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第 2520 回例会

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／千 葉 繁 夫
副会長／阿 達
勇
幹 事／奈 良 康 弘

2013年８月12日（月）

本日のプログラム：普通例会

● 前回（８月５日、月曜日）の記録：ガバナー公式訪問例会
司
会／近井孝義 会場監督
斉
唱／国歌並びに奉仕の理想
本 日 の 出 席／会員 48 名中 出席者 38 名 出席率 79.17％
本 日 の 欠 席／野 英俊、黒田康敬、松塚信雄、神田英一、國森和麿、今井 裕、坂野虎渓、
佐藤元保、谷 温恵、大野裕一郎
ビジター・ゲスト／坂田 仁 ( 名寄ＲＣ副会長 )、髙橋雅樹 ( 名寄ＲＣ幹事 )、葭本正美 ( ガバナー )・
中美勝秀 ( ガバナー補佐 )・渡辺雅樹 ( 地区副幹事 )、春日賢二 ( 地区財務委員長 )
ニコニコＢＯＸ／葭本正美 ( ガバナー )・中美勝秀 ( ガバナー補佐 )・坂田 仁 ( 名寄ＲＣ副会長 )
千葉道夫 ( 夏期合宿選手との交流会終了 )、
二井内亮太 ( ７月 125 回創業記念日終了 )
田中道也、北村浩史、佐藤元信、
、汐川康晴 ( 誕生祝い )
累計 82,000 円

● 例会予定

８月例会日(会員増強及び拡大月間)
■８月 ５日
■８月12日
■８月19日
■８月26日

㈪ ガバナー公式訪問例会
㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

９月例会日(新世代のための月間)
■９月 ２日
■９月 ９日
■９月16日
■９月23日
■９月30日

㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 休会（法定休日：敬老の日）
㈪ 休会（法定休日：秋分の日）
㈪ 夜間例会

■会務報告 千葉繁夫 会長
●本日は、年一度のガバナーを迎えてのガバ
ナー公式訪問例会でございます。第２分区で
の最初の公式訪問例会に、葭本ガバナー並び
に役員皆様をお迎えし、開催できますことに
会員一同、心より歓迎申し上げます。また、
多くの会員の出席ありがとうございました。
９時からの会長幹事懇談会を終え、10時から
のクラブ協議会において、クラブの活動計画
などを報告させていただきました。葭本ガバ
ナー、中美ガバナー補佐からの助言、ご指導
を頂き、有意義に終えることができました。
今後の活動に活かしてまいりたいと思いま
す。後程、葭本ガバナーから卓話を頂くこと
になっております。宜しくお願いいたしま
す。
●８月４日㈯、合宿の里士別推進協議会主催
の日本実業団女子長距離・マラソン夏期強化
合宿選手との交流親睦会に出席してまいりま
した。会場でありますグランドホテルに、葭
本ガバナー、渡辺副幹事、春日地区財務委員
長が宿泊するとのことでしたので、お誘いし
一緒に参加いただき、交流して参りました。
士別ロータリークラブを大いにＰＲができま
した。お疲れのところ、大変有難うございま
した。
●８月２日から４日まで天候に恵まれ、およ
そ600名が参加し開催されました、サフォーク
ランド士別少年カップサッカー大会の開会式
に、阿達副会長、奈良幹事はじめ出席してい
ただき、有難うございました。また、関係す
る会員には期間中ご苦労さまでした。
●今月は「会員増強・拡大月間」です。先般
の第２分区会長・幹事会で会員１人の増強や
１年で退会する原因等について話し合いをし
たところですが、会員の減少・増強、退会防
止、高齢化等同じ悩みを抱えておりました。
当クラブも50名を切ったスタートで厳しい状
況であります。７月22日の例会で会員増強委
員会 神田委員長の心強い発表に期待してい
るところで、会員皆様の情報提供を宜しくお
願いいたします。
■幹事報告 奈良康弘 幹事
❶８月２日金曜日第24回サフォークランド士
別カップ少年サッカー大会が開催され、阿達
副会長、加藤委員長、近井会場監督、片庭会

員、幹事奈良にて開会式出席してまいりまし
た。併せましてパンフレットを頂いて来まし
た。回覧いたしますので御一読下さい。尚本
会出席者につきましてはメークアップ対象と
致しました。先ほどの５名に加え、千葉道夫
会員・佐藤元信会員・尾崎会員合計８名対象
となっております。
❷『じんじん』士別上映会実行委員会様よ
り、上映終了に対しましてのお礼状が届いて
おります。
❸牧野勇司連合後援会様より『牧野勇司政策
発表会・選対本部発足式』及び、北口ゆうこ
う連合後援会様より『北口ゆうこう道議と語
る道政報告青空の集い』の案内が来ておりま
す。
❹下川ＲＣ様よりＩＭ開催終了のお礼、及び
当日の模様を写しましたＤＶＤが届いており
ます。回覧ファイルに入れております。
貸出致しますので鑑賞下さい。尚、鑑賞後回
覧ファイルに返却の方宜しくお願いいたしま
す。
❺枝幸ＲＣ様より活動計画書及び名寄ＲＣ様
よりクラブ会報が届いております。回覧いた
しますので、御一読下さい。
❻公益財団法人ロータリー日本財団より、確
定申告用寄付金領収書が届いております。本
日お渡し致しましたので、お持ち帰り下さ
い。
❼．第2500地区地区大会委員長貝嶋様名に
て、本年度開催の地区大会の参加へのお願い
が届いております。
開催日10月11日～13日の３日間、釧路市にて
開催されます。後日、参加の確認をさせて頂
きます。
多数の会員の参加宜しく御願い致します。
❽８月のロータリーレート１ドル100円となっ
ております。
■名寄ＲＣよりライラセミナーのご案内
名寄ロータリークラブ 坂田仁 副会長
ライラセミナーは一度中止になりましたが、
会員の強い要望も有り昨年から再開されまし
た。士別では昭和６３年（２５年前）にライ
ラセミナーを開催されております。第２分区
では２５年ぶりのライラセミナーの開催にな
ります。少しでも多くの参加を募りたいと、
ガバナーの強い要望が有り９月の連休の開催

