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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

共に笑顔で支えあい輝く未来を創ろう

■会 長／山口 哲雄
■副会長／佐藤 元保
■幹 事／高山
稔
■事務所／士別グランドホテル TEL 0165-23-1234

第２６３６回例会 ２０１６年 ７月 ４日（月）
今日のプログラム

・普通例会

・誕生祝い

・理事会

前回 （６月２７日） の記録 ・夜間例会(夫婦同伴最終例会)
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

奈良康弘 会場監督
国歌斉唱 手に手つないで
会員 47人中 出席者 47人

出席率 100％

井口裕史様、但木行久様
伊藤優市(会長退任)、加藤博(副会長退任、全道塗装組合副会長就任)、近井孝義(幹
事退任)
累計 3 60, 000円

例会予定
■

■

[会員増強・拡大月間]

● 7月 4日（月）

普通例会・理事会

● 8月 1日（月）

普通例会・理事会

● 7月11日（月）

普通例会

● 8月 8日（月）

普通例会

● 7月18日（月）

休会(法定休日：海の日)

● 8月15日（月）

早朝例会

● 7月25日（月）

夜間例会

● 8月22日（月）

普通例会

● 8月29日（月）

夜間例会(ガバナー公式訪問)

■会務報告・・・・・・・・・伊
伊藤優市 会長

山本会員には退院早々、最終夜間例会にご夫婦
共に御出席して頂き有難うございます。まだ、通
院が続きそうですが、早く復帰され、開店を願っ
てます。
天候異変の中、中々暖かくならず、私どもの家
庭菜園も発育が悪い状態です。これからは、好天
に恵まれ生育も良くなる事を願っています。
これから、夏のイベントがめじろ押しです。ふれ
あい広場、士別神社例大祭、地域創生モーターショー
ＩＮ侍士別、岩尾内湖水祭り、士別ハーフマラソ
ン等が開催されます。多くの会員が関係してると
思います、頑張って頂きたく思います。
先ほどご紹介させて頂きました、但木さん、井
口さん又仕事の都合でご出席されていませんが、
日甜所長川島さん、7月からの入会お喜び申し上げ
ます、今後のご活躍を期待しております。
本日は今年度最後の夜間例会と共に6月はロータ
リー親睦活動月間です。会員の皆様は元より、日
頃より、当クラブの活動に深いご理解、ご協力を
頂いてます、ご家族の皆様にもご参加を頂き、こ
の1年の労をねぎらって頂ければと思ってます。藤
吉委員長をはじめ、委員会メンバーにはお手数を
お掛けしますがよろしくお願いたします。

■幹 事報 告・・・・・・・・ 近 井孝 義 幹事

2016年ロータリー国際大会の投票証明バッジが
届きましたのでお知らせ致します

■ 次 年 度 幹 事 報 告 ・・・・・・高
高山稔 幹事
1．今年度との引継ぎがまだ終わっていない委員会
は早めにお願い致します。
2．７月2-3日はふれあい広場です。会長は欠席に
なりますがよろしくお願い致します。

●退
退 任あ いさ つ・・・・・・・伊
伊藤優市 会長

山 口次 年度 会長

伊藤会長より、只今バッジ
を引き継ぎ、新たな感覚で責
任の重さを感じております。
この1年間、伊藤会長はじ
め加藤副会長近井幹事及び役
員の皆様大変ご苦労様でした。
また本日はご家族の皆様多
数のご出席ありがとうござい
ます。会員活動も皆様の御理
解とご協力あってのたまも
のです、今後とも宜しくお
伊藤会長から次年度山口会長へ
願い致します。
今日は、新年度正会員とな
られる井口様但木様にゲストとして出席して頂いておりま
す。後日更に一名の入会が予定されております 新たな出
会いを大切に仲間の絆を深めて頂ければと思います。共に
笑顔で支え合う精神のもと一年間頑張る所存でございます
ので皆様のご支援、ご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

パ スト 会長 バッ ジ伝 達
●パ

汐川 パス ト会 長

日頃、ロータリー活動に深
い理解と協力を頂いておりま
す、会員家族の皆様を招いて、
伊藤年度最終の夜間例会とな
りました。一年間、有意義な
クラブ運営を進めて頂きまし
た、伊藤会長初め理事・役員
の皆様に厚く感謝とお礼を申
し上げます。一年間ご苦労様
でした。
パスト会長会も、与えられ
た使命に歴代会長皆様のご支
援・ご協力の中、大過なく無 汐川Ｐ会長から次年度本山Ｐ会長へ
事終える事ができましたこと、
重ねてお礼申し上げます。
又、来月から新年度に入り新入会員3名を迎え、山口新会
長は熱意に胸の内を熱くされている事と思います。ロータ
リー活動でのさらなる飛躍を目指して頑張って頂きたいと
思います。ロータリーの暖かい友情に感謝を申し上げ、退
任の挨拶とさせて頂きます。

■出 席委 員会 ・・・・・・志
志村 孝幸 委員 長

年間100％出席者を表彰いたします。(敬称略)
阿達勇･伊藤優市･大野裕一郎･尾崎学･織戸俊二･加藤博･
神田英一･菊地仁･北村浩史･坂口芳一･佐藤元信･山口哲雄･
高山稔･田中道也･谷村一文･近井孝義･奈良康弘･宮崎隆雄･
本山忠之･志村孝幸
本山次年度 パ スト会長
の音頭 で乾杯 し、ご家
族 を招 いての楽 しいひ
と時 を過ご しました。

会員の皆様には1年間支えて頂き、ようやく今日
を向かえる事が出来ました。各委員会で計画され
ました事業は、委員長、又、委員会の皆様のご協
力で無事終える事が出来ました。有難う御座いま
した。また、理事の皆様には至らぬ点をカバーし
て頂き感謝で一杯です。年度初め、定款変更、委
員会構成、4大奉仕から5大奉仕の変更、年度後半
で職業分類の見直し、等が有りました。又、ロー
タリー特別月間が大幅に変更になり、戸惑いと共
に勉強不足を痛感させられた1年であったと思って
ます。が、ロータリーライフを考えますと貴重な
体験をさせて頂き感謝しております。
最後に、1年間、私の片腕として背中を押して頂
いた、近井幹事を中心とした、奈良会場監督、高
山会計のチームワークに支えて頂きました、有難
うございました。また、私の至らぬ所