
その日の夜には、優勝景品でビール２箱を項き、

明日は二日酔いだなと思っておりましたが、10時半

が就寝時間と言う事で安心した反面少し物足りない

感じもしました。

２日目には、ハイキングがあり、散歩程度だろう

と思っていたのですが、進んでいくにつれて段々と

崖の様な場所が沢山出てきまして、頭上についた時

には既に筋肉痛になっておりました。

午後からは基調講演がありまして、大変勉強にな

るお話をお聞きすることができました。お話しの中

にありました、温暖化により、海水の温度が上がり、

水温が30度の海域が関東付近にまで拡大しており、

台風などがおこりゃすい水温が28度ということで、

近年日本のそばで発生する台風が増えてきているそ

うです。

このお話をお聞きし、北海道は災害が少なく、住

みやすいところと思っておりましたが、このままだ

と近い将来、北海道でも台風や様々な災害が発生す

るようになるのではないかと不安になりました。

その後、グループディスカッションがあり、「ゴ

ミ・リサイクルと温暖化」というテーマで、自分の

小さいころと現在ではどう変わったかと言う事を焦

点において話し合いを行いました。

私のグループでは、平均年齢が25歳くらいだった

のですが、このたった25年間でも身の回りのものは

ほとんど変わり、コンビニが増えたり、使い捨ての

ものが多くなってきている。

考えたこともあまりありませんでしたが、このほ

かにも多くの意見が出ました。基調講演の中で、地

球は無限ではない、有限だということは事実として

証明されている。というお話をお聞きしまして、私

の中では地球は無くなる事はないだろうと勝手に思っ

ておりましたが、あらためてこのままでは駄目だ、

と実感しました。

最後になりますが、今回ライラセミナーに参加す

ることが出来、本当に良かったと思っております。

大変有難うございました。また、一緒に行ってくだ

さいました、加藤様、深尾様、大塚様には大変お世

話になりました。ありがとうございました。

ガバナー公式訪問例会の日程をご案内致します。

本年度のガバナー公式訪問例会を100％例会とし

て、会員出席率100％を目指しておりますので会員

皆様のご協力無しには達成は出来ません。

大変お忙しいとは存じますが、なんとか都合を付

けていただき出席を賜りますようお願い申し上げま

す。

記

日程 平成20年9月15日（月曜日）

場所 士別グランドホテル

スケジュール

会長・幹事懇談会 午前９時30分～午前10時30分

第２回クラブ協議会 午前10時30分～午後０時20分

記念写真撮影 午後０時20分

ガバナー公式訪問例会

午後０時30分～午後１時30分

クラブ協護会出席役員は、午前10時20分までに集

合下さい。会員各位には、午後０時20分までに集合

下さい。 ※例会終了は、午後１時30分の予定です。
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士別ロータリークラブ会報
創立1960.3.24 ＲＩ第2500地区

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 ℡（0165）23-1234

会 長／織 戸 俊 二

副会長／神 田 英 一

幹 事／尾 崎 学

司 会 山口哲雄会場監督

斉 唱 奉仕の理想

本 日 の 出 席 出席率77.52％ 会員62人中 出席者48人

本 日 の 欠 席
井上建雄、大塚勝人、川橋勝美、齊藤 進、坂野虎渓、佐藤元保、汐川泰晴、鍋島 秀
中川涼一、万歳康博、野 英俊、深尾幸雄、吉川紀雄、黒田康敬

メー ク ア ッ プ

ビ ジ タ ー

ゲ ス ト ・

ニコニコＢＯＸ
神田英一、佐藤安司、加藤 博、中村徹雄、百瀬達夫、志村孝幸、山口哲雄（以上誕生祝い）
本山忠之（ロータリーゴルフ優勝） 累計114.000円

■前週（９月１日）の記録■ ・普通例会 ・新入会員紹介
・ライラセミナー報告 ・誕生祝い ・理事会

・・普通例会 ・委員会活動報告（雑誌、社会奉仕、国際奉仕、ロータリー情報）

第２３１４回例会 ２００８年９月８日（月）

今日のプログラム

2008-2009年度国際ロータリーのテーマ

2008―2009年度ＲＩ会長

季 東建

例 会 予 定

Make Dreams Real
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今月（８月）の誕生祝い

