
ＳＨＩＢＥＴＳＵ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ　ＤＩＳＴＲＩＣＴ　２５００　ＪＡＰＡＮ

    士別ロータリークラブ会報
創立1960・３・24　　ＲＩ第2500地区

Vol. 011　 　No. 2153

率先しよう
2006 ～ 2007 年度　RI 会長
　　　　　　　ウィリアム　ビル・ボイド 士別市朝日町サンライズホール　　　　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

第2231回例会　２００６年10月２日（月）

本日のプログラム
・普通例会　・理事会

■前　回（9月 25 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 66名中　出席者 66名
本 日 の 欠 席　
メークアップ　大塚勝人、菊地　博、織戸俊二、千葉繁夫、渡辺寿男、
　　　　　　　　千葉道夫、武田　修、菅原清人、福澤丹治、加藤諭伸、
　　　　　　　　足利光治、山本俊一、山口哲雄（三奉仕団体親睦パークゴルフ大会）
　　　　　　　　千葉道夫（RI2500 地区第２分区ガバナー公式訪問ガバナー補佐として随行）
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　山口哲雄（三奉仕団体親睦パークゴルフ大会優勝）　　　　　　累計 117,000 円

例　会　予　定
10月・職業奉仕月間・米山月間
10月　２日（月）　普通例会・理事会
10月 7～８日（土・日）　地区大会 ｢紋別｣
10 月　９日（月）　法定休会
10月 16 日（月）　ガバナー公式訪問例会
10月 23 日（月）　普通例会
10月 30 日（月）　夜間例会

11月・ロータリー財団月間
11月　６日（月）　普通例会・理事会
11月 13 日（月）　普通例会
11月 20 日（月）　早朝例会
11月 27 日（月）　夜間例会



■会務報告　大塚勝人会長
● 9月 21 日に士別ロータリークラブ、士別ライオン
ズクラブ、国際ソロプチミスト士別の三奉仕団体によ
る、第 3回親睦パークゴルフ大会並びに交流会に出席
してきました。総勢約 45 名の参加で大変和やかに交
流する事が出来たと思います。彼岸に入り寒さが少し
ずつ身にしみる季節になって来ましたが、この日は天
侯にも恵まれ、大変楽しい交流の場になったと思いま
す。成績は我がロータリークラブが圧倒的な力をみせ
優勝しました。又、個人では新入会員の山口哲雄会員
がパープレイ 65 か 66 のところを 51 でまわり最高成
績でした。夜の懇親会ではソロプチミストの皆様のお
きずかいと、それぞれ各団体で参加された皆様のご協
力により、大いに盛り上がる事が出来、短い時間では
ありましたが、楽しいひと時を過ごす事が出来ました。
●交通事故で入院している田中全会員のお見舞いに
行ってきました。8 月 15 日のお盆に事務所の帰り、
繁華街で少し体を温め、いつもなら皆さんご承知のよ
うにタクシーで帰るのですが、この日に限り 6丁目か
らグリーンベルトを通り歩いたようです、9丁目の交
差点で南から来て信号を無視して右折した、乗用車に
はねられ全治 3ヶ月の重症でした、順調に回復してい
るようです。

■幹事報告　菊地　博幹事
❶ 10 月 2 日 ( 月 ) は、12 時 10 分より例会～ 1時より
理事会です、尚、午後 6時からグランドホテルにて、
クラブ協議会を開催致しますので関係者のご出席をお
願い致します、尚クラブ協議会に付きましては、委員
長の都合で出席出来ない場合は、委員長代理の出席を
お願い致します、このクラブ協議会は、10 月 16 日の
ガバナー公式訪問に伴う、ガバナーを囲んでのクラブ
協議会並びに当クラブの活動の経過並びに確認の会議
ですので、各委員会とも事業等の把握を確りして出席
をお願い致します。会議終了後自己負担 1,500 円で懇
親会を開催致します。
❷北海道共同募金会士別市支会支会長山本栄様より
10 月 2 日 ( 月 ) 午後 2 時 30 分から午後 4時 30 分まで
赤い羽根共同募金運動 ( 街頭募金 ) の協力の依頼が届
いております、既に会長並びに三野社会奉仕委員長と
相談の上、三野委員長、中川会員、谷温恵会員、山口
哲雄会員の 4名を登録致しております、登録会員につ
きましては午後 2時 20 分まで、サポートセンター士
別 ( 社協事務局 ) 集合をお願い致します。
❸ 10 月 7 日 ( 土 ) 紋別市で開催されます。RC2500 地
区大会に参加を頂きます。23 名の会員の皆様にお願
いですが、7日の出発は午前 7時グランドホテルを士
別ハイヤー様のマイクロバスで出発を致しますので、
お間違えのないようにお願い致します、尚、お願いで
すが、地区大会登録料 10,000 円並びに先の、中頓別
RC40 周年記念式典登録料 7,000 円を収めておりませ
ん方が、御座いましたら大至急会計までお収め頂きま
すようお願い致します。
❹明日、26 日全国秋の交通安全運動に伴う、街頭立
哨 ( 人の波・旗の波大作戦 ) 実施に関して、当クラブ
より参加申し込みをさせて頂きました、大塚会長、野
崎副会長、社会奉仕委員会三野委員長、南部会員、竹
内会員、野会員、新世代P委員会笹野委員長、福澤会員、
織戸会員、加藤博会員の以上 10 名の皆様は、ご苦労

