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会長 高塚 信和 

今日は恒例の親睦ゴルフコンペがありましたが、ゴ

ルフ場が大変に混んでおり 12 時半のスタートにな

りました。ラウンドに時間がかかり 5 時過ぎに終え

ました。 

先週は、札幌幌南ローターアクトクラブの 35 周年

記念式典がルネッサンスホテルにて開催され、出席

して参りました。多くの人数の参加があり、札幌の

方と懇親を深めることが出来ました。 

第 2510 地区のローターアクトクラブは、赤平、岩

見沢、室蘭北、函館大学と千歳、幌南が活動してお

りまして、幌南が主力となり、この中の 2～3 クラ

ブでは、会員数が 3～4 人と少なく廃止しなければ

ならない状況に陥っています。千歳ローターアクト

クラブは順調にきておりますが、来年以降はなかな

か厳しい状況になっていくのではと不安を感じて

います。活性と存続には会員増強しかありません。

是非、皆さんには入会活動をお願いし、活性化の道

に繋げたいと思います。ご協力を宜しくお願いしま

す。 

今日は楽しい夜間例会でございます。お互いコミュ

ニケーションをとりながら楽しい時間を過ごした

いと思います。 

 

 

幹事 大野  馮 

 「兵庫県西･北部豪雨災害義援金」及び「台湾台

風災害義援金」の協力のお願いが届いています。

後ほどご協力のお願いに、テーブルを回らせて頂

きますので、宜しくお願い致します。 

 次回例会の 9 月 22 日は、国民の休日で休会にな

ります。 

 9 月 24 日（木）、秋の交通安全運動セーフティ

コールが 16:00 より行われます。市民文化セン

ター駐車場です。啓発場所はＡＮＡクラウンプラ 

 

ザホテル周辺です。メークアップ事業となります。 

 9 月 25 日（金）、「ふれあい農園事業」の最後の

収穫と後片付け作業を行います。9:00 現地集合。

これもメーキャップと致します。  

 9 月 29 日の例会は、移動例会「支笏湖復興の森

づくり･観察会」です。8:45 までに日航ホテル前

集合 です。車の乗りあわせで現地に向かいます。   

お弁当を用意しますので、25 日までに出欠を連

絡ください。 

例会出席状況 （2009 年 9 月 15 日） 

会員数 38 名 

会員出席者数 29 名 

欠席者数（内：無断欠席） 9（0）名 

出席率（前回例会）  76.31（57.89）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0 名 

出席者数総計  29 名 

会長あいさつ 

 

 

 各委員会報告 

会報･ＩＣ･プログラム委員会 委員長 武田 伸也 

理事会にお願いし、ビデオカメラをクラブ備品とし

て購入してもらいました。 

留学生エンミにカメラを 1 年間持たせ、彼女から見

た千歳を撮ってもらおうという趣向です。1 年間撮

り溜めた映像を、映画「東京タワー」などの撮影監

督をされた袴さん、いま千歳に住まわれていらっし

ゃいますが、無償で編集し一本の映画に仕立ててく

ださいます。わがクラブ 20 周年記念式典、また、

その他いろいろな場面で活用できたらと考えてい

ます。 

幹事報告 

 

社会奉仕委員会 委員長 佐々木 俊英 

先程、幹事報告にありました「兵庫県西･北部豪雨
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災害義援金」及び「台湾台風災害義援金」のお願い

です。ひと方、1,000 円のご協力をお願い致します。 

 
ニコニコＢＯＸ ニコニコ箱委員会 副委員長 長手 英記 

羽生有三会員：生活情報紙“ちゃんと”が創刊 3 周

年を迎えました。みなさまのお陰です。先週木曜日 

に駿河さんのゴルフコンペ、昨日はメイホウさんの

ゴルフコンペに参加しました。馬券で、連続 5 万円

の利益が出ましたのでニコニコさせていただきま

す。 

後ほど、私がテーブルを回り集金させて頂きます。 

 

 
本日のプログラム  

夜間例会「会員親睦の夕べ」 

担当：親睦活動委員会 

入口博美会員：今日のゴルフはナント私が優勝です。

19、20 日は秋のお祭り「インデアン水車まつり」

です。清水さんと山本さんに実行委員としてお願い

しております。是非皆さんのお越しをお待ちしてま

す。 

 

親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也 

親睦ゴルフのスタートが 12 時半と遅かったのです

が、何とか例会までに間に合うことが出来ました。 

祝宴に入りますが、大いに食べて、飲んみ盛り上が

って頂きたいと思います。 坂井治会員：（坂井会員のニアピン賞は、坂井会員

が無念の欠席のため入函させて頂きました。）  

 乾杯 井上英幸会員：家内共々に入賞しました。 

創立 20 周年実行委員会 委員長 入口 博美 

私には久々のゴルフでした。ゴルフ場へ向かう途中、

車で蛇を轢いてしまいました。スコアにどう影響し

たのか結果が楽しみです。 

今日は、久々に会員だけの夜間例会です。純潔なメ

ンバーできちんと 1 時間半、楽しみたいと思います。  

カンパーイ！ 

山本啓子会員：「お久しぶり」と会長に言われドキ

ッとしました。昨日のメイホウさんのゴルフコンペ

では、昨年は当社の若い社員が参加し、いきなり優

勝で液晶テレビでした。今年の第 3 回目もまた優勝

してしまい嬉しくて仕方のない今日の私です。 

彦坂忠人会員：ニアピン賞です。キツネが出てきて

ボールを捕らえら、入口さんの奥さんがソーセージ

とボールをキツネに交換してもらいました。ビック

リしました！ 

 

 親睦ゴルフ成績発表 

高塚信和会員：今日の私はブービーメーカーです。 優勝     入口博美 会員  

準優勝       柏田欣也 会員  

第 3 位     井上英幸 会員  

第 5 位     井上京子 夫人  終い 

親睦活動委員会 委員長 柏田 欣也 ニアピン 4 番  彦坂忠人 会員 

ニアピン 7 番  坂井治 会員 楽しい夜間例会を行うことが出来ました。ありがと

うございました。 ニアピン 14番  羽生有三 会員 

ニアピン 17番  坂井治 会員 また、ご協力頂いた“義援金”について、私から報

告させて頂きます。詳しい金額は分かりませんが、

たくさんの金額をお預かりさせて頂いたようです。

感謝致します。 

ドラタン    羽生有三 会員 

ドラゴン  入口博美 会員 

ブービー賞 坂井治 会員 

ブービーメーカー 高塚信和 会員 そして、“ほろ酔いボックス”にもたくさんの投函を

して頂き、助かります。親睦事業に有効に利用しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、ありがとうございました！ 

 

 
次回例会の案内 プログラム委員会 委員長 武田 伸也 

次回は 29 日の移動例会です。 

支笏湖復興の森で観察会です。詳しくは、幹事報告

で案内済みでありますので、カット。 

- 2 -




