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会長 高塚 信和 

今年も残り少なく最後の例会になりました。明年は

12 日（火）新年交礼会でスタートです。 

世の中不況でありデフレの現象もそうですが、鳩山

首相も政権交代後初めてとなる予算案を示しまし

た。暮らし優先、命を守る予算を強調しました。必

ずしも全てが履行されないことに対して申し訳な

いと陳謝しておりました。 

首相が母親から年間 11 億円を、“子ども手当”とし

て毎月 1,500 万円を貰っていました。金銭感覚や

納税意識は国民の意識をはるかに超えています。 

ドバイの金融危機が押し寄せ、自殺者が 3 万 5 千人

になると言う危機の時期に、全て親任せのトップが

それに対応できるのでしょうか。このまま進行する

としたなら、当然のことながら現内閣は、それほど

継続できないと考えざるを得ません。新政権に多く

は望まないまでも、昔に戻らないで欲しいという、

人生の知恵が控えめにそう思わせます。 

旭川の東上川町の天人峡温泉にある天人閣は、

1900 年（明治 33 年）に出来たホテルでありまし

て、本州からの皆さんにも親しまれたホテルでした

が、環境不況で遂 12 月 10 日には民事再生法の適

用を受けました。売り上げ自体は年間 8 億程ありま

すが、その金額がそのまま負債になっていたという

ことです。大変寂しい感じがします。 

千歳に於いても景気の向上を切に望むところであ

ります。アウトレットモール“レラ”の総支配人が

交代し、次の方はポスフール千歳店の前身であるサ

ティ千歳店の初代店長であるとお聞きしています。 

インディアン水車は、18 日に水車を取り外し

73,000 尾の捕獲予定が 78,000 尾とのことであり

ます。しかし、この数字は 1979 年から数えて 3 番

目に悪い数字であり、鮭もインディアン水車までた

どり着けない状況であるということです。 

来年こそは、明るい年になりますように願います。 
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わがクラブも創立 20 周年を迎えます。そんな輝か

しい年を期待して2009年の私の挨拶を終わります。

皆さまに於かれましてもご家族共々健やかに新年

をお迎えください。 

 

 

幹事 大野 馮 

先週のクリスマスには、大勢のご参加を頂きありが

とうございました。 

今年も何かと忙しい年でありましたが、なかなか景

気もパッとしなく、気分が重たい年の暮であります。 

高塚年度はいよいよ後半期に入ります。皆さんのご

支援、ご協力を仰ぎながら進めて参りたいと思いま

す。宜しくお願い致します。 

 

 

ニコニコ箱委員会 委員長 山本 啓子 

清水清光会員：1 年間、ありがとう！これからも宜

しくお願いします。(^^)/ 

高塚信和会員：札幌は 80 センチの積雪です。腰を

痛めている私は、涙ながら 3 時間の除雪作業でした。 

白木松敏会員：17 日（木）に、お馴染みの“オン

リーユー♪”で有名な外国人の黒人コーラスバンド

「プラターズ」のステージが札幌であり、ワイフと

一緒に楽しんきました。(^^♪ 

佐々木俊哉会員：先週のクリスマス家族会では、家

例会出席状況 （2009 年 12 月 22 日） 

会員数 38 名 

会員出席者数 20 名 

欠席者数（内：無断欠席） 18（6）名 

出席率（前回例会）  52.63（86.84）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0 名 

出席者数総計  20 名 

会長あいさつ 

幹事報告 

ニコニコ BOX 
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族共々楽しませてもらいました。ありがとうござい

ます！(^^)v 
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『みんなで創ろう ちとせグルメ』 

担当/市民協働事業実行委員会 委員長 井上 英幸 

 