をお掛け致しますが、午前 10 時 40 分までに、あすな
ろ公園に集合をお願い致します。
尚、士別RC黄色いジャンパー及び白い帽子につきま
しては、三野委員長さんが準備をして集合場所に持参
をして頂きますので、着用お願い致します。
❺中頓別ロータリークラプ桜田守会長より、9 月 10
日に行われました創立 40 周年記念式典終了並びに参
加に対しましてのお礼の挨拶文書が届いております。
各テーブルを回覧させて頂きますのでご一読下さい。
❻先程会長会務報告にも御座いました、先日 21 日三
奉仕団体親睦パークゴルフ大会にご参加を頂きました
会員の皆様にお礼を申し上げます。成績に付きまして
は団体の部ではRCが優勝し、個人の部では山口哲雄
会員が優勝でした。山口さんのスコアー 51 と言う驚
異的スコアーでした。本当にご苦労様でした。
❼ 11 月 18 日 ( 日 ) 釧路 RC創立 70 周年式典・記念懇
親会の登録締め切りを本日の例会終了までと致します
ので登録をされます方は幹事まで申し出下さい。
❽国際ロータリー 2500 地区小野哲ガバナーより、ソ
ルトレクシテイ国際大会参加募集要項が届いておりま
す。開催日 2007 年 6 月 16 日より 6月 23 日の 8日間、
場所ポートランドソルトレクシティー・ラスベガス・
サンフランシスコ、旅費成田空港発着 386,000 円、募
集人数 40 名 (10 月時点で希望者が多数の場合検討す
る ) となっています。参加希望されます方は幹事まで
申し出下さい。
❾最後に、本夜間例会懇親に入りましてから、2500
地区第 2分区ガバナー公式訪問例会随行として 5つの
クラブを訪問されました、千葉道夫ガバナー補佐より
感想を述べて頂く事になっておりますので、お食事を
とりながらお耳をお借りしお聞き頂きたいのと、特に
各委員長さんは、10 月のガバナー公式訪問に役立て
て頂きたいと思います。

◆ロータリアンの宿・お店
国際ロータリー 2500 地区、2005-2006 ガバナー合
田賢二氏よりガバナー月信Vol.14（2006.9.20）号
が届いています。その中でロータリアンの宿・ロータ
リアンのお店が記載されており、士別RCメンバーの
宿・お店も載っています。（甲州屋旅館・士別グラン
ドホテル・平成園・居酒屋やまもと・コーヒーナジャ・
クラブマカティ・菓子山本・）が紹介されています。
また、2500 地区の宿・お店も載っていますので、是
非ご覧下さい。

★第５回ゴルフ同好会成績（９月 16日：士別CC）
順　位 氏　　名 OUT IN TOTAL HC NET
優　勝 武田　修 53 50 103 30 73
準優勝 斉藤　進 40 45 85 11 74
１　位 志村孝幸 56 49 105 30 75
２　位 大塚勝人 41 45 86 10 76
３　位 神田英一 41 50 91 15 76

（参加９名）
○第６回最終例会は 10月 14日（土）、８時 48分
スタート、終了後午後５時 30分より表彰式並びに
　年間表彰納会懇親会を開催致します。