第４回ゴルフ例会
８月30日 於 士別同友会カントリークラブ

順 位 氏 名 out in gross hd net

優 勝 本山忠之 41 41 82 10 72

準優勝 國森和麿 43 47 90 18 72

１ 齊藤 進 42 48 90 14 76

２ 吉川紀雄 49 44 93 11 82

３ 佐藤元信 43 50 93 11 82

４ 神田英一 48 49 97 14 83

５ 志村孝幸 49 56 105 22 83

６ 川橋勝美 52 54 106 20 86

７ 大野裕一郎 56 50 106 20 86

８ 三野博司 53 56 109 21 88

BB 千葉繁夫 57 55 112 24 88

BM 福澤丹治 71 66 137 40 97

■９月例会日 「新世代のための月間」 ■10月例会日 「職業奉仕・米山月間」

●９月１日（月）普通例会・理事会 ●10月６日（月）普通例会・理事会

●９月８日（月）普通例会 ●10月13日（月）休会（法定休日、体育の日）

●９月15日（月）ガバナー公式訪問例会 ●10月20日（月）普通例会

●９月22日（月）早朝例会 ●10月27日（月）普通例会

●９月29日（月）夜間例会 ※11～12日（土・日）2500地区大会（釧路）

ガバナー公式訪問例会のご案内

■ロータリー財団委員会からのお知らせ

●９月結婚

齊藤 進会員（９月12日）吉川紀雄会員（９月16日）

坂野虎渓会員（９月17日）藤吉敏博会員（９月22日）

西條輝光会員（９月27日）



■会務報告 織戸俊二会長

○本日は新世代プログラムの加藤委員長より美瑛

町白金温泉国立大雪青少年交流の家で開催されたラ

イラセミナーの報告と参加いただいたお二人から体

験スピーチをいただくことになっておりますので、

よろしくお願いします。

○新入会員の紹介をいたします。今井裕（ゆたか）

会員です。後ほど会員増強委員長より紹介をお願い

します。職業分類は畜産販売・加工販売、委員会は

親睦活動・家族委員会です。士別ロータリークラブ

会員一同、心から歓迎申し上げます。

○29日午後６時から第１回クラブ協議会を開催し、

９月15日足立ガバナー公式訪問例会への事前打ち合

わせを行いました。各委員長さんはじめ、関係役員

のご出席をいただきました。

今年度の活動方針、各委員会の活動計画について

の説明をいただき、熱心に協議したところです。

足立ガバナー公式訪問、たいへん緊張しながらの

１日になろうかと思いますが、会員皆様のご協力を

いただきながら、有意義なガバナー公式訪問になる

ことを願っています。

会員皆様の出席のほど、よろしくお願いします。

○31日国際ロータリー第2500地区2008―2009年度

ロータリー財団セミナーが開催され、財団委員長大

塚会員が出席していただきました。

本来ですと出席義務者会長も出席しなければなら

ないところ、大塚財団委員長に申し訳なく思ってい

ます。

ロータリーの友情に感謝申し上げます。

■幹事報告 尾崎 学幹事

１．第１回クラブ協議会を８月29日に開催致しま

した。各委員長より活動計画並びに経過報告をいた

だきました。ガバナー公式訪問に向けての進め方な

ど審議いたしました。

２．地区大会の登録を８月末で終了致しました。

22名の会員の参加を頂きありがとうございます。

参加スケジュールは理事会にて検討いたしますので

後日参加者にご連絡いたします。

３．士別市立病院より、第10回病院フェスタ開催

の案内が届いております。

日時・内容については、９月27日（土）、午後１

時～３時、会場は市立病院２階フロアで開催。内容

は「元気になるコツ・骨とその関連疾患」と題して

濱田診療部長の講演を中心に、画像展示、医療・服

薬・健康・栄養の各相談、血圧・体脂肪測定や腰痛

体操の実技などためになるフェスタです。

１人でも多くの会員の来院を期待していますとの

ことです。

４．士別幼稚園・谷会員より、60周年記念行事

