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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 2244 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００7 年１月 22 日（月）

本日のプログラム
・普通例会

■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（１月 15 日、月曜日）の記録■
・普通例会・理事会

司
会 若森 孝 会場監督
斉
唱 奉仕の理想
本 日 の 出 席 出席率 80.59% 会員 67 名中 出席者 54 名
本 日 の 欠 席 阿達 勇、岡田 晃、加藤 博、川原一夫、河原賢治、國森和麿、竹内栄一、
鍋島 透、野 英俊、吉川紀雄、渡辺正一、田中 全、坂野虎渓
メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ 江端捷浩、菊地 博、織戸俊二、伊藤優市、大野裕一郎、加藤諭伸（１月誕生祝い）
累計 209,000 円

例
１月・ロータリー理解推進月間
１月 １日（月） 休会（法定休日）
１月 ８日（月） 休会（法定休日）
１月 15 日（月） 普通例会・理事会
１月 22 日（月） 普通例会
１月 29 日（月） 夜間例会

会

予

定

２月・世界理解月間・ロータリー創立記念
２月 ５日（月） 普通例会・理事会
２月 12 日（月） 休会（振替休日『建国記念日』）
２月 19 日（月） 普通例会（2/23 ロータリー創立記念日）
２月 26 日（月） 夜間例会

い内容並びに登録されます方は、菊地幹事まで
■会務報告 大塚勝人会長
新年明けましておめでとうございます。本年も お問い合わせ下さい
宜しくお願い致します。2007 年の元旦は天侯に ❹咋年の暮れ 12 月 25 日の例会で、職業奉仕委
めぐまれ、会員及び家族の皆様と共に、ご健勝 員会藤吉委員長から計画の案が提案されていま
でおだやかに迎えることが出来ました。心より す、22 日の例会終了後職場訪問としての企画で
お喜び申し上げます。皆様もご存知だと思いま 御座います、なかむら斎場さくらホールの訪問
すが今井会員が入院していましたが、３ヶ月ぶ ですが、本日例会終了後の理事会でご承認を頂
りに本日出席していただき大変嬉しく思います。 き、委員会計画の通り実施させて頂きますので、
今年の干支は猪ですが、猪で最初に思い浮かぶ 参加ご協力の程をお願い致します。
のはやはり猪突猛進です。何事も真直ぐに前を
向き突き進むイメージがありますが、猪は決し ★委員会報告
てそれだけではなく、泳ぎもうまくジャンプ力 ◎プログラム委員会 神田英一委員長
もあり、又頭も良く餌のあるところをうまく見 ２月は世界理解月間・創立記念と言うことで、
つけて上手に暮らす知恵者であると言います。 ２月 19 日に野崎副会長に卓話をお願いしていま
今年の千支猪にあやかり一年間前向きに力強く すので出席をお願いいたします。
突き進めるよう努力したいと思います。
士別市などが主催する新年交例会が 5 日にグラ ◆卓 話『ロータリーを知ろう！』
ンドホテルで行われ、野崎副会長、菊地幹事と ◎ロータリー情報委員会 佐藤元信委員長
出席してきました。各界より約 270 名の参加が 当委員会で各委員に役割分担を決めて１年間運
ありロータリークラブの会員も多数それぞれの 営している中で今回は田中全委員にお願いをし
立場で出席していました。市長をはしめ来賓の ていましたが急遽欠席と成ってしまい、代理で
皆様から昨年を振り返りながら、それぞれ新年 私が卓話をする事になりましたが、急遽と言う
ことで何も用意をしていませんでしたが、当委
のご挨拶がありました。
14 日に社団法人士別青年会議所の新年交例会に 員会の事業計画にもあります、雑誌委員会と連
出席してきました。私も JC の OB ですが、卒業 携して「ロータリーの友」の精読を推進すると
して 15 年たちますと世代交代されます。当時共 有りますので、それに基づき今日、早速着まし
に活動した千葉道夫会員、菊地幹事の息子さん たロータリーの友１月号を元にお話させて頂き
が理事長、専務理事となり、二世会員として元 たいと思います。ロータリーの友横版 12 ページ
気に活躍しているようです。足元をしっかりと にロータリーを知り、ロータリーを知ってもら
見つめ失敗を恐れず勇気をもって行動しようと おうと有りますが、実際に読んで頂きたいのは
言う千葉理事長の言葉に清々しい思いで帰って 14、15 ページでありますが、まず 13 ページのホー
ムページにご注意！、から読んで行きたいと思
きました。
１月はロータリー理解推進月間であります。ロー います。その後、ロータリーの徽章について読
タリーについての知識と理解を深めていただく んで参ります。
月間となっていますが、後ほど、佐藤元信委員 【詳細は「ロータリーの友」横版 12P 〜 15P を参
長に卓話をお願いしています。ロータリーを良 照、朗読下さい。】
く理解するには、ロータリーの友、ガバナー月
信等を読むことが一番身近で簡単に出来ること
です。今年度のクラブ目標にロータリーを学び
実践しようとありますが、会員の皆様一人一人
にロータリー誌を充分活用していただき、より
深くロータリーを理解し実践につなげて欲しい
と思います。
■幹事報告 菊地 博幹事
新年明けましておめでとう御座います、新しい
年を迎え、残された任期も 6 か月間となりました、
幹事としての役割を一生懸命努めさせて頂きま
すので、本年もどうぞ宜しくお願い致します。
◆１月の誕生祝い
❶国際ロータリー第 2500 地区小野哲ガバナー並
びに、ガバナーエレクト海田司氏を始めとする、
関係各位より年賀状が届いておりますので、各
テーブルを回覧させて頂いておりますので、ご
一読をお願い致します。
❷名寄及び美深並びに下川 RC より、1 月例会案
内並びに会報が届いておりますので、入り口資
料テーブルに置いて御座いますので、ご一読を
お願い致します。
❸日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会、第 18 回
沖縄大会のご案内が届いております、大会日時
は、3 月 12 日 ( 月 ) 午前 8 時スタート琉球ゴルフ
倶楽部登録費は、15,000 円プレー代は 14,000 円 織戸俊二、江端捷浩、菊地 博、伊藤優市、大
登録締切は、2 月 7 日までとなっております詳し 野裕一郎、加藤諭伸会員、おめでとうございます。

