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第 2263 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００7 年６月 18 日（月）

本日のプログラム
普通例会（卓話：谷温恵会員）

第 2262 回例会
第 2261 回例会

■前
■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 﨑 英 男
幹 事／菊 地
博

回（６月 11 日、月曜日）の記録■ 早朝例会
回（６月４ 日、月曜日）の記録■ 普通例会・次年度理事会

司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

若森 孝 会場監督
我等の生業
出席率 80% 会員 66 名中 出席者 53 名
阿達 勇、伊藤優市、今井忠則、加藤 博、黒田康敬、西條輝光、大野裕一郎、
佐藤元保、鍋島 秀、野 英俊、渡辺正一、三野博司
メ ー ク ア ッ プ 大塚勝人、本山忠之、野﨑英男、千葉道夫、菊地 博、汐川康晴、若森 孝、佐藤安司、
田中 全、三野博司、藤吉敏博、神田英一、足利光治、千葉繁夫、笹野孝志、志村孝幸、
尾崎 学、國森和麿、渡辺寿男、佐藤元信、宮崎隆雄、山本俊一、谷 温恵、武田吉夫、
武田 修、西條輝光、山口哲雄、松塚信雄、川原一夫、福澤丹治、織戸俊二、加藤 博、
吉倉慶次郎（6/3、ＩＭ「下川」）
ニコニコＢＯＸ 千葉道夫（下川ＩＭ終了御礼）
織戸俊二、佐藤安司、佐藤元信（下川ＩＭ懇親会ゲーム上位入賞記念）
千葉道夫、中川涼一、谷 温恵（６月誕生祝）
累計 421,000 円
例

会

６月・ロータリー親睦活動月間
６月 ４日（月） 普通例会・次年度理事会
６月 11 日（月） 早朝例会
６月 18 日（月） 普通例会（卓話：谷温恵会員）
６月 25 日（月） 夜間例会・理事会（本年度最終例会）

予

定

７月・識字率向上月間
７月 ２日（月） 新年度例会・理事会
７月 ９日（月） 普通例会（卓話：斉藤進会員）
７月 16 日（月） 法定休会（海の日）
７月 23 日（月） 普通例会（卓話：尾崎学会員）
７月 30 日（月） 夜間例会

■会務報告 大塚勝人会長
●５月 31 日に合宿の里士別推進協議会の総会に
出席して来ました。昨年の合宿の実績が事務局よ
り説明がありましたが、士別 133 団体 13,218 名、
朝日 182 団体 7,780 名が士別市で合宿をしていま
す。今年度はドイツ陸連から総勢 150 名が 8 月 16
日に入り 8 月 31 日迄合宿します。その間市民と
の交流の場もあり天塩川祭りに参加する人もいる
ようです。益々合宿の里として認知されるよう期
待したいと思います。
●昨日、下川町で開催されましたＩＭに多くの会
員の皆様と共に参加してきました。素晴らしい内
容だったと思います｡ 名寄ロータリークラブの坂
田仁会員の入会 10 年の熱い思いを「私のロータ
リー通解」と言う内容で 30 分の基調講演があり
ました。その後「ローターリーがリードする も
の」と言うテーマで各クラブの取り組んでいる事
業の発表がありました。各クラブそれぞれ特色の
ある良い活動をしています。士別は神田会員が
マッチンググラントについてお話しました。なか
なか経験出来ない事業で体験した神田会員の想い
を皆さんに充分伝える事が出来たと思います。ホ
ストを勤めた下川クラブが会員はもとより、奥様
方にも心より感謝申し上げます。
●ＩＭ報告
◆お陰さまで昨日のＩＭは地元で開催する以外で
はかつて無い登録 35 名をしたと思います。名寄
RC も 31 名の登録を致しました。これは千葉ガバ
ナー補佐が会長幹事懇談会などを通じてＩＭのあ
り方などを話し合い、会員の少ないクラブでＩＭ
を開催致しますと大変難しい事があり、昨日も全
員の奥様方のお手伝いを頂いてやっと出来る規模
のクラブが多く、懇談会の中で会員の多いクラブ
が少しでも多く登録をしようと言うことで話をし
ていました。
◆基調講演は名寄の坂田さんで、年齢は私と同じ
位でロータリー歴が 10 年位の方ですが、非常に
勉強熱心な方でロータリーの本を読み、色々な方
と話をしたり、色々な場で質問をして勉強をした
事を講演して頂きました。30 分と短い時間でした
ので全てをお話を出来なかったと思いますが、貴
重な講演を聞く事が出来ました。将来ガバナーに
行くぐらいの気持ちでロータリーをやっている方

