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 WELCOME     

佐々木義朗 様 丸駒温泉㈱ 代表取締役（千歳 RC） 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

今日は、午前中ゴルフココンペに参加頂いたメンバーの

皆さまありがとうございます。本日、参加できなかったメン

バーの皆さまは、来春周りましょう。本日は、支笏湖例

会です。JCの先輩から教えてもらった事がございます。千

歳川の水の源は、支笏湖から湧き出ている。だからロー

タリークラブに入った原点を思い出し入会した初心の気

持ちまた、チャーターメンバーの先輩は、我がクラブを立ち

上げた頃の様々な思いを思い出し噛み締めてお酒を酌

み交わし食事致しましょう。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会出席のお礼 

 北広島ロータリークラブ

チャリティフリーマーケッ

ト事業品物提供のお

願い 

○ 締め切り：10 月

25 日（火）午後

1時までに事務局へお持ちください。 

 第 2510 地区國立金助ガバナーエレクト事務所開

設のお知らせ 

 長泉ロータリークラブから届いた銀杏を後ほどご賞味く

ださい。 

 丸駒温泉㈱ 代表取締役 佐々木義朗様より日本

酒をご提供いただきました。 

 

 各委員会連絡・報告   

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

次回は社会奉仕委員会担当で移動例会「清掃奉仕

活動」です。食事は午前

11 時 30 分～12 時、

集合時間 12 時で場所

は千歳エアポートホテル

1F「うみや」です。皆さん

のご参加宜しくお願いしま

す。 

 

友好クラブ委員会 委員長 松坂 敏之 

長泉ロータリークラブ友好委員会 富岡委員長、栗田

委員から連絡がありまし

て、友好締結 20周年の

意見交換をしたいというこ

とで、12 月 10 日（土）

～11 日（日）にこちらに

いらっしゃいます。宜しくお

願いします。さつまいもも

送ってくださるそうです。 

 

例会出席状況（2016 年 10 月 11 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 31名 

欠席者数（内：無断欠席）  11（0）名 

出席率 73.81 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  32名 
 

前回例会 確定出席率（2016 年 10 月 4 日） 

確定出席率（MU 含む） 71.43 ％ 
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ローターアクト委員会 副委員長 岩下 誠 

千歳ローターアクトクラブ第 12回定例会のご案内です。 

10月 25日（火）午後 7 時から ANA クラウンプラザホ

テル千歳で行います。卓話の内容は、千歳で 10月から

のバス路線再編成に伴い新たに運用されるバスロケーシ

ョンシステム「ち～なび」についてです。講師は本システム

の開発に携わった千歳科

学技術大学 助教・博士 

山川広人 様です。食事

2,000 円、食事な し

1,000 円。21 日（金）

までの申込となっています。

宜しくお願いします。 

 

 本日の例会プログラム  

移動親睦夜間例会 

「観楓会 in 支笏湖」 

担当 親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

本日は、ここ支笏湖丸

駒温泉での移動親睦

例会です。 

始めに本日のビジターで

あります佐々木義朗様

よりご挨拶をお願いしま

す。 

 

 ご挨拶   

丸駒温泉㈱ 代表取締役 佐々木義朗 様（千歳 RC） 

本日、会場をご提供いただいた丸駒温泉代表 佐々木

義朗様よりご挨拶を頂戴しました。我がクラブはこれまで

丸駒温泉で 4度例会を開催し、今回が 5度目となるこ

と。そして、ご逝去された先代のお父様に最近顔が似て

きたと言われることを嬉しく思うとのこと。また懐かしいエピ

ソードをご紹介いただきながら、先代金治郎社長の人柄

を偲びました。この後、最後まで例会に参加していただき

ました。 

 献杯  初代会長 高塚 信和 

丸駒温泉三代目の故 佐々木金治郎様との思い出を

高塚初代会長に語っていただき献杯致しました。 

 