「なでしこ広場」の開催の案内が届いております。

日時は９月13日（土）、場所は士別幼稚園並びに、

あすなろ公園にて午前９時30分より開催されます。

多くの会員のご来場をお願いいたします。

５．９月のロータリーレートは、１ドル＝108円

との連絡がありましたのでお知らせ致します。

【受信文書】

・ロータリーの友・ガバナー月信９月号、美深ロー

タリークラブ８月号会報・９月例会案内

■新入会員紹介 藤吉敏博会員増強委員長

新入会員のご紹介をいたします。かわにしの丘し

ずお農場株式会社、今井裕さん。紹介者は山口哲雄

会員です。

■今井 裕（ゆたか）新会員紹介 山口哲雄会員

事業所はかわにしの丘しずお農場株式会社取締役

です。趣味は弓道、音楽、読書です。家族構成は佐

藤静男さんの次女と1986年３月20日に結婚しました。

誕生日は昭和26（1951）年３月30日、57歳です。も

これからチャレンジしたいということです。

●今井 裕会員あいさつ

ただいまご紹介をいただきました今井です。本来

ですとこのようなところに立てる立場ではないと自

分でも充分に理解しております。ロータリークラブ

の会員さんが会社が倒産してお止めになる方はいる

かもしれませんが、会社を倒産させて入ってきた人

はあまりいないんじゃないかと……。

私は今から12年前、２年間やっていた従業員38人

のコンピュータソフト会社を、バブルの崩壊で（…

…自己責任ももちろんありますが）、あえなく沈没

しました。

今から５年前にやっと晴れてクレジット会社から

カードをもらえるようになりました。なんとか認知

されたのかと思っています。

こうして今、羊を飼うはめになり、なんとかまち

起こしの一助になればと思います。おしずお農場で

は今、レストランを建設し、９月末に建設業者から

引き渡しを受けます。１ヵ月ぐらいはスタッフの訓

練、厨房機器の点検等にかかります。

11月１日にオープンしたいと思っております。士

別市のために少しでもお役に立てればと思いますの

で、よろしくお願いします。

■新世代プログラム委員会 加藤 博委員長

今日は、この間のライラセミナーに参加していた

だいた、北海アサコンに勤務している氏家くんと、

商工会議所勤務の久守くんに来ていただいています。

またライラセミナーの修了書が届いておりますの

で、会長より授与していただきます。

その後、ライラセミナーに参加しての感想をお二

人に発表していただきます。

まず先に修了書の授与をしたいと思います。

お二人とも本当にご苦労さまでした。今回の経験

を生かし地域や職場でがんばって下さい。

第29回ライラセミナーに参加してみて
北海アサノコンクリート株式会社

氏家幸司君

８月22日から24日までラ

イラセミナーが開講され、

士別商工会議所の久守君と

共に美瑛町の国立大雪青少

年交流の家へロータリーカ

ウンセラーの方々に送って

いただき参加致しました。

登録・受付を済ませ、開

講式を行い第１日目が始ま

り、まず最初のグループ会議では各地区から選ばれ

た方々で集まり交流を深める為に自己紹介や地区PR

等を発表し、スポーツ交流としてドッジボール大会

を行いました。 最初は皆遠慮がちでしたが少しず

つ会話をするようになり、楽しく進めていくたびに

これから共同生活をするにあたって慣れたような気

がしました。

歓迎懇親会ではグループに分かれアルコール類を

出してもらい、カウンセラーの方々と共に親睦を深

めあい、また懇親会が終了した後もライラ夜の談話

室を設けてもらい各グループの方達の各地区PR等を

知る事ができ有意義な時間を過ごす事ができました。

第２日目にはハイキングを行いましたが、あまり

にも急な斜面や岩山に遭遇し登るという「過酷」な

試練をあたえられ非常に疲れましたが、目的地に到

着した時の十勝岳や美瑛岳が目前に迫った瞬間はと

ても感動する事ができました。

午後からの講演では環境倫理や地球温暖化現象の