だと思います。
◆「ロータリーをリードするもの」と言う課題で、
各クラブから特色のあるスピーチを聞くことが出
来ました。士別 RC は神田会員にマッチング・グ
ラントのテーマでお話して頂きましたが、マッチ
ング・グラントはあまりやっていないと思います
が、経験してやってみた事をお話して頂きました。
神田会員の思いは出席した会員の皆様には十分伝
わったと思います。
◆帰り際にはガバナーから士別の例会にもう一回
訪問したいと言っておられましたので、その時は
懐かしくお会いしたいと思っています。
■幹事報告 菊地 博幹事
❶先週５月２８日の夜間例会でもご案内致しまし
た通り、本日の例会終了後の理事会は、６月２５
日午後４時３０分より、本年度最終夜間例会前に
変更させて頂きますので、ご協力をお願い致しま
す。尚、２５日までに審議事項等発生致しました
ら、即対応致しますのでご遠慮なく会長幹事まで
申し出をお願い致します､ また、次週１１日の例
会は、早朝例会で御座いますので、お間違えのな
いようにお願い致します、尚、運動不足の方は、
この機会を利用を致しまして、午前６時３０分か
ら開始されます、総合体育館前のラジオ体操にで
もお出掛けになっては如何でしょうか。
❷ガバナー月信並びにロータリーの友６月号が届
いております、全会員のお持ち返りをお願い致し
ます、なお、広報委員会渡辺委員長にお願いです
が、長期欠席届け出を頂いております、山本栄会
員にお届けをお願い致します。
❸士別手をつなぐ育成会鈴木長子会長より、第 38
回手をつなごうみんなの集いビールパーティの会
券購入のお願いが届いております。
月日時６月２２日（金）午後６時３０分〜８時ま
で、会場は、士別市文化センター１回研修室です、
会券は１枚１，５００円です、ご協力を頂きます会
員につきましては、クラブで５００円を負担させ
て頂きますので、宜しくお願い致します。後程各
テーブルを廻らせて頂きますので、ご協力をお願
い致します。
❹士別地区暴力追放運動推進協議会佐藤安司会長
より、１９年度の総会開催案内が届いております、
日時は、６月２２日（金）午後２時より士別商工
会議所２階大会議室で開催されます、出席者は、
暴追協ロータリークラブ役員であります大塚会長
に出席をいただきます。
❺２５００地区ガバナー事務所より、当地区バス
トガバナー道下俊一氏をモデルとしたフジテレビ
のドラマ（潮風の診療所）６月２２日（金）午後
９時〜１１時までの２時間ドラマで放送される事
が決まり、会員の皆様にご覧頂きたいとの案内が
届いております。
❻２５００地区第８分区弟子屈ロータリークラブ

より、創立５０周年記念式典終了のお礼状が届い
ております、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。
❼各委員会委員長にお願いですが、委員会事業等
で支払い等が発生し、まだ、お手元にお持ちの委
員会委員長が御座いましたら、大至急幹事までお
届けをお願い致します。
★その他の報告
◎國森和麿会員
第 2 回ゴルフ同好会例会の出欠をまだ出されてい
ないメンバーは 6 日までお待ちしていますのでご
連絡をお願い致します。
◎千葉道夫ガバナー補佐
昨日の下川でのＩＭに大勢の参加を頂きまして、
大変ありがとうございました。お陰さまで最近の
ＩＭの中では大勢の参加を頂き、ホストクラブの
下川さんも大変苦労をされて会員同士の友情を深
める色々な思考を凝らした IM になりました。
★次年度報告
◎千葉繁夫次年度幹事
❶ 7 月７・8 日に開催されますふれあい広場の福
祉標語の募集文書が来ていますので、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。
❷次年度委員長会議を 6 月 18 日の例会後、開催
致します。出席義務者は会場監督、出席委員長、
親睦活動家族委員長、プログラム委員長の出席を
お願い致します。
❸本日、例会終了後、第 1 回目の理事会を開催致
しますので、御出席をお願い致します。

● 6 月の誕生祝い●

中川涼一、谷

温恵、千葉道夫、会員おめでとうございます。

★第２回ゴルフ同好会成績（６月 10 日：士別 CC）

順 位
優 勝
準優勝
１ 位
２ 位
３ 位
４ 位
５ 位

氏
名 OUT IN
本山忠之 44
42
川原一夫 51
52
志村孝幸 50
54
大塚勝人 48
45
寺下隆通 44
50
國森和麿 49
50
佐藤元信 44
50

TOTAL HC NET
86
10
76
103 24
79
104 25
79
93
12
81
94
13
81
99
18
81
94
12
82
（参加者 10 名）

次回第３例会は７月１日 ( 日 )13：00 スタートです。
尚、７月１日の例会は士別ライオンズクラブとの対抗戦を
計画していますので、多くの皆様の参加をお願い致します。