『みんなで創ろう！ ご当地グルメ』。クリスマス例

会では、ご家族皆様のいらっしゃる中で PR させて

頂きました。 

お手元のチラシをご覧んください。来週の 12 月 25

日号『ちゃんと』の紙面半分を飾ります。『ちゃん

と』さんに掲載をお願いすると、この紙面では 30

万円かかるということですが、羽生さんが「職業奉

仕」の心根を以って、無償で載せて下さることにな

りました。羽生さんには、ありがとうと深く感謝申

し上げたいと思います。 

先週の 16 日に打合せの会議を行い、決議された内

容を報告します。 

3 月に「大試食会」を開催しますと、チラシに掲載

されてますが、3 月 25 日（木）になりました。日

航ホテル千歳において「大試食会」を開催するとう

いう運びです。市民の方々からのレシピとアイディ

ア作品を、2 月 19 日締め切りにし、作品がたくさ

ん届いていることでしょう･･･期待しています。そ

の中から選考をさせて頂きます。その作業はわがク

ラブ内で皆さまのご意見を聞きながら食材、グルメ

のチョイスをしたいと思っております。その決定さ

れたものを司厨士会さんにご協力いただける旨の

要請を致しました。日航ホテル千歳の厨房を使い市

民の皆さんから応募のあった食材を披露し、食べて

頂くと言う運びです。3 月 25 日に開催したいと思

います。 

問題点は、皆さんにもうひと工夫、アイディアを戴

きたいのですが、その試食会をどういった形で開催

するかということです。会費を徴収するべきか、何

名くらいの人に参集願うべきか･･･単に、一般公募

すべきなのか、会場の広さの都合もありますし、作

る食材の量など、運営・設営・準備に大きく関係し

て参ります。皆さまのご意見を聞きたいと思ってお

ります。 

委員会の中では、1,000 円くらいの会費をとって

200 名くらいの方にチケットを販売し、試食会をや

ったらと言う意見が出ております。高塚年度におい

ては 3 月 25 日のこの大試食会で当面は事業をスト

ップする形になります。皆さまからいただいたグル

メの評判が良かったかどうか、試食をした中での最

終結論を出そうと思いますが、ランキングは出来る

だけ付けないようにしようと思っております。 

1 月 10 日の“広報ちとせ”には記事として載る様な

形になってございます。また『ちゃんと』さんから

ですが新年号には記事として、『ちとせグルメ』が

載ることになっております。1 月 15 日号の『ちゃ

んと』さん、これには全戸用チラシを折り込みたい

と思います。先般、皆さんに紹介したポスターです

が、キャラクターを使ったやわらかいものに変更中

です。応募用紙を添付したチラシを 1 月 15 日号の

『ちゃんと』さんに折り込ませて頂きます。費用と

しては市より当初のお金 150 万円が郵便局の口座

に振り込まれております。広告代、折込代などに充

てたいと思います。会計責任者は土居さんにお願い

したいと思います。よろしくお願い致します。土 

本日のプログラム 

居さんには、これからは市民協働の委員会にも出席

頂きます。 

広告業のフロンティアさんには、チラシとポスター

の作成をお願いしております。千歳印刷さんには、

広報千歳に載る記事として依頼しており、役所を通

してセントラル RC に請求が来るようになっており

ます。当面お金がかかるのはそのくらいでしょうか。 

来年早々、新年交礼会がありますが、その席で皆さ

まにチラシをお渡しできるかと思います。ポスター

も手分けをしていろんなところに貼って頂く、また

配布して頂くという作業を皆さまにお願いしなけ

ればなりません。もちろん役所の方にも頑張って頂

きますが、多分相当の枚数になるかと思いますので、

業務店、飲食店などにお願いに行かなければなりま

せん。ご協力を宜しくお願いいたします。 

料飲業組合が 2 つあります。当初から言っているこ

とですが、何故私たちが、この事業をやっているか

というと、いろんな業種の方が首を揃えているクラ

ブでありますので、いろんなチャンネルがあり、い

ろんな動きが多分出来るだろうと思っております。 

山本啓子会員には、その組合の方を通じてご協力の

お願いを宜しくお願い致します。依頼文章は私ども

の方で用意し事務局に常備、私どもが持って回りま

すので、どんどん広めて頂き、基本的に裾野を広く

したほうが集めやすいかと思います。 

新年交礼会後の作業になりますが、締め切りまで 1

ヶ月程しかありませんので、皆さまの方からどんど

ん発進して頂き、広めて欲しいと思っております。

雑駁ながらこれまでの決定したこと、これからの流

れをお話させて頂きました。ご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 