講演をしていただき、国際ロータリー・テーマであ

る「地球温暖化に対して地元は何ができるか！」に

基づいた説明をしていただき、その講演を元に各グ

ループによるテーマを決めてのディスカッションを

行い、自分の故郷では過去と現在のエネルギー源の

在り方で温暖化に対して何ができるのかという発表

会の為に皆で議論を行いましたが、真剣な話をした

ため時間が足りなくなり、夕食を済ませた後も議論

を延長し、第３日目には各グループの温暖化対策の

考え方を傍聴する事ができたのは大変貴重な経験だっ

たと思います。

このセミナーに参加出来た事はこれからの時代に

有意義なものになり、各地区から集まった青年達と

の交流は楽しく、セミナーによる知人として将来的

に役に立っていく事なので、若い方達には是非参加

して欲しいと思いました。

なお、このセミナーへの参加にあたり、紹介や向

かう時にお世話していただいた加藤委員長をはじめ、

深尾会員、大塚ロータリー財団委員長、ロータリー

クラブ会員の方々に参加させていただいた事を感謝

したいと思います。

ありがとうございました。

ライラセミナーに参加してみて
士別商工会議所

久守裕介君

今回ライラセミナーに

出席させていただき、この

場をお借りしましてお礼申

し上げます。

私は、昨年も参加させて

頂き、今回が２回目と言う

事で不安もなく、３日間有

意義な時間を過ごすことが

できました。

一日目にはドッチボール大会があり、２回以上参

加している方が同じグループに私の他に２名いたせ

いか、すぐに仲良くなることが出来、優勝すること

が出来ました。

新入会員紹介

委員会報告

29日に行われた第1回クラブ協議会

織戸会長からバッジを受け取る今井新会員

ライラセミナー報告



■会務報告 織戸俊二会長

○本日は新世代プログラムの加藤委員長より美瑛

町白金温泉国立大雪青少年交流の家で開催されたラ

イラセミナーの報告と参加いただいたお二人から体

験スピーチをいただくことになっておりますので、

よろしくお願いします。

○新入会員の紹介をいたします。今井裕（ゆたか）

会員です。後ほど会員増強委員長より紹介をお願い

します。職業分類は畜産販売・加工販売、委員会は

親睦活動・家族委員会です。士別ロータリークラブ

会員一同、心から歓迎申し上げます。

○29日午後６時から第１回クラブ協議会を開催し、

９月15日足立ガバナー公式訪問例会への事前打ち合

わせを行いました。各委員長さんはじめ、関係役員

のご出席をいただきました。

今年度の活動方針、各委員会の活動計画について

の説明をいただき、熱心に協議したところです。

足立ガバナー公式訪問、たいへん緊張しながらの

１日になろうかと思いますが、会員皆様のご協力を

いただきながら、有意義なガバナー公式訪問になる

ことを願っています。

会員皆様の出席のほど、よろしくお願いします。

○31日国際ロータリー第2500地区2008―2009年度

ロータリー財団セミナーが開催され、財団委員長大

塚会員が出席していただきました。

本来ですと出席義務者会長も出席しなければなら

ないところ、大塚財団委員長に申し訳なく思ってい

ます。

ロータリーの友情に感謝申し上げます。

■幹事報告 尾崎 学幹事

１．第１回クラブ協議会を８月29日に開催致しま

した。各委員長より活動計画並びに経過報告をいた

だきました。ガバナー公式訪問に向けての進め方な

ど審議いたしました。

２．地区大会の登録を８月末で終了致しました。

22名の会員の参加を頂きありがとうございます。

参加スケジュールは理事会にて検討いたしますので

後日参加者にご連絡いたします。

３．士別市立病院より、第10回病院フェスタ開催

の案内が届いております。

日時・内容については、９月27日（土）、午後１

時～３時、会場は市立病院２階フロアで開催。内容

は「元気になるコツ・骨とその関連疾患」と題して

濱田診療部長の講演を中心に、画像展示、医療・服

