いたしまして

説明を終えさせていただきます。 

「環境を破壊するのは簡単だが、維持保全するために息の長い活動が必要、

自然を守り育もう。」 

 まだまだ分からない事が多く、不十分な所が

多々ありますが、皆さまのご指導の程、よろし

くお願いいたします。 

最後に、10月には分収造林「ロータリーの森

林」早朝移動例会が行われます、時節柄大変お

忙しいと思いますがご参加とご協力お願いいた

します。ご清聴ありがとうございました。  

※「分収造林」の意義と歩みを懐かしい写真を交えていただきながら非常に

分かりやすく説明していただきました。稲川委員ありがとうございます。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

桜の植樹について（沼田 常好 会長）  
 会長挨拶でも申しました、桜の植樹について

ご協力のお願いをいたします。 

当クラブは継続事業として「千歳ロータリーの

森林」の分収造林事業を行い、そしてダイナッ

クスアリーナ付近の千歳川沿いには桜の木の植

樹をし、毎年手入れをしてきました。また、イ

ンディアン水車横にハスカップの植樹もしてい

ます。そして、３年前にもグリーンべルトの千

歳川沿いに桜の木の植樹をして、石碑に「四つのテスト」を刻記しておりま

す。今後、千歳RCが分収造林事業とともに、千歳市民の憩いの場としての

「桜並木の育成と環境保全活動」を継続して積み重ねて行くことが必要であ

ると思います。本年度の事業として桜の植樹を行いたく千歳市側と相談した

ところ、千歳市側も桜の植樹計画をしているとの事でもあり、RI2510地区

に補助申請をした結果、補助金が出る事となり計画を進めておりました。 

 そのような状況の中、神戸南RCとの友好クラブ締結10周年としての事業

をどのような形で行うか、神戸南RC側と相談したところ、桜の植樹に対し

快くご賛同を得ることができ、神戸南RCとの10周年事業の一部としてもこ

の度、植樹事業を実施する運びとなりました。植樹の内容は別紙図面のとお

りで、11月のはじめを予定しております。 

 また、ハスカップの植樹ですが、故人であります前会員の佐々木昭さんの

奥様から、インディアン水車横のハスカップ植樹に対し、ハスカップの木を

寄贈頂けるとのことですので、この日程につきましても後日、皆様にお諮り

したいと考えております。 


