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2006 ～ 2007 年度 RI 会長
ウィリアム ビル・ボイド

第２２２１回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００６年７月３日（月）

本日のプログラム
・新年度例会 ・誕生祝い
・各委員会事業計画発表

・理事会

■前
・年度最終夜間例会
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席
メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

画／百瀬達夫

例会場／士別グランドホテル
例会日／毎週月曜日 12：10 ～ 13：10
事務所／士別グランドホテル
TEL 0165-23-1234
会 長／大 塚 勝 人
副会長／野 崎 英 男
幹 事／菊 地
博

回（６月 26 日）の記録■

・マッチング・グランド壮行会

・柴田敏郎会員送る夕べ

藤吉敏博会場監督
それでこそロータリー
出席率 100%
千葉道夫（6/19 枝幸、6/19 中頓別、6/20 名寄、各ロータリー）
織戸俊二（6/5 美深、6/19 枝幸、6/19 中頓別、各ロータリー）

汐川泰晴、織戸俊二、川原一夫、藤吉敏博（退任お礼）
織戸俊二（第２回パークゴルフ優勝）
輿水広志（快気祝い） 柴田敏郎（お礼）
例

会

予

定

７月

８月・会員増強及び拡大月間

７月 ３日（月） 新年度例会・理事会

８月 ７日（月） 普通例会・理事会

７月 10 日（月） 普通例会

８月 14 日（月） 特別休会

７月 17 日（月） 休会（法定休日）

８月 21 日（月） 普通例会

７月 24 日（月） 普通例会

８月 28 日（月） 夜間例会

７月 31 日（月） 夜間例会

■会長バッチ伝達式・新会長挨拶
大塚勝人会長
汐川会長の退任の挨拶を聞き、私も一年間無事に
職務を全うして汐川会長の様に話が出来ればと思
います。会長を受ける力はありませんが、幸いに
も素晴らしい役員を揃えて頂、次年度に向けて素
晴らしい各委員会の事業計画も出来上がり、スムー
ズなスタートが出来る環境に成っています。一年
間宜しくお願いいたします。

夜バンコク空港発。
２２日（土）朝に旭川空港着、夕方に士別着
７月９日、タイのプミポン国王（７８歳）が在位
６０年で世界最長となり、12 日には国を挙げての
お祝いをし、天皇皇后も参列され、日本に対して
も非常に友好的であった。
今回は非常に良いタイミングである。
気を付けて行って来て下さい。
扇谷雅樹会員
私は、海外旅行は初めてで御座いまして非常に不
安でいます。
情報によりますとタイの気候は、暑く・雨季で非
常に大変と聞いていますので、気をつけて行って
きます。

★マッチンググラント壮行会にあたっての経過報
告と激励の言葉
佐藤元信会員
1. 今回のマッチンググラントの概要
MG 番号：MG#58445
内容：タイのナン病院への人工呼吸器寄贈事業（４
台）
相手クラブ：ナンＲＣ（3360 地区内最大のクラブ）
窓口クラブ：バンコク南ＲＣ（タイ最大のクラブ）
担当者：Alec Napier さん
資金拠出額
ナンＲＣ 200 $
バンコク南ＲＣ 600 $
士別ＲＣ
1,000 $
地区財団活用資金（DDF）6,650 $
世界財団活用資金（WF）7,550 $
合 計 16,000 $
※ 第２分区としては初めての事業。
2. マッチンググラント事業委員会の設置
委員長 佐藤元信
副 〃 扇谷雅樹
委員
神田英一
次年度は委員長を佐藤安司国際奉仕委員長に引き
継ぐ。
3. 寄贈式スケジュール
7 月１７日（月）（士別ＲＣ休会）昼頃旭川空港発、
夜間にバンコク空港着
１８日（火）未定
１９日（水）未定
２０日（木）未定
２１日（金）バンコク南ＲＣ例会出席、その

神田英一会員
私が何で行くことに成ったと言うと例会後タイの
話をしていた時に、青年会議所で２回タイに行っ
て、１回目は机とバレーコート作り、２回目は豚
小屋作りに行きまして、観光旅行は１回もした事
は有りませんが、そんな事から声がかかりまして、
軽く返事をいたしました。無事に帰ってこれると
思いますので、またその時に色々とお話が出来れ
ばと思います。
★柴田敏郎会員
６月２９日を持ちまして、本社に戻る事に成りま
した。本社の仕事は総務と人事を担当する事に成っ
ていますが、士別勤務は２年間でしたがあっとい
う間の２年間でした。ここを去る時期が近づいて
来ますと、もっと士別に居たかった、どうも去り
がたい思いが有ります。会員の皆様には公私に渡
りお世話になりまして心より感謝致します。２年
間有り難う御座いました。