 10月誕生祝   

☆清水清光 会員（昭和 19年 10月 8日生） 

☆笹谷俊尚 会員（昭和 41年 10月 4日生）欠席 

おめでとうございます！！ 
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 ゴルフコンペ表彰   

進行:ゴルフ同好会 副会長 佐々木 俊英 

今日は平成 28 年最終ゴルフコンペを行いました。参加

者は 11 名でした。天候にも恵まれ楽しいひと時を過ご

すことができました。優勝は、高塚初代会長です(^^)v  

おめでとうございます！ 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

ゴルフコンペ参加者、誕生日祝など多くの方にニコニコ

していただきました。ありがとうございました。 

大下和志会員、入口博美会員、石川貴美子会員、

臼田暢会員、清水清光会員、彦坂忠人会員、関根

悟会長、佐々木俊英会員、四方信次会員、菅原百

合子幹事、高塚信和会員、小松義徳会員、古木克

紀会員 

本日のニコニコ BOX 合計額 23,000

円 今年度 累計額 311,000

円 
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 閉会のあいさつ  会長エレクト 四方 信次 

今日は午後 4 時前にはこちらに入り、乾杯の練習を何

回もしていました。酔いも回っていますので、今日は格調

高い挨拶は控えさせていただきます。 

今日は私だけでなく、皆さんハイテンションになっているの

ではないかと思います。二次会もあるということで更に懇

親を深めさせていただき、次年度の四方年度につなげて

いきたいと思いますので、皆さん宜しくお願いします。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、10 月 25 日（火）移動例会

「清掃奉仕活動」。担当は社会奉仕委

員会。食事は 11 時 30 分～12 時、

集合 12 時、千歳エアポートホテル 1F

「うみや」です。 

 

 NEWS & TOPICS  

「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会開催 

10 月 14 日（金）、千歳川桜プロジェクト支援事業を

行った市内 6 つの奉仕団体による合同ゴルフ大会、懇

親会を開催しました。 

ゴルフ大会は 53 名、懇親会には山口千歳市長、横田

副市長、千葉企画部長、伊賀建設部長をお迎えし

126名が参加しました。 

 SCHEDULE  

 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、米山月間 ■地区大会（地区） 
■世界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手
続き ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動   」 [担当/社会奉仕委員
会(委員長 福島 力) 

第 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話 講師/千歳科学技術大学 
助教・博士 山川広人 様」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間（2～8 日） ■
創立記念日（1990.11.19） ■次年度理事指名委員会設
置 ■国際ソロプチミスト千歳チャリティパーティー（会長）  

1 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/ロータリー財団委員会
(委員長 大久保尚)] 

8 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報・広報委員会(委員長 山口康弘)] 

10 日 地区補助金事業 防災用等テントの贈呈式（千歳市） 

12 日 千歳川桜プロジェクト植樹会（千歳市河畔公園） 

15 日 17 日に例会日変更 

17 日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in ANA クラウン
プラザホテル千歳」 
※千歳 RC 合同例会（千歳 RC 主催） 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

18 日 千歳 RAC 定例会「親睦ワイン例会/台湾 RAC 合同」 

22 日 

第 12 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「卓話 講師/RI 第 2510 地区パストガバナ
ー 丸山淳士様」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

27 日 長沼 RC 創立 25 周年記念式典 

29 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

12
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会 ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告 

6 日 
通常夜間例会 「年次総会」 [担当/理事会(進行担
当/幹事 菅原百合子)] ※36 分例会 

13 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会(委
員長 彦坂忠人)] 

20 日 

親睦夜間例会 「クリスマス家族会」 
※会員家族出席例会 
※千歳ローターアクトクラブ合同例会 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

27 日 

第 13 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「クラブ協議会/上半期活動報告」 
[担当/理事会(進行担当/直前会長 尾本眞二)] 

千歳 RAC 定例会「年越しわんこそば対決」 

1
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会 ■新年交礼会 ■千歳市新
年交礼会（会長･幹事･会長エレクト･副幹事） ■千歳 RC･LC･
JC 新年交礼会（会長･幹事） 

3 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 