■ガバナー卓話
●2013〜2014年度
国際ロータリー第2500地区ガバナー
葭本 正美 氏
先ほどライラセミナーのお話がありました
が，私も25年前に士別でのライラセミナーに
初めて参加致しまして、感動致しました。私
は地区内で一番新しいクラブで釧路ベイロー
タリークラブに所属しております。新しいク
とさせて頂きました。９月２１日から２３日
まで名寄温泉サンピラーで開催致します。士
別ロータリークラブ様は既に登録頂いている
とお聞きしておりますので、改めて御礼申し
上げます。また、ライラセミナーとは他に来
年度にはＩＭが名寄で開催されますので、重
ねて宜しくお願い致します。
■委員会報告
●財団・米山奨学委員会 伊藤優市 委員長
米山功労賞授与 尾崎 学 パスト会長

■誕生祝い

田中道也、北村浩史、佐藤元信、汐川康晴
４名の会員が今月誕生日を迎えます。おめで
とうございます。
■結婚記念日祝い

片庭隆暁 会員

ラブではありますが地区大会は今回で２回目
になります。会員が２３人のクラブではあり
ますが頑張りたいと思います。今日は財団の
ことを中心にお話をしたいと思います。ロン
Ｄ・バートＲＩ会長が最初に言われているこ
とは、ポリオの撲滅の事でございます。ポリ
オが何故亡くならないかと申しますと、天然
痘は外観でわかりますので隔離出来ますが、
ポリオは外観ではわかりませんので隔離出来
ません。ポリオ保菌者が町中を歩いていて大
変なことでございます。1985年からポリオ撲
滅活動が始まり、その時は約30万件ありまし
たが、今はアフガニスタン・パキスタン・ナ
イジェリアの国で６月までに77件ございま
す。アフガニスタン・パキスタン・ナイジ
ェリアは電気が無い国です。ポリオワクチン
は冷凍保存しなければ成りません。また、紛
争国でもありますので、武装兵力を持ってワ
クチンを輸送しなければ成りませんので、上
記国をポリオから守るのは大変なわけです。
皆様会員からは上期1,000円、下期1,000円の
寄付をお願いしているところでございます。
ロンＤ・バートＲＩ会長が『ロータリーを実
践し みんなに豊かな人生を』とスローガン
を掲げています。これは、活動計画書に記載
されている内容でございます。ロータリーの
奉仕は我々が考える以上にマッチング・グラ
ントを通じて国際奉仕が出来ることは本当に

素晴らしいことだと思います。私はロータリ
ークラブの考え方を簡単にしようと思ってい
ます。ガバナー月信に記載する文書は一度、
家内に目を通してもらい、ロータリアン以外
が読んでもわかるような文書で記載すること
を心がけております。私のテーマは『讃えよ
う・地域を！会員(自分も)を！ロータリーの
出会いに感謝！』短所を探すよりも長所を考

えれば短所は消えていくのでは無いかと思っ
ております。あまり難しいことを考えないで
ロータリーライフを楽しんで頂ければと思っ
ております。何々をすべき、何々をしなけれ
ば成らないが、クラブの発展を阻害すると思
いますので、会長や幹事の決断には反対しな
いで、頑張って下さいと云うような励まし合
いの言葉にして頂ければと思います。せっか
く毎週例会に集まっているのですからクラブ
に来たときはホットするクラブにして頂けれ
ばと思います。会員拡大につきましては18年
ぶりに会員の減少が止まりました。2,177名か

活動計画書を読ませて頂きましたが、財団寄
付にご協力戴きありがとうございます。ま
た、地区大会には大勢の会員のご出席をお願
い致します。
●会長謝辞 千葉繁夫 会長
昨日より、お疲れのところ長時間に亘りまし
て、貴重なご意見、ご指導を賜り有難うござ
いました。クラブ協議会で申し上げました
が、今後の会員親睦と身の丈にあった活動
に、活かして参りたいと思います。健康に注
意されまして活動されますことを、ご祈念し
謝辞と致します。有難うございました。

■第４回クラブ協議会

ら2,188名と11名の会員数が増加致しました。
あなたは自分のクラブに入りたいですか？自
分が自分のクラブに入りたくないのに新入会
員が入ってくれるわけがございません。自分
が入りたいようなクラブを作りましょう。今
年から未来夢計画が始まり、プログラムの簡
素化、職業研修チームマッチング・グラント
は、最低３万ドルとなっております。今日も

10時10分〜

