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地域を育み、大陸をつなぐ
2010 ～ 2011 年度 RI 会長　レイ・クリンギンスミス

商工会館
　　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／神田　英一　●副会長／若森　　孝
●幹　事／宮崎　隆雄

第 2403 回例会　２０10 年 11 月 8 日（月）

本日のプログラム 例会

司 会　本山忠之会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　会員 55名中　出席者 48名　出席率 87.2%　修正 92.7%
本 日 の 欠 席　北村浩史、汐川泰晴、鍋島　秀、深尾幸夫、松永光司、川橋勝美、中川涼一

メークアップ　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　武田　修 ( 第７回パークゴルフ優勝 )
　　　　　　　　千葉繁夫、宮田喜久三郎、本山忠之、奈良康弘、山本　榮 (11 月誕生祝 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計 153,000 円

例　会　予　定
● 11月例会日（ロータリー財団月間）
　　11 月   １日（月）　例会・理事会
　　11 月   ８日（月）　例会
　　11 月 15 日（月）　例会
　　11 月 22 日（月）　早朝例会
　　11 月 29 日（月）　夜間例会

士別ＲＣテーマ ：
　　「ロータリーを見つめ、明日の地域へつなごう」

・例会・理事会
前回（11月1日）の記録

● 12月例会日（家族月間）
　　12 月   ６日（月）　例会・年次総会・理事会
　　12 月 13 日（月）　ファミリーパーティー
　　12 月 20 日（月）　例会
　　12 月 27 日（月）　特別休会



■会務報告　神田英一会長
　先週は初雪があり、寒くなってきました。
● 28 日のプロ野球ドラフト会議で、注目の
斎藤佑樹投手は抽選で日本ハムが交渉権を獲
得しました。斎藤選手の加入で経済効果が
52 億円との試算がでておりました。西武の
渡辺監督は、昨年今年といずれも 6 球団の抽
選で引当て強運をもち、逆にオリックスの岡
田監督は 3 連敗で、ただ外れての苦笑いに和
む雰囲気がありました。

●今朝の NHK で今年ノーベル化学賞を受賞
された根岸栄一 ( 米バデュー大特別教授 ) 氏
が、何時か海外へと考えて、夢中になって英
語を勉強していましたとおっしゃっていて、
夢中とは自ら、好んで学ぶ、いやおう無しと
は違い、夢中になれる人だから受賞されたの
かなと思いました。お金は、追いかけると逃
げて行く、収入が 50%、10％になっても志
すことに精進すると付いてくる。どうも営業
成績や数字ばかり追っかけていると、お金も、
仕事も離れていくのかも。

●クラブ細則第 5 条第 1 節　本クラブの年次
総会は毎年 12 月第 1 例会時に開催されるも
のとする。この年次総会において次年度の役
員および理事の選挙を行なわなければならな
い。

●細則第 3 条理事および役員選挙第 1 節で年
次総会の 1 ケ月前の例会において、会長ノミ
ニー、副会長、幹事、会計、6 名の理事を指
名することを求めなければならない。クラブ
の慣例によりまして、クラブ会長の指名によ
ります指名委員会を設置して行いたいと思い
ます。ご異議がなければ皆様の拍手でご承認
を頂きたいと存じます。（満場の拍手）

●私から指名委員会メンバーを発表させてい
ただきます。本年度パスト会長会の役員であ
ります、菅原会長、輿水副会長、宮田副会長、
渡辺会長エレクト、神田の 5 名といたします。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．本日例会終了後、理事会を開催致します