薬・健康・栄養の各相談、血圧・体脂肪測定や腰痛

体操の実技などためになるフェスタです。

１人でも多くの会員の来院を期待していますとの

ことです。

４．士別幼稚園・谷会員より、60周年記念行事

「なでしこ広場」の開催の案内が届いております。

日時は９月13日（土）、場所は士別幼稚園並びに、

あすなろ公園にて午前９時30分より開催されます。

多くの会員のご来場をお願いいたします。

５．９月のロータリーレートは、１ドル＝108円

との連絡がありましたのでお知らせ致します。

【受信文書】

・ロータリーの友・ガバナー月信９月号、美深ロー

タリークラブ８月号会報・９月例会案内

■新入会員紹介 藤吉敏博会員増強委員長

新入会員のご紹介をいたします。かわにしの丘し

ずお農場株式会社、今井裕さん。紹介者は山口哲雄

会員です。

■今井 裕（ゆたか）新会員紹介 山口哲雄会員

事業所はかわにしの丘しずお農場株式会社取締役

です。趣味は弓道、音楽、読書です。家族構成は佐

藤静男さんの次女と1986年３月20日に結婚しました。

誕生日は昭和26（1951）年３月30日、57歳です。も

これからチャレンジしたいということです。

●今井 裕会員あいさつ

ただいまご紹介をいただきました今井です。本来

ですとこのようなところに立てる立場ではないと自

分でも充分に理解しております。ロータリークラブ

の会員さんが会社が倒産してお止めになる方はいる

かもしれませんが、会社を倒産させて入ってきた人

はあまりいないんじゃないかと……。

私は今から12年前、２年間やっていた従業員38人

のコンピュータソフト会社を、バブルの崩壊で（…

…自己責任ももちろんありますが）、あえなく沈没

しました。

今から５年前にやっと晴れてクレジット会社から

カードをもらえるようになりました。なんとか認知

されたのかと思っています。

こうして今、羊を飼うはめになり、なんとかまち

起こしの一助になればと思います。おしずお農場で

は今、レストランを建設し、９月末に建設業者から

引き渡しを受けます。１ヵ月ぐらいはスタッフの訓

練、厨房機器の点検等にかかります。

11月１日にオープンしたいと思っております。士

別市のために少しでもお役に立てればと思いますの

で、よろしくお願いします。

■新世代プログラム委員会 加藤 博委員長

今日は、この間のライラセミナーに参加していた

だいた、北海アサコンに勤務している氏家くんと、

商工会議所勤務の久守くんに来ていただいています。

またライラセミナーの修了書が届いておりますの

で、会長より授与していただきます。

その後、ライラセミナーに参加しての感想をお二

人に発表していただきます。

まず先に修了書の授与をしたいと思います。

お二人とも本当にご苦労さまでした。今回の経験

を生かし地域や職場でがんばって下さい。

第29回ライラセミナーに参加してみて
北海アサノコンクリート株式会社

氏家幸司君

８月22日から24日までラ

イラセミナーが開講され、

士別商工会議所の久守君と

共に美瑛町の国立大雪青少

年交流の家へロータリーカ

ウンセラーの方々に送って

いただき参加致しました。

登録・受付を済ませ、開

講式を行い第１日目が始ま

り、まず最初のグループ会議では各地区から選ばれ

た方々で集まり交流を深める為に自己紹介や地区PR

等を発表し、スポーツ交流としてドッジボール大会

を行いました。 最初は皆遠慮がちでしたが少しず

つ会話をするようになり、楽しく進めていくたびに

これから共同生活をするにあたって慣れたような気

がしました。

歓迎懇親会ではグループに分かれアルコール類を

出してもらい、カウンセラーの方々と共に親睦を深

めあい、また懇親会が終了した後もライラ夜の談話

室を設けてもらい各グループの方達の各地区PR等を

知る事ができ有意義な時間を過ごす事ができました。

第２日目にはハイキングを行いましたが、あまり

