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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 （11月12日 第20回）    通 常 例 会        担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

第19回（通算2399回）移動例会  

日時：2015年11月5日（木）12：3０～13：30 

場所：千歳市清水町4丁目 

   （グリーンベルト河川公園及びポエム広場） 

プログラム：移動例会「桜の木の植樹」 

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 
移動例会の為、四つのテスト、ロータリーソング斉唱、友情の握手

タイム、出席率の発表は割愛 

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（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11月12日 

第18号 （通算22６9号） 

          ～1１月はロータリー財団月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

 皆さん、ご苦労様です。今月に入り

まして初めての例会です。今月は今日

を含めまして昼移動例会として26日

には道の駅「サーモンパーク千歳」に

おいてハスカップの木の植樹を行う例

会を行います。26日ですがハスカッ

プの木の植栽後、道の駅内「ベジタブ

ルビュッフェ IRODORI CAFÉ」で

食事を行う予定です。通常例会は12

日19日の2日ですが皆様よろしくお

願い致します。 

それでは今日の例会につきまして説明致しますが、今回の

植樹は神戸南ＲＣより５万円をいただいて友好クラブ締結

10周年記念として桜の木を植樹することとしました。 

このことは、９月１０日の友好クラブの神戸南ＲＣ来千に

伴う夜間例会において報告の通り、両ＲＣが河畔公園の千

歳川河川敷に桜の木を植樹する目的で寄付に対して千歳市

より感謝状を頂戴しております。 

なお、「四つのテスト」の石碑の裏に神戸南ＲＣと千歳Ｒ

Ｃ友好クラブ締結10周年記念植樹の文字を刻みます。 

対岸の東雲町3丁目のポエム広場で行う１０本の植樹です

が、2510地区から補助金が承認されており、補助金事業

として行います。 

これから植樹作業を行いますので皆様ご参加の方よろしく

お願い致します。以上ですよろしくお願いたします。 

 ご苦労様です。まず本日の出席ありがと

うございます。 

１、先 程、会 長 挨 拶 に あ り ま し た が、

2510地区の補助金事業の承認を受けてお

ります桜の木の植樹につきまして対岸のポ

エム広場に移動しまして植樹作業を行いま

す。その後、お弁当を配り解散ということ

になります。 

 

２、来週は通常例会となり、ロータリー財

団・米山記念奨学委員会の卓話がございま

す。題名は、「ポリオ撲滅について」です。皆さんのご出席をよろ

しくお願い致します。 

 

３．これから取りまとめたいと思っておりますが、昨年もお願いし

ましたポール・ハリス・ソサエティの寄付を募り、クラブとして

10,000ドル寄付したいと考えています。お声掛けしたいと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

 

４、本日は天候にも恵まれ桜の木の植樹を終えることが出来まし

た。ありがとうございました。 

委員会報告 

中山 和朗 パスト会長 
  

只今ご紹介いただきました中山でございま

す。沼田会長よりお話がありましたが、１１

月４日、千歳市より2015年度産業功労表彰

を受賞いたしました。これからもよろしくお

願い致します。どうもありがとうございまし

た。 

 

 

環境保全委員会 平間 和弘 副委員長 

 
先週の分収造林「ロータリーの森林」の早朝

移動例会に多くの会員のご出席をいただき、

ありがとうございました。また千歳民報社か

らに立派な記事と写真を載せていただきまし

た。大澤雅松千歳民報社代表ありがとうござ

いました。本日ニコニコboxはありませんの

で来週、出させていただきたいと思います。 

 

 

会員増強委員会 村田 研一 委員長 

 
 うれしい事に職業分類 不動産賃貸で1名

の方が新たに入会されるということになりま

したことを、ここに報告させていただきま

す。非常にでうれしいことです。また皆様に

はこれから、1人、2人と会員増強にご協力を

お願いいします。以上です。 

例会の様子 

社会奉仕委員会 

  齊藤 えみこ 委員長 
 

 

これから記念植樹の前で撮影いた

します。笑顔で神戸南RCに感謝を

こめて撮影いたします。お集まり

ください。 
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出席率 

今回：63.2% (11月5日=36/57 実数)  

