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例会出席状況 （2009 年 7 月 21 日） 

会員数 38 名 

会員出席者数 19 名 

欠席者数（内：無断欠席） 19（6）名 

出席率（前回例会）  50.00（55.26）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 4 名 

出席者数総計  23 名 

 

千歳ロータアクトクラブ 

会長  吉岡  毅 会員 

幹事  丹野 夏海 会員 

会計  羽芝 聖子 会員 

前年度幹事   福田 美里 会員 

 

 

WELCOME 

 
会長あいさつ 会長 高塚 信和  

8 月 20 日（木）、千歳市民盆踊り大会の時に、ロー

ターアクトクラブで恒例の売店を開店します。今日

は、アクトのメンバーがチケット販売に来ています。

各テーブルに一人ずつメンバーが座っていますの

で、是非協力したくさん購入してあげてください。

宜しくお願いします。 

残らずにお元気な姿で再会できることを楽しみに

しながら、一日も早い回復を切に祈るばかりです。 

先日、7 月 18 日（土）に、北海道厚生年金会館で

交留学生受け入れに関する「カウンセラー及びオリ

エンテーション」があり、坂井会長エレクトと出席

して参りました。その会議の内容には、少々落胆し

て参りました。雑談しているかのような進行で、「委

員長！今の進行は何なのですか？」と坂井会長エレ

クトも堪り兼ね、発言されておりました。 

ニュースでは、日本の陸上では 46 年ぶりとなる皆

既日食を知らせています。東北、北海道はあいにく

雨の予報ですが、さて千歳の上空、雲の合間から部

分日食が見られるでしょうか･･･楽しみにしていま

す。 
私どもは、ホームステイ先も 4 家庭が決まっており

ますが、他のクラブはまだ何も決まっていない状態

で、ダラダラと続く会議の内容で、いささか本事業

への展望があやしく思えてしまうほどのものでし

た。 

さて、いよいよ留学生の北山夏帆さんが 8 月 2 日に

フィンランドへ出発されます。出発直前 7 月 30 日

に千歳市長を訪問し、「元気に行って来ます」と挨

拶することになっています。フィンランドからの交

換留学生のエミーさんは 11 日に千歳到着の予定で

す。大野幹事が千歳高校と打ち合わせをして、対応

して参ります。 

最後に、“感想”を強く言い残させて頂きました。 

その他にローターアクトクラブの地区会議があり、

新しく役職が決まりました。9 月 1 日のガバナー公

式訪問には渡邉恭久ガバナーが見えます。 
20 日に、羽芝副会長のお嬢様がご結婚され、本当

におめでとうございます。 
滝川 RC には 100 人の会員がいる訳でありますし、

ガバナーも「そらぷちキッズキャンプ」を、支援し

ているのですから、是非に滝川にアクトクラブを作

るようにお話してみたいと思います。 

その席に、奥様が病気療養中の多賀さんも出席され、

嬉しいことに奥さんの目が開いたと報告がありま

した。奥さんが脳内出血で倒れられ、20 日間程の

間、大変心配されてましたが、意識が戻り会話が出

来るようになったということです。多賀会員は涙な

がらに喜び、報告されていました。何とか後遺症が 

では、本日の例会「会計報告」について、担当委員

の方々、宜しくお願いします。 
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千歳ローターアクトクラブ 会長  吉岡  毅 

本日は例会に参加させていただきありがとうござ

います。グリーンベルトで盆踊り大会が 8 月 20 日

に行われるにあたり、アクトクラブでは恒例の売店

を出店します。今日はそのチケット販売を兼ねて参

加させて頂きました。既に皆様にはたくさんの枚数

を買って頂き本当にありがとうございます。もう少

し枚数が残っておりますので、よろしければご友人

の分なども用意して頂くなどして、ご協力を頂ける

と嬉しく思います。よろしくお願い致します。 

 

 

幹事 大野 馮 

 先日、長泉 RC より古谷直前会長がお見えになり、

懇親を深めて頂きましたが、お礼状が届いており

ます。 

 次週は移動例会になり、支笏湖復興の森で下草刈

作業です。雨天の場合も雨衣着用にて作業はやり

ます。 

作業終了後、ウサクマイ河川公園にて屋外バーベ

キューを楽しみます。雨の場合、バーベキューは

中止し、弁当配布とします。雨の場合は、雨衣着

用。軍手と草刈鎌を各自用意願います。 

8:50 ホテル日航千歳前集合（時間厳守） 

9:00 会員の車に分乗し現地に向け出発 

 10月3-4日滝川市にて地区大会が開催されます。

皆さん出席の本会議は 10 月 4 日（日）になりま

す。エミー君も一緒に登録したいと思います。登

録締め切りは 8 月 12 日です。登録用紙を回覧し

ておりますので、宜しくお願いします。 

 

