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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1968年4月26日 

 本日の例会 （3月16日 第27回）夜間移動例会「駒そば亭」         担当：親睦活動委員会・健康委員会 

第26回（通算2459回）例会報告 

日時：2017年3月9日（木）12時30分～13時30分 

場所：ザ・ベルクラシックLien 

プログラム：移動例会 

担当：環境保全委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 落合 和昭 委員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会 塩澤 寛子 委員 

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

 皆さん、こんにちは。 

 2月28日、ANAクラウンプラザホテル千

歳で千歳RACの第22回定例会があり、三役

を含め14名の会員に出席していただきまし

た。稀にみる多さでした。 

 これは、卓話の内容が興味を引くものだっ

たからかもしれません。千歳RAC例会の卓話

も充実していると、私たちロータリアンも出席したくなると思いま

す。千歳RACの卓話の内容も色々考えていただければと思いま

す。 

 千歳RACの例会に私たちはお金を払います。そんな中、多くの

会員の皆さんに出席していただきありがとうございます。特に、青

少年奉仕・ローターアクト委員会の前田浩志委員長には、毎回、千

歳RACの例会に出席していただきありがとうございます。 

  

 また、北海道ガス㈱千歳支店長の高橋憲司会員が、千歳RACに

若い甴女2人の社員をオブザーバーとしてつれて来ていただきまし

た。入会予定とお聞きしており、大変ありがとうございます。 

 当日、一人の女性新入会員の認証式があり、千歳RACの会員は

14名になりました。これで北海道ガス㈱千歳支店の2名が加われ

ば16名となります。 

  

 皆さんはご存知だと思いますが、千歳RACは次年度に創立30周

年を迎えます。 

 30周年に向けて、会員を一人でも多く入れたいと思っていま

す。会員の皆さんの従業員で若い人がいましたら、是非、千歳

RACの入会をよろしくお願いします。 

 話は変わりますが、高橋会員は今回転勤の可能性が高かったので

すが、何とか踏みとどまっていただきました。有難いことです。 

 これで高橋会員ももう少し、千歳の夜の街を闊武できますね！ 

 

 今日は大先輩の丹治 秀一 パスト会長の卓話です。ご静聴よろし

くお願いします。 

会長挨拶（大西 信也 会長） 

千歳ロータリークラブ会報 

大 西 会 長 方 針 

「相手の気持ちになろう、ロータリーの気持ちになろう」 

会 長 大西 信也   副会長 齊藤 博徳    幹 事 今野 良紀 

会長エレクト 瀧澤 順久    会 計 喜多 康裕   

第2510地区ガバナー 武部 實 第７グループ・ガバナー補佐 高木 繁秀 

２０１7年 3月16日 

第25号（通算2323号） 

   ～3月は水と衛生月間・世界ローターアクト週間～  

幹事報告（今野 良紀 幹事） 

１．3月11日、キリンビール㈱北海道千歳

工場長の名川誠会員の送別会ですが、この

度、北海道電力㈱千歳支社長の石﨑薫会員、

ANA千歳空港㈱代表取締役の伊藤正樹会員

も3月末で転勤が決定いたしました。そこ

で、名川会員の送別会に石﨑会員も合同にて

送別いたしたく、ご理解をお願いいたしま

す。伊藤会員は、業務の都合のため、3月

16日の「駒そば亭」夜間移動例会後に、「ラウジンバーボルス」

にて送別会をさせていただく事となりました。3月16日、伊藤さ

んの送別会の詳細については、改めてご案内いたします。 

 

２．3月16日、「駒そば亭」夜間移動例会について、バス利用者

は、18時にANAクラウンプラザホテル千歳から出発となりますの

でお願いいたします。 

 

３．3月23日、健康委員会の卓話は、医療法人 資生会 千歳病院 

理事長 佐藤正俊 様です。テーマは未定となっています。 

 

４．3月26日、第29回第7グループの「IM」長沼開催について、

バス出発時間は、ANAクラウンプラザホテル千歳より12時20分

となりますのでお願いいたします。 

 本日のお客様をご紹介します。 

 第2510地区 第7グループ ガバナー補佐 

高木 繁秀 様（長沼RC）です。 

 同じく、第2510地区 ポリオプラス副委員長 

古川 大之 様（長沼RC）です。 

お客様紹介（齊藤 博徳 副会長） 

委員会報告 

◇青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長 

 

 3月28日にフジボウルにて、第24

回千歳RAC定例会「親睦ボウリング大

会」が行われます。先ほど、大西会長

から参加者数に対してお褒めの言葉を

いただきましたが、今回はボウリング

という事で、どなたでも参加出来る競

技です。前回同様、多数のご参加をお

願いします。案内に関しては、本日、

事務局よりメール等させていただく予定です。今回は、大会後に懇

親会の企画をしているようですので、そちらも合わせてご検討下さ

い。 

ガバナー補佐 高木 繁秀 様 挨拶（長沼RC） 

 皆さん、こんにちは。 

 千歳RCにおかれましては、2019～2020

年度のガバナーに、福田步甴さんを推薦され、

大変おめでとうございます。これを機に、第7

グループの結束がより強固になることと思いま

す。 

 本日、お邪魔したのは、来る3月26日、当ク

ラブで開催される第29回第7グループ「ＩＭ」

への参加のお願いと、内容についてです。 

 場所は、長沼町单町2丁目3-1の長沼町総合保健福祉センター

「りふれ」です。12時30分登録開始、13時開演、15時30分懇

親会となっております。（次ページへ続く） 
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出席率 

今回：69.8％（3月9日＝44／63 実数） 

確定：61.9％（2月16日＝39／63､うち､Mu 0名） 

 2月28日（火）19時00分より、ANAクラウンプラザホテル千

歳にて、千歳RAC第22回定例会が開催され、千歳RCから14名が

参加しました。今回は専門知識開発委員会の担当で、千歳RACの

副会長で行政書士の丸山達也会員に「増加する外国出身労働者！外

国の方を雇用する手続きと考え方」というテーマで会員卓話があり

ました。 

 本年初めての開催となりました本定例会の出席者は、千歳ＲＡＣ

メンバー8名をはじめ、共同提唱三クラブの千歳ＲＣ14名、千歳

セントラルＲＣ2名、恵庭ＲＣ4名、オブザーバーとして、千歳

RAC OBの北村秀美様（左）、北海道ガス㈱千歳支店より金子幹

治様（中）、寺西理沙様（右）の3名を迎え、合計31名での開催

となりました。 

 

◇新入会員認証式、バッジ授与 

五十嵐 唯香会員（勤務先：現在は無職

1994年3月生まれの22歳） 

※紹介者の村山はるか会計より紹介の後、

吉岡会長よりバッジを授与され、自己紹介

をしていただきました。五十嵐会員、今後

ともよろしくお願いします。 

 

～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

千歳ＲＡＣ第22回定例会参加報告 

 また、講演は2部制となっており、第1部は、講師「李英愛

（イ・ヨンエ）」（札幌幌单ライラックロータリー衛星クラブ会

員、米山学友）氏で、演題は「米山奨学生からロータリアンへ」で

す。 

 第2部は、第2510地区パストガバナー 羽部 大仁 氏で、テーマ

は「奉仕の一世紀」となっております。 

 講評は、步部實ガバナーから頂くことになっております。よろし

くお願いします。 

 そして、前回の会長幹事会で決定されたことですが、前年度から

続いておりましたタイのアカ族支援プロジェクトについて、一応継

続事業という形になりましたが、共同プロジェクトということで責

任クラブは「千歳セントラルロータリークラブ」となりましたの

で、皆さんのご協力をお願いします。IMの時に、千歳セントラル

ロータリークラブから説明がありますので合わせてよろしくお願い

します。 

木も幾本か出材できる事と思いますし、この事が我がクラブのロマ

ンであります。 

 さらに森林（モリ）を愛情込めて大切に造る事が地球温暖化対策

にお役に立つことでしょう。台風に遭わずに成長して、千歳市の社

会活動にお役に立ちます事を祈って、50周年記念事業の1コマと

したいと思います。 

 結びに、私が分収造林組合長の職について、植林事業に愛情込め

てご協力を賜っている平間和弘委員長に50周年記念日前には代

わって頂く事を、理事会に諮り検討していただければ幸いでありま

す。ご静聴ありがとうございました。 

～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

 

 

会員卓話 

◇環境保全委員会 千歳分収造林組合長 丹治 秀一 パスト会長 

 

「分収造林を実行するに至るまで」 

 