確定：73.7% (10月15日=42/57 ､うちMu0名） 

第 9 回 理 事 会 開 催 報 告 
平成27年10月15日（木）例会終了後例会終了後、第9回理事会

が開催され理事10名が出席しました。今回の審議事項は① 11月

プログラムについて② 指名委員会設置について③ スポーツセン

ター「創立25周年記念碑」補修について④ 神戸南ＲＣとの友好

10周年記念碑について⑤ クラブ細則変更についてでした。以下、

上記審議事項に対して決まった事項です。  

① 11月プログラムについて 

11/5    通常例会 → 昼移動例会に変更「桜の木の植樹」 

11/12  通常例会 地区ポリオプラス副委員長  古川大之様「ポリ

オ撲滅について」  ロータリー財団・米山奨学委員会 

11/19 夜間通常例会（ＡＮＡホテル）親睦活動委員会《理事会》 

11/26  通常例会 → 昼移動例会に変更 

道の駅「ハスカップの木の植樹」  担当：環境保全委員会  

② 指名委員会設置について  

11月12日通常例会において臨時総会を開催する。  

（記事：藤川 俊一 幹事） 

     ～詳しくはホームページをご覧ください～ 

○集合記念写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の記念樹をバックに記念撮影（撮影 大澤雅松 会員） 
 

その後、2510地区の補助金事業として桜の木の植樹をグリーンベルトの千

歳川河川敷（東雲町３丁目 ポエム広場）に植える作業を行いました。 

（千歳保健所となり） 

○植樹場所への移動 

 

 

 

 

 

 

 

○植樹作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なれないスコップさばきで植樹の作業 

メンバーの協力で桜の木記念植樹を行うことができました。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

１0月17日（土）、ＲＧ会の今年度4回目となるゴルフ大会が、ちとせイン

ターゴルフクラブにおいて、会員12名の参加で開催しました。大会の様子

です。 

 

 

 

 

 

 

以下本大会の結果です。（敬称略） 

優勝 五十嵐 桂一 会員  

準優勝 喜多 康裕 会員 三位 五十嵐 宏  ＰＣ 

次回のＲＧ会ゴルフ大会は、10月31日、11月1日の2日間、伊達市・トー

ヤレイクヒルＧＣにおいて「ＲＧ会ゴルフ納会」を行います。洞爺サンパレ

スに一泊して行います。多くの皆さんの参加をお待ちしております。 

（報告：記事・写真 クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 ） 

 第 8 回 理 事 会 開 催 報 告 

平成27年9月17日（木）例会終了後、第8回理事会が開催され理

事10名が出席しました。 

今回の審議事項は① 10月プログラムについて② 9月24日 ガバ

ナー公式訪問について③ 地区大会について  ④ 10/8 丸駒温泉

夜間移動例会について ⑤ 11月15日 千歳ｾﾝﾄﾗﾙＲＣ創立25周年

記念例会についてでした。 

以下、上記審議事項に対して決まった事項です。 

①10月プログラムについて 

・10/4（日） 地区大会in岩見沢【１日振替】        担当：三役 

・10/8 夜間移動例会（丸駒温泉）担当：親睦活動/健康  委員会 

・10/15 通常例会          担当：Ｒ財団・米山委員会《理事会》 

・ 10/22 秋季休会 

・10/29 早朝例会（分収造林）       担当：環境保全委員会 

② 9/24 ガバナー公式訪問について 

「１００％出席例会」を目指し会員に呼び掛ける。 

③ 地区大会について 

10月4日（日曜）の集合時間を7時30分とし、バスで移動して懇

親会まで出席し、18時30分にイベントホール赤レンガを出発と決

定。尚、会長、幹事は3日（土曜）も出席する。 

④ 10/8 丸駒温泉夜間移動例会について 

夜間移動例会では宿泊を予定している方は5,000円と格安でご提

供いただけることになったので、出来るだけ多くの会員に御利用

してもらうよう案内をする。 

⑤ 11月15日 千歳ｾﾝﾄﾗﾙＲＣ創立25周年記念例会について 

創立２５周年記念例会に全員登録で参加する。 

 

（記事：藤川 俊一 幹事） 

ＲＧ会 第４回ゴルフ大会開催報告 

秋の洞爺湖一泊ゴルフコンペ及び納会報告 

10月31日、11月1日の2日間、秋の洞爺湖周辺のゴルフ場におい

て恒例のＲＧ会ゴルフコンペおよび納会が行われました。 

また、洞爺サンパレスに13名が宿泊し、ゴルフ談議はもとより

ロータリー論議と幅広い話で大いに盛り上がりました。 

第１日目10月31日  伊達カントリークラブ 参加者 10 名 

優 勝    武石  忠俊 ＰＣ 

準優勝    五十嵐 桂一    会員 

三 位         佐藤  秀雄     ＰＧ 

第2日目11月1日 登別カントリー倶楽部  参加者 16 名 

優 勝    佐藤   秀雄     ＰＧ 

準優勝    羽山   昇蔵     会員 

三 位         村田  研一     ＰＣ 

1年の過ぎるのもあっという間の気がします。来年も多くのご参加

をよろしくお願いします。初心者には諸先輩から実地指導が受けら

れる特権があります。 

（報告：ＲＧ会 幹事  五十嵐 桂一） 
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