■会務報告
汐川泰晴会長
・本日は、05 ～ 06 年度第 44 回目の今期最終の夜
間例会を迎えました。
・入院をされていました輿水会員が無事に退院し今
夜の夜間例会に出席頂き、お喜び申し上げます。
・次年度にまたがる事業と成りましたマッチング・
グランド事業で、タイ国のナン病院への人工呼吸
器の贈呈式にクラブを代表して扇谷会員、神田会
員の２人に７月 17 日からバンコクに行って頂く事
に成りました。大変お忙しい中ご負担をおかけ致
しますが、体には充分気をつけて行って来てもら
いたいと存じます。
・この度、柴田敏郎会員が東京本社にご栄転される
事に成りました。２年と言う短い期間で有りまし
たが、この士別での思い出を忘れないで頂き、本
社に行かれましても健康には充分に留意されより
一層のご活躍をご祈念申し上げます。
・本日の例会は、本年度最終例会と併せてマッチン
グ・グラント壮行会と柴田敏郎会員を送る夕べを
兼ねた例会とさせて頂きます。

ので、後は度購入をお願い致します。
・北見ＹＭＣＡからのご案内で、第３８回北海道
キャンプを８月１～８日まで北見市で開催致しま
すので、ご希望の方は申込をお願い致します。
・第１７回サフォークランド士別カップサッカー大
会協賛名使用については、６月の理事会にて承認
を頂きましたので、ご報告を致します。
◆ 100%出席者報告
國森和麿出席委員会委員長
足利光治、竹内栄一、若森 孝、織戸俊二、加藤諭伸、
西條輝光、佐藤安司、山本 榮、渡辺寿男、大塚勝人、
扇谷雅樹、川原一夫、佐藤元信、汐川泰晴、野崎英男、
百瀬達夫、尾崎 学、菊地 博、笹野孝志、千葉道夫、
宮崎隆雄、神田英一、菅原清人、千葉繁夫、福澤丹治、
以上２６名の会員が 100%出席者で会長より記念品
を贈呈されました。おめでとう御座います。

■前年度役員お礼の言葉
・汐川泰晴会長
一昨年の１２月の総会において、歴史と伝統のある
士別ロータリークラブの会長としてご指名を頂い
■幹事報告
菊地 博副幹事
て以来、今日に至るまで我が浅学非才の身のほど
・士別手を繋ぐ育成会より、先日開催されました、 を思い知らされながら、努めてまいりました。こ
資金造成ビールパーティー第３７回手を繋ごうみ
の様な私の下、この一年間クラブ運営にご協力を
んなの集いの礼状が届いています。
頂きました、役員・会員の皆様の暖かい友情に支
・本日例会終了後マカティーに於いて本年度の打
えられながら、何とか無事任期を務めさせて頂き
上、マッチング・グラント壮行会、柴田会員送別
ましたこと、心より感謝申し上げます。これから
会の二次会を開催致します。
は微力では御座いますがこの貴重な体験を生かし、
・本年度年間出席率は 87.87%です。
一会員としてクラブのために努力していくつもり
でおります。最後に意を尽くせませんが、会員皆
◆委員会報告
様のご協力と暖かい友情の支えを頂き無事会長の
新世代プログラム委員会 笹野 孝志委員長
務めを果たすことが出来ましたこと心より感謝申
今年は厚岸町で８月２５・２６・２７日にライラ
し上げます。
セミナーを開催致します。ライラセミナーの参加
者は ( 株 ) ミタツさんから１人は決まっていますが、 ・織戸俊二副会長
もう１名企業から出して頂きたいと思いますので
一年間、各委員長並びに会員のご協力により、無
宜しくお願い致します。
事に務めを果たせた事、感謝申し上げます。有り
難う御座いました。
◆次年度会長報告
大塚勝人会長
先日、次年度副会長野崎会員、菊地幹事と３人で ・川原一夫幹事
市内の新聞社、ライオンズクラブ、ソロプチミスト、 昨年は無知と不安の中で幹事をお引受け致しまし
商工会議所、市長、チャーターメンバーの大野さ
たが、本日４４回目の例会を無事に迎えられまし
んの所に挨拶をしてきました。市長、大野さんに
た。私には大変長い１年で有りましたが、前年度
つきましては、引き続き名誉会員をお願いし、こ
幹事を始め会員皆様方にご協力・ご支援を頂きま
ころよく引き受けて頂きました。
して心から感謝申し上げます。
◆次年度幹事報告
菊地 博幹事
・インドネシア、ジャワ島の災害義援金は７月１０ ・藤吉敏博会場監督
日、第２例会までに納入をお願い致します。
皆様のご協力により、一年間無事に責務を果たす
・国際ソロプチミスト士別から納涼パーティーの開
ことが出来ました。有り難う御座いました。
催案内がきています。１枚 1500 円と成っています