 

 

出席委員会 委員長 金山  徹 

会長より賞状の授与 

井上会員、斉藤会員、坂井会員、須藤会員、高塚会

員、土居会員の 6 名 

お疲れ様でした！おめでとうございます (^^)v 

 

 

ニコニコ箱 副委員長 長手 英記 

羽芝涼一会員：娘の結婚式と披露宴をクラブメンバ

ーの 11 名の皆さまの参加を頂く中、高砂に終える

ことが出来ました。ありがとうございます。 

白木松敏会員：最近、糖尿病から来る低血糖で、ふ

れあい農園の作業が出来なかったり、例会にも無断

欠席だったりと申し訳ありません。先週土曜日、札

幌ドームで「サイモンとガーファンクル」のコンサ

ートがあり、女房と一緒に楽しんできました。 

ごあいさつ 

高塚信和会員：多賀さんの奥様が目が開いたと朗報

がありました。 

井上英幸会員：出席率 100％でした 

土居栄治会員：私も 100％表彰されました。 

金山徹会員：ホテル日航千歳の屋台村には高塚会長

と柏田さんに出席頂きました。ありがとうございま

す。 

坂井治会員：私も出席率 100％でした。 

斉藤博司会員：100％出席でした。 

須藤丈会員：僕も 100％ (^_-)-☆ 
幹事報告  

 
本日のプログラム  

「会計報告」 

担当 会計 土居 栄治 

 

前年度決算報告を、前年度会計 須藤 丈会員から

報告 

今年度会計予算について、会計 土居 栄治から報告 

各々別紙にて詳細報告。 

 

 

お礼  

皆さまのご好意により、バザーのチケット 143 冊

を購入いただくことが出来ました。我侭をお聞き頂

きまして、ありがとうございます！ 

（千歳ローターアクトクラブ） 

 

 

 
例会 100％出席表彰  

 

 

 

 

 

 

 
ニコニコボックス  
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例会出席状況 （2009 年 7 月 28 日） 

会員数 38 名 

会員出席者数 22 名 

欠席者数（内：無断欠席） 16（0）名 

出席率（前回例会）  57.89（50.00）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0 名 

出席者数総計  22 名 

 

2007年5月に植林したアカエゾマツの下草刈の作

業を、7 月 28 日に移動例会として実施しました。 

7 月は、平年の 3 倍の月間降雨量を記録した千歳の

天候ということで、当日は悪天候が心配されました

が、久々に夏空が広がり、作業には少々暑過ぎるほ

どの天気に恵まれました。 

支笏湖周辺台風災害・復興の森づくり 

 去年は、補植作業を実施し、概ね 1 年ぶりのアカエ

ゾマツとの対面です。昨年とは打って変わり雑草が

生い茂り、様相が一変していました。参加会員は、

持参の鎌を慣れぬ手付きで振り回し（！）、雑草と

の格闘です。みんな汗だくでの作業で、雑草に囲ま

れていたアカエゾマツも、元気そうにその存在感を

現しました。ヤル時にはヤル！ セントラルパワー

健在です。 

 

 

 

 

 

 

 

 お疲れ様でした！ 
  
 緑化推進事業実行委員会 委員長 佐々木 俊英 
 会長、幹事の予報どおり、お天気に恵まれて 8 時

50 分にホテル日航千歳前に集合し、現地に向いま

した。 

 

 

 支笏湖復興の森での作業は皆さんにとって慣れな

い作業であり、草の刈り取りに汗ダクダグで四苦八

苦いたしました。高塚会長はじめ 23 名は、それで

も 1 時間 20 分くらいで作業を終わらせることが出

来ました。5 年前の台風 16 号により、森林被害を

受けた支笏湖周辺ですが、補植・下草刈作業でアカ

エゾマツは概ね順調に成長し、着実に豊かな森林へ

と歩みだしているのを感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 無事に作業を完了し、ウサクマイ河川公園にて懇親

会「バーベキュー会」を楽しむことができました。  

 会員の皆さんの協力に感謝致します。 
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