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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 2225 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００６年 8 月７日（月）

本日のプログラム
・普通例会

・理事会

■前

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 31 日）の記録■
・夜間例会

司
会 若森 孝会場監督
斉
唱 それでこそロータリー
本 日 の 出 席 出席率 100% 会員 65 名中
本 日 の 欠 席
メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

出席者 65 名

累計 47,000 円

例
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

予

定

９月・新世代のための月間
９月 ４日（月） 普通例会・理事会
９月 11 日（月） 普通例会
９月 18 日（月） 法定休会
９月 25 日（月） 夜間例会

■会務報告 大塚勝人会長
１週間前までは夕方出かける時に上着が必要な日もあ
りましたが、ようやく夏らしい暑い日が何日か続き、
土曜日にゴルフコンペがあり汗を沢山かきながら 18
ホールを回り家に帰りましたが、夕方少し涼しくなっ
たので妻と二人で自転車に乗り街をフラフラしている
と、８丁目の広場にビアガーデンが出来、沢山の市民
が楽しんでいるのを見かけました。
新聞を見ますと士別市中心商店街振興組合が日曜日に
納涼まつりを行うと出ており、その中で元気かあさん
による直売コーナーを開く予定になっていました。偶
然ですが先日妻が私の大好きなとうきびをこの元気か
あさんから買って食べさせてくれました。不揃いの粒
でしたが大変美味しく甘みもありました。士別農連委
員長の沼館初男さんが（食の安全性）について例会で
卓話をしてくださいましたが、農民連盟が全市版で出
しているアグリという機関紙にこの記事が出ていまし
た。織戸会員とお孫さんの写真も写っていましたが、
これは未来ある子供たちの為に消費者と生産者が信頼
関係を持ち安全な地元の農産物をもっともっと食べま
しょうと言うメッセージでありました。私も農家の親
戚からよく野菜等もらいますが、見かけよりもやはり
安全性と美味しさが一番ではないでしょうか。
市内でこの１ヶ月に５件の火災がありました。夏場の
この時期に火災が集中する事は少ないと思いますが老
夫婦がお亡くなりになりました。自分で消火作業を行
うなかで煙にまかれたようです。私もずいぶん昔にな
りますが、血気盛んなころ煙がたちこめる中、まだ人
が中にいるという言葉が耳に入り思わず家の中に飛び
込みました。おじいさんが家財を運び出そうとまだ
残っていたようです。幸いにも家の奥に庭がありまし
たのでかついで外に出ました。このような経験は皆さ
ん無いと思いますが大変恐ろしい事です。万が一この
ような場面に遭遇したら決して無理をしないで下さ
い。
今日は夜間例会でお酒を飲みながら会員相互の友情を
深める訳ですが、皆さんにお願いが御座います。今年
のガバナー公式訪問は 10 月です。通常は公式訪問に
向けクラブ協議会を開催しますが、今年度は委員会活
動がある程度進んでいる中での訪問であり、各委員会
の活動状況を報告する場になります。クラブ協議会よ
り日頃の委員会活動が大切であります。委員会の皆様
は自分の委員会の活動状況を把握する必要がありま
す。本日の席順は委員会を中心としていますので出来
れば委員会活動の話題を肴にして下さい。特に経験の
少ない会員の皆様は先輩会員に教えて頂きたい事があ
れば、積極的に質問して下さい。この事がロータリー
の思想のさらなる究明の実践になろうかと思います。

■幹事報告 菊地 博幹事
大塚会長の会務報告の中にありました、本日の席順に
関しまして、本来本日の席順は委員会別の席順にする
はずで御座いましたが、それを忘れてしまい抽選席に

してしまいました事、大変申し訳御座いませんでした。
①７月 10 日の例会より登録受付を開始しています、
10 月６、７、８日、紋別市において開催されます、
第 2500 地区大会の登録のお願いですが、８月７日第
１例会までの締切ですので参加されます方で、また登
録をされていない会員は、宜しくお願いいたします。
各テーブルに登録申し込み用紙が御座いますのでご記
入をお願いいたします。なお、宿泊に付きましては、
８月７日の理事会に決定しご案内を致しますが、今の
ところ宿泊無しでバスでの日帰り参加を考えています
のでご理解をお願いいたします。
②先の例会でもお願い致しましたが、中頓別 RC 創立
40 周年記念式典の登録のお願いです、９月１０日（日）
登録 13 時〜、式典 13 時 30 分〜、懇親会 15 時〜 16
時 30 分、登録料は１人 10,000 円交通に付きましては
バスを用意致します。登録は本日の例会から８月７日
の例会までとさせて頂きます。ちなみに士別 40 周年
式典には、全員登録を頂いていますので、士別クラブ
にあっても全員とは言えませんが、１人でも多くの登
録をお願い致します。各テーブルの登録用紙にご記入
をお願い致します。
③ガバナー事務所より、ガバナー公式訪問の日程が届
いています。10 月 16 日（月）会長、幹事懇談会は９
時 10 分〜 10 時 10 分、クラブ協議会は 10 時 10 分〜
12 時 10 分、公式訪問例会は 12 時 10 分〜 13 時となっ
ていますのでお知らせ致します。
④枝幸 RC より 2006 年から 2007 年度活動計画書が届
いています。ご覧下さい。
⑤美深 RC 並びに名寄 RC より、クラブ会報及び８月
の例会案内が届いています。ご覧下さい。
⑥８月の例会並びに事業のご案内ですが、２日は招魂
祭会長出席、４日は第 17 回サフォークランド士別カッ
プ少年サッカー大会開会式（会長他、関係委員会委員
長並びに委員の出席）、７日は普通例会並びに理事会、
14 日は特別休会、19 日から 20 日は第 2500 地区セミ
ナー紋別市（会長他、出席義務委員長出席）、21 日は
普通例会並びに職業奉仕委員会担当職場訪問、25 日
から 27 日はライラセミナー厚岸町（新世代 P 委員長
他、委員の参加並びに研修生２名の参加）
、28 日は夜
間例会です。
⑦ロータリーレートのお知らせですが、８月１日より
１ドル 114 円に変更なります。

◆その他の報告
○前年度決算報告 川原一夫前年度幹事
川原前年度幹事より前年度決算報告の詳細を報告致し
ました。（2005 〜 2006 年度 一般会計決算書参照）
昨年一年間会員の皆様方にご協力を賜り有難う御座い
ました。