にも急な斜面や岩山に遭遇し登るという「過酷」な

試練をあたえられ非常に疲れましたが、目的地に到

着した時の十勝岳や美瑛岳が目前に迫った瞬間はと

ても感動する事ができました。

午後からの講演では環境倫理や地球温暖化現象の

講演をしていただき、国際ロータリー・テーマであ

る「地球温暖化に対して地元は何ができるか！」に

基づいた説明をしていただき、その講演を元に各グ

ループによるテーマを決めてのディスカッションを

行い、自分の故郷では過去と現在のエネルギー源の

在り方で温暖化に対して何ができるのかという発表

会の為に皆で議論を行いましたが、真剣な話をした

ため時間が足りなくなり、夕食を済ませた後も議論

を延長し、第３日目には各グループの温暖化対策の

考え方を傍聴する事ができたのは大変貴重な経験だっ

たと思います。

このセミナーに参加出来た事はこれからの時代に

有意義なものになり、各地区から集まった青年達と

の交流は楽しく、セミナーによる知人として将来的

に役に立っていく事なので、若い方達には是非参加

して欲しいと思いました。

なお、このセミナーへの参加にあたり、紹介や向

かう時にお世話していただいた加藤委員長をはじめ、

深尾会員、大塚ロータリー財団委員長、ロータリー

クラブ会員の方々に参加させていただいた事を感謝

したいと思います。

ありがとうございました。

ライラセミナーに参加してみて
士別商工会議所

久守裕介君

今回ライラセミナーに

出席させていただき、この

場をお借りしましてお礼申

し上げます。

私は、昨年も参加させて

頂き、今回が２回目と言う

事で不安もなく、３日間有

意義な時間を過ごすことが

できました。

一日目にはドッチボール大会があり、２回以上参

加している方が同じグループに私の他に２名いたせ

いか、すぐに仲良くなることが出来、優勝すること

が出来ました。

新入会員紹介

委員会報告

29日に行われた第1回クラブ協議会

織戸会長からバッジを受け取る今井新会員

ライラセミナー報告



その日の夜には、優勝景品でビール２箱を項き、

明日は二日酔いだなと思っておりましたが、10時半

が就寝時間と言う事で安心した反面少し物足りない

感じもしました。

２日目には、ハイキングがあり、散歩程度だろう

と思っていたのですが、進んでいくにつれて段々と

崖の様な場所が沢山出てきまして、頭上についた時

には既に筋肉痛になっておりました。

午後からは基調講演がありまして、大変勉強にな

るお話をお聞きすることができました。お話しの中

にありました、温暖化により、海水の温度が上がり、

水温が30度の海域が関東付近にまで拡大しており、

台風などがおこりゃすい水温が28度ということで、

近年日本のそばで発生する台風が増えてきているそ

うです。

このお話をお聞きし、北海道は災害が少なく、住

みやすいところと思っておりましたが、このままだ

と近い将来、北海道でも台風や様々な災害が発生す

るようになるのではないかと不安になりました。

その後、グループディスカッションがあり、「ゴ

ミ・リサイクルと温暖化」というテーマで、自分の

小さいころと現在ではどう変わったかと言う事を焦

点において話し合いを行いました。

私のグループでは、平均年齢が25歳くらいだった

のですが、このたった25年間でも身の回りのものは

ほとんど変わり、コンビニが増えたり、使い捨ての

ものが多くなってきている。

考えたこともあまりありませんでしたが、このほ

かにも多くの意見が出ました。基調講演の中で、地

球は無限ではない、有限だということは事実として

証明されている。というお話をお聞きしまして、私

の中では地球は無くなる事はないだろうと勝手に思っ

ておりましたが、あらためてこのままでは駄目だ、

と実感しました。

最後になりますが、今回ライラセミナーに参加す

ることが出来、本当に良かったと思っております。

大変有難うございました。また、一緒に行ってくだ