ので、出席 義務者の皆様にご出席頂けま
す様お願い申し上げます。また、オブザー
バーとして、親睦活動家族委員会・佐藤元
保委員長の出席もお願い致し ます。

２．名寄ＲＣより、９月・１０月の会報と
１１月・１２ 月の例会案内が届いており
ます。資料台に置いてございますのでご観
覧下さい。

■委員会報告
　　●ロータリー情報委員会　大野裕一郎委員長
　先週職業奉仕委員会の國森委員からご連絡
がありました、ロータリー塾の開催の件でご
ざいますが、11 月 5 日（金）、午後 6 時より、
士別グランドホテル 2 階にて、開催致します。
今年度のロータリー塾は、神田会長の方針に
より、クラブ独自の運営で企画をして開催し
て頂きたいと云う意向でございましたので、
ロータリー塾を担当する職業奉仕委員会・プ
ログラム委員会・ロータリー情報委員会ごと
に企画し開催をしたいと考えております。
今回は新入会員セミナーも兼ねての開催を企
画しておりますので、ロータリー情報委員会
で開催をさせて頂きます。
内容に付きましては、1905 年のロータリー
創立時からロータリーの奉仕理念が導入され
ました 1921 年までの経緯を紹介していきた
いと思っております。パワーポイントを使い
ながらよりわかりやすく紹介をしていきたい
と考えております。
該当者にはすでにご案内をさせて頂いており
ますが、その他聞いてみたい会員がおりまし
たら、プログラム委員会泉谷勇委員長までご
連絡をお願い致します。
当日は夕食をご用意しておりますので、自己
負担 500 円をお願い致します。
多くの会員のご出席をお願い致します。



　　●国際奉仕委員会　藤吉敏博委員長
　8 月から皆様にお願い致しております、募
金活動のお願いの件でございますが、国際奉
仕委員会の一年間の活動と云うことでござい
まして、世界中には八億五千万人位の子ども
たちがおりますがその中で字が読めない、計
算が出来ないなどの子どもたちが大勢おりま
す。親も子どもたちにその教育を受けさせて
やることも出来ず、幼いうちに子どもは家を
出され、病気に成ったりしています。我々ロー
タリー仲間は少しづつでも協力をしていきた
いと云うことで、ポケットの中の小銭でも良
いと思いますのでご協力をお願い致します。
また、書き損じのはがき・古切手などを回収
して来年の 5 月末までに 2500 地区に送りた
いと思います。用途は識字率向上や学校設備
の拡充などに使われますので、ご協力をお願
い致します。

●パークゴルフ成績●
第７回例会／ 10 月３０日：午後 1 時

（不動大橋・剣淵川緑地パークゴルフ場）

順　位 氏　　名
不動大橋 剣淵川

計 HC NETサフォーク ジャコブ サクラ シラカバ
優　勝 武田　　修 25 28 23 28 104 104
準優勝 山口　哲雄 24 27 26 25 102 ４ 106
1 位 坂口　芳一 27 23 26 26 102 ８ 110
2 位 宮崎　隆雄 29 24 31 26 110 ４ 114
ＢＢ 山本　俊一 29 31 30 32 122 122
ＢＭ 輿水　広志 32 32 33 34 131 131
※ホールインワン ( サクラ 7 番 ) 山口会員

★今月 (11 月 ) の誕生祝い★

奈良康弘会員・宮田喜久三郎会員・山本榮会員
本山忠之会員・千葉繁夫会員・松永光司会員

■ 11 月（ロータリー財団月間）■
　　【ロータリーの友を読もう】
特集　ロータリー財団月間
●未来を開くロータリー財団　P5～ 19
もうすぐ 100 年を迎えようとしているロータ
リー財団は、これからも世界でよいことをす
るために、変革の時期を迎えています。

●ロータリー財団「未来の夢計画」とは？　
Ｐ 6-8
2009-10 年度ロータリー財団地域コーディ
ネーター（第 1 ゾーン）　
2010-11 年度ロータリー・コーディネーター
補佐（第 1 ゾーン）　北　　清治（浦和東ＲＣ）
今年度から試験的プロジェクトとしてスター
トした「未来の夢計画」ですが、3 年後の
2013 － 14 年度からは全地区で実施されるこ
とになっています。今、その実施に向けて、
勉強中、検討中といった地区も多いことで
しょう。「未来の夢計画」の概要と、これか
ら導入しようとしている地区で気に留めてお
かなければならない点などについて、紹介し
ています。

◆ 2011―12 年度
『友』誌表紙写真　ロータリアンから募集◆
テーマは「日本の今を切り取る」　2011 年
4 月 30 日締切　Ｐ 6
2011 － 12 年度、『ロータリーの友』は、ロー
タリアンの皆さまの写真で、表紙を飾ること
になりました。テーマは「日本の今を切り取
る」。
詳細は、こちら (http://www.rotary.
or.jp/tomo/tomo_bosyu_1101hyoshi.
html)




