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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／大野 裕一郎
幹 事／志村 孝幸

旧商工会館
百瀬達夫 画

2009-2010年度士別ロータリーのテーマ
ロータリーを楽しく・学び・奉仕しよう

第２３７３回例会 ２０１０年２月２２日（月）
今日のプログラム

・夜間例会・役員会

前回 （２月１５日） の記録 ・普通例会
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

伊藤優市会場監督
奉仕の理想

出席率 80.3％

会員 56人中

出席者 45人 修正 83.9％

泉谷勇・今井裕・國森和麿・黒田康敬・高山稔・中川涼一・鍋島秀・野英俊・深尾幸夫
藤吉敏博・福島栄三

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

菊地博 (第５５回士別雪まつり終了御礼)
井上建雄 (誕生祝い)

累計

237,400円

例会予定
■

● 2月 1日（月）

[世界理解月間]

普通例会・理事会

[識字率向上月間]

■

● 3月 1日（月）

普通例会・理事会

● 2月 8日（月） 普通例会

● 3月 8日（月） 普通例会

● 2月15日（月） 普通例会

● 3月15日（月） 普通例会

● 2月22日（月） 夜間例会・役員会

● 3月22日（月） 休会(春分の日)
● 3月29日（月） 夜間例会・役員会

■会務報告・・・・・・・・・・大野裕一郎会長
先週、土曜日からカナダのバンクーバーで、冬
季オリンピックが始まりました。開会式からテレ
ビでの観戦が続き日本勢の健闘に熱が入ります。
この地域からは、ジャンプの葛西・岡部・伊東選
手、複合では加藤選手らが、一方パラリンピック
では、地元の瀧上選手がクロスカントリーに出場
するようです。１７時間の時差がありますので、
皆様も寝不足にならないようビデオ録画しながら
応援して頂きたいと思います。
本日の例会は、５０周年記念式典の全体会議で
す。総務部会の神田部会長を進行役に各部会長よ
り報告を頂きます。
■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事
1. 先週の例会にてご案内を致しました、拉致被
害者家族連絡会への支援金の件ですが、会員１口
１００円以上の支援金の募金をお願い致します。
期間は２月末までです。
2. 国際ロータリーよりロータリーワールド、ロー
タリー米山記念奨学会よりハイライトよねやまが
届いてます。
3. 来週２月２２日月曜日の夜間例会前、午後５
時より役員会を開催いたします。
■プログラム委員会・・・・・・佐藤元信委員長
先週の移動例会に沢山の参加を頂き感謝します。
■次年度幹事報告・・・・・宮崎隆雄次年度幹事
１. 第１回次年度理事会を ２月２５日ＰＭ６：
００より「やまもと」にて開催致します。議題は、
次年度の委員会構成及び組織表についてと今後の
スケジュールについてでございます。
２. 次年度ＲＩテーマが「地域を育み 大陸をつ
なぐ」と発表されたとの連絡が届いております。
３. 2010-2011年度版ロータリー手帳の予約案内
が来ております。１冊税込み６３０円です。今月
２２日迄にご連絡下さい。お届けは５月下旬です。
■５０周年実行委員会・・・神田英一総務部会長
本日は、第１回全体会議となります。各部会長
より今日までの進捗報告を願います。
■式典部会・
・・・・・千葉道夫部会長
○式典
受付
13時〜14時
式典
14時〜15時
記念講演
15時〜16時30分
祝賀会
17時〜18時30分
会場 式典・記念講演
士別市市民文化センター小ホール
祝賀会
士別グランドホテル
○式典司会
中川涼一・谷温恵
1．点鐘
大野会長
2．開式のことば
百瀬祝典委員長
3．国歌斉唱
ソングリーダー宮崎隆雄
4．ロータリーソング（奉仕の理想）
5．物故会員の追悼
司会
6．来賓、参加クラブ紹介
司会
7．式辞
大野会長
8．記念事業、目録贈呈
山本実行委員長から士別市長へ
9．感謝状贈呈

山本実行委員長から スポンサー クラブ へ
10．特別顕彰
山本実行委員長からチャーターメンバーへ
山本実行委員長から
百瀬会員へ (挿絵)
11．表彰状伝達
山本ガバナーから大野会長へ
12．来賓祝辞
牧野勇司士別市長
山本信男第2500地区ガバナー
13．祝電披露
司会
14．ロータリーソング（我等の生業）
15. 閉式のことば
佐藤安司副実行委員長
16. 点鐘
大野会長
17. 諸事お知らせ
伊藤ＳＡＡ
■祝賀会部会・・・・・・・本山忠之部会長
○祝賀会
1. 開宴のことば
西條輝光副実行委員長
2. 祝杯
足立功一パストガバナー
3. アトラクション
士別ベンチャーズクラブ、ビンゴゲーム
4. ロータリーソング（手に手つないで）
5. 万歳三唱
柴田和明ガバナーエレクト
6. 閉宴のことば
神田会長エレクト
○ホテル費用は飲物込みで
1人4,500円〜5,000円で220名参加で
○今井会員より羊１頭提供予定
料理はホテルと打ち合わせ
■親睦接待部会・・・・・山本俊一副部会長
○会員ご夫人10名程度のお手伝い(選定と依頼
文は部会で)(祝賀会は夫人に１テーブル用意)
○ドリンク、コーヒーの接待、来賓の誘導
■記念事業部会・・・・・・北村浩史部会長
○市への贈呈について、
予算280万円
○ポリオ撲滅で３０万円を式典で
山本ガバナーへ贈呈
（財団へ直接送金し個人の年次寄付とすることは可能）

○士別ＲＣ文庫へ１０万円 牧野市長へ贈呈
○記念講演
2800地区パストガバナー
藤川享胤 (鶴岡ロータリークラブ)
1. 講師紹介
北村記念事業部会長
2. 講演
「これからのロータリー」(予定)
3. 謝辞
大野会長
4. 諸事おしらせ
伊藤ＳＡＡ
40万程度予算。４日旭川空港へ迎えに行く
帰りは足立パストガバナーが札幌へ同行。
４日と５日の午前中の対応は検討する。
■記念誌編纂部会・・・・・佐藤元信部会長
○記念誌は志村印刷、式典後１月で作成予定
○百瀬会員の挿絵の掲載を検討する
○新聞広告の校正は北村さんと
■総務部会・・・・・・・・神田英一部会長
○各クラブ、ガバナー等招待者用案内状作成
○ロータリー関係者以外の招待者名簿の検討
○２月末迄に案内状印刷、３月15日位に発送
○新聞広告について検討
○ＲＣ旗作成の方向、一般会計の予算で検討
○挨拶依頼文の作成
○物故会員
過去10年間
木村博次 H16/12/27・谷義信
H17/ 9/14
江端捷浩 H19/ 8/ 8・吉倉慶次郎 H19/10/ 6
笹野孝志 H21/ 1/25・大塚勝人 H21/ 6/ 4