さいました、加藤様、深尾様、大塚様には大変お世

話になりました。ありがとうございました。

ガバナー公式訪問例会の日程をご案内致します。

本年度のガバナー公式訪問例会を100％例会とし

て、会員出席率100％を目指しておりますので会員

皆様のご協力無しには達成は出来ません。

大変お忙しいとは存じますが、なんとか都合を付

けていただき出席を賜りますようお願い申し上げま

す。

記

日程 平成20年9月15日（月曜日）

場所 士別グランドホテル

スケジュール

会長・幹事懇談会 午前９時30分～午前10時30分

第２回クラブ協議会 午前10時30分～午後０時20分

記念写真撮影 午後０時20分

ガバナー公式訪問例会

午後０時30分～午後１時30分

クラブ協護会出席役員は、午前10時20分までに集

合下さい。会員各位には、午後０時20分までに集合

下さい。 ※例会終了は、午後１時30分の予定です。

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

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 ℡（0165）23-1234

会 長／織 戸 俊 二

副会長／神 田 英 一

幹 事／尾 崎 学

司 会 山口哲雄会場監督

斉 唱 奉仕の理想

本 日 の 出 席 出席率77.52％ 会員62人中 出席者48人

本 日 の 欠 席
井上建雄、大塚勝人、川橋勝美、齊藤 進、坂野虎渓、佐藤元保、汐川泰晴、鍋島 秀
中川涼一、万歳康博、野 英俊、深尾幸雄、吉川紀雄、黒田康敬

メー ク ア ッ プ

ビ ジ タ ー

ゲ ス ト ・

ニコニコＢＯＸ
神田英一、佐藤安司、加藤 博、中村徹雄、百瀬達夫、志村孝幸、山口哲雄（以上誕生祝い）
本山忠之（ロータリーゴルフ優勝） 累計114.000円

■前週（９月１日）の記録■ ・普通例会 ・新入会員紹介
・ライラセミナー報告 ・誕生祝い ・理事会

・・普通例会 ・委員会活動報告（雑誌、社会奉仕、国際奉仕、ロータリー情報）

第２３１４回例会 ２００８年９月８日（月）

今日のプログラム

2008-2009年度国際ロータリーのテーマ

2008―2009年度ＲＩ会長

季 東建

例 会 予 定
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今月（８月）の誕生祝い

第４回ゴルフ例会
８月30日 於 士別同友会カントリークラブ

順 位 氏 名 out in gross hd net

優 勝 本山忠之 41 41 82 10 72

準優勝 國森和麿 43 47 90 18 72

１ 齊藤 進 42 48 90 14 76

２ 吉川紀雄 49 44 93 11 82

３ 佐藤元信 43 50 93 11 82

４ 神田英一 48 49 97 14 83

５ 志村孝幸 49 56 105 22 83

６ 川橋勝美 52 54 106 20 86

７ 大野裕一郎 56 50 106 20 86

８ 三野博司 53 56 109 21 88

BB 千葉繁夫 57 55 112 24 88

BM 福澤丹治 71 66 137 40 97

■９月例会日 「新世代のための月間」 ■10月例会日 「職業奉仕・米山月間」

●９月１日（月）普通例会・理事会 ●10月６日（月）普通例会・理事会

●９月８日（月）普通例会 ●10月13日（月）休会（法定休日、体育の日）

●９月15日（月）ガバナー公式訪問例会 ●10月20日（月）普通例会

●９月22日（月）早朝例会 ●10月27日（月）普通例会

●９月29日（月）夜間例会 ※11～12日（土・日）2500地区大会（釧路）

ガバナー公式訪問例会のご案内

■ロータリー財団委員会からのお知らせ

●９月結婚

齊藤 進会員（９月12日）吉川紀雄会員（９月16日）

坂野虎渓会員（９月17日）藤吉敏博会員（９月22日）

西條輝光会員（９月27日）