 私は苫小牧市に住んでおります。 

 千歳ロータリークラブには、昭和

47年9月にスポンサー佐々木治雄氏

と加藤忠甴氏の紹介で入会させてい

ただきました。 

 当時、「大人の世界に入り、厳し

い習練の場があるものだな」と思い

ながらも、此の町、千歳市内で仕事

をさせていただいている限り、此の町にご恩をお返ししなければな

らないと考えていた矢先の入会12年目、地球温暖化対策の一環と

して1985年に国際森林年が叫ばれましたので、千歳市民文化セン

ター新設を祝って、我が家の裏庭に植えていた樹齢350年位のイ

チイの木を、私が17代会長を受けた年度でもありましたから、早

朝例会で83名の出席のもと、文化センター前に植栽しました。 

 この記念のイチイの木の植栽行事を終え、1～2年後に仕事を通

して恵庭営林署に出入りしておりました所、「分収育林を、1口

50万円で買って下さる方を紹介して欲しい」と要請され、千歳RC

の会員の方々にお伝えしたところ、札幌営林管理局内から10口の

物件を出された中から、法人1社、RC会員と私含め5人の、計6口

の申し出がありましたので、その旨を斎藤恵庭営林署長に伝えまし

たところ、「3年も前から販売広告していても売れなかった物件

を、6件も買って下さって」と、大変喜ばれました。 

 その後、署長との雑談の中で、千歳RCの会員の中には木材に関

心をお持ちの方がおられると思ったのか、「丹治さん、千歳RCで

分収造林を行なってみたらどうですか」と言われ、佐藤秀雄PGが

クラブ会長の時に恵庭営林署まで出向いてもらい、営林署長にご挨

拶をしていただきまして、早速当クラブの理事会に諮ってもらい承

認していただきましたが、私の前段の実績がなければ理事会の承認

も受けられず、今の分収造林の姿はなかったかもしれません。 

 続いて、千歳市工リア内の国有林から分収植林地を進めていただ

いて、面積2.8111ヘクタールをお借りし、1992年5月に赤エゾ

松7,600本を、晴天に恵まれ、会員はじめお手伝いをしていただ

いた口ーターアクト会員、その他大勢の方々が汗まみれになって植

樹していただいた40cm程の苗木が、23年目にして約13m～

13.5mの高さ迄に成長して、素晴らしい成長振りであります。植

える時には、私の女房も植付けを手伝ってくれましたが、一昨年1

月15日に脳卒中で左半身麻痩の状態で入院して居り、昨年5月に

自宅に帰ってきましてから、我が家で介護を続けて居ります事か

ら、大西会長年度にお手伝いできず恐縮に存じます。 

 国際ロータリー第2510地区千歳RCの環境保全活動の一つとし

て、地球温暖化対策に少しでもお役に立つ事を願って発足いたしま

した分収造林が、植裁をして23年となります。 

 おかげで組合員一同の手入れの甲斐があって、大変立派に育てる

事が出来ました。 

 過日、札幌森林管理局長の指示もあり、分収林の間伐を5年程前

に千歳森林組合の伐採業者に請負いただき間伐を終える事が出来ま

した。 

 今後の間伐は40年、55年、70年、そして83年目には皆伐と

なっておりますが、この地区は伐採期限が来ましても100年、

120年と水源かん養保安林として指定を受けている所なので、全

伐を行わずに、全面積で1,700本程残された立木の中から、赤エ

ゾ松ですので、ギターやヴァイオリン等の表板として使用される銘 

本日のニコニコＢＯＸ  14名 24,000 円  
～詳しくはホームページをご覧下さい～  

第15回理事会報告 

 平成29年2月23日（木）13時30分よりANAクラウンプラザ

ホテル千歳例会場において、第15回理事会が開催され理事7名が

出席しました。 

◇審議事項 

①3/26（日） 第7グループIM 

・場所：長沼町総合保健福祉センター りふれ 

・出席状況：2/21現在18名、集合12:10、バス出発12:20 

②3/16（木）夜間移動例会（駒そば亭） 迎えバス時間18:00 

③会費の納入状況について 

④「例会に出席できない場合の報告」の承認について 

⑤3月・4月プログラム 

・3/9 通常例会 丹治パスト会長卓話 担当：環境保全 

・3/16 夜間移動例会（駒そば亭） 担当：親睦活動/健康 

・3/23 通常例会 千歳病院理事長佐藤正俊様卓話 担当：健康 

≪理事会≫ 

・4/13 早朝例会（清掃 千歳駅⇒ANA間）担当：社会奉仕 

・4/18 夜間移動例会（リアン）千歳ＣＲＣ合同【20日振替】 

      担当：三役 


