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率先しよう
2006 〜 2007 年度 RI 会長
ウィリアム ビル・ボイド

第 2223 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００６年７月 24 日（月）

本日のプログラム
・普通例会 ・マッチング、グラント事業タイ帰国報告会
・各委員会事業計画発表

■前
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

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（７月 10 日）の記録■

・普通例会 ・各委員会事業計画発表
若森 孝会場監督
我等の生業
出席率 80% 会員 65 名中 出席者 52 名
加藤 博、川橋勝美、斉藤 進、坂野虎渓、佐藤元保、千葉繁夫、寺下隆通、
中村徹雄、福沢丹治、本山忠之、渡辺正一、谷 温恵（南部哲男）

メークアップ
ビ ジ タ ー 木内 忍（名寄ＲＣ）
ゲ
ス
ト 吉倉 司（サフォークランド士別サッカークラブ会長）
ニコニコＢＯＸ 川原一夫（ＲＣゴルフ大会優勝）
神田英一（南中士別地区バレーボール大会優勝）
累計 43,000 円

例
７月
７月 ３日（月）
７月 10 日（月）
７月 17 日（月）
７月 24 日（月）
７月 31 日（月）

新年度例会・理事会
普通例会
休会（法定休日）
普通例会
夜間例会

会

予

定

８月・会員増強及び拡大月間
８月 ７日（月） 普通例会・理事会
８月 14 日（月） 特別休会
８月 21 日（月） 普通例会
８月 28 日（月） 夜間例会

■会務報告 大塚勝人会長
北朝鮮がミサイルを複数発射し日本海に着弾致しまし
たが、日本の危機管理意識は大変薄く、もっと厳しい
制裁処置を取った方が良いと思うのは私だけでしょう
か。合宿の里らしく市内を走るランナーの姿が見える
様になり、先日も大南選手も走っていました。
士高祭に行ってきました。その中で VTR とステージ
を使い各雲隊に分かれて PR をする場面があり、突然
金メダリストの野口みずきさんが画面に登場し会場は
大いに盛り上がりました。生徒がたまたま野口さんに
出会い VTR に出てもらえるようお願いしたところ快
く承諾して頂いたようです。その後、札幌国際ハー
フマラソンで大会新記録で優勝しましたが、インタ
ビューの中で士別の合宿の成果ですと話していまし
た。大南博美選手は２位でした。北京に向けお二人の
活躍に期待致します。
先日ライオンズクラブの阿部会長、斉藤幹事、佐々木
会計が就任の挨拶に来てくれました。日甜の柴田所長
から士別在任中の礼状が届きました。日甜の柴田敏郎
所長より南部哲男所長に交代の申請が有りましたの
で、理事会で審議し決定しました。士別市スポーツ少
年団への助成と第 17 回サフォークランド士別カップ
少年サッカーへの助成につきまして理事会で審議し
決定しました。IT 委員会がこれまでの会報を CD と
DVD にまとめてくれました。議事録の代わりになる
大切な物なので大事に保管致します。
■幹事報告 菊地 博幹事
①７月３日の理事会に於いて、日甜所長柴田敏郎会員
に変わって新日甜所長南部哲男氏の入会が決定し、７
月 24 日の例会より出席頂く事に成りました。所属委
員会は、社会奉仕委員会です。
②８月 19 日午後２時から 20 日 4 時までの２日間紋別
ホテルオホーツクパレスに於いて 2500 地区セミナー
が開催されます。出席義務者は、大塚会長、菊地幹事、
国森会員増強委員長、大野ロータリー財団委員長と
なっています。８月２日が申込期限となっています。
③ 10 月６・７・８日紋別ホテルオホーツクパレス並
びに紋別市民会館に於いて、第 2500 地区大会が開催
されます。大会参加費は１人 13,000 円ですが、クラ
ブ負担 3,000 円、自己負担 10,000 円です。申込期限は
８月７日の第１例会までと致しますので、多くのメン
バーの登録をお願いいたします。
④合田賢二パストガバナーより年度初めのご挨拶・お
礼及び事務所閉鎖の案内が届いています。
⑤名寄、美深 RC より活動計画書並びに例会案内、ク
ラブ会報が届いています。
⑥協力を頂いておりました、インドネシア、ジャワ島
の災害義援金は本日をもって締め切らせて頂きますの
で、未納の方は例会終了後、会計までお願いいたします。
⑦例会終了後、マッチング・グラント事業に関する、
小委員会を開催致します。
⑧７月 24 日の普通例会は、タイ帰国報告会を開催致
します。

■第 17 回サフォークランド士別カップ少年サッカー
大会協賛金の贈呈
サッカークラブ会長吉倉司氏
当大会に心温まる協賛金誠に有難う御座います。協賛
金に付きましては選手の参加賞並びに大会の運営に使
わさせて頂きます。

■平成 18 年度士別市スポーツ少年団
助成金贈呈 岡田 晃会員
スポーツ少年団にご寄付を賜り有難う御座います。
◆委員会報告
○プログラム委員会 神田英一委員長
第１回公民館セミナーで知っておきたい裁判委員制度
の勉強会が７月 19 日、午後６時 30 分から８時 30 分
まで開催されます。ご興味のあるメンバーはぜひ出席
をお願いいたします。また、前回に引き続き各委員会
の活動計画の発表をして頂きますので宜しくお願いい
たします。
１．親睦活動家族委員会 尾崎 学委員長
２．会員増強委員会 國森和麿委員長
３．広報委員会 渡辺寿男委員長
４．プログラム委員会 神田英一委員長
今回は４委員会が今年度委員会活動計画に付いて発表
致しました。詳しくは 2006 〜 2007 年度活動計画書の
委員会活動計画を参照願います。
○ロータリー財団委員会 大野裕一郎委員長
・前例会でもご説明致しましたが、今例会より慈愛ボッ
クスと言うことで毎月ワンコイン（500 円）の国際貢
献をお願い致します。
・年に１回の結婚記念日にメンバーを発表させて頂き、
財団から奥様に対しプレゼントをご用意致しました。
その際、お祝いと致しましてニヤニヤボックスへ 2,000
円を入れて頂き、積み立て行きますので宜しくお願い
致します。
◆その他の報告
○ロータリー財団委員会 大野裕一郎委員長
・７月のニヤニヤボックス報告
加藤諭伸会員（結婚 37 周年）
★第３回ゴルフ同好会成績（７月８日：士別 CC）

順 位
優 勝
準優勝
１ 位
２ 位
３ 位

氏
名 OUT IN
川原一夫 51
41
國森和麿 43
47
斉藤 進 41
43
志村孝幸 52
52
吉川紀雄 42
44

TOTAL HC NET
92
24
68
90
20
70
84
11
73
104 30
74
86
11
75

次回第４例会８月 10 日 ( 木 )13：00 スタートです。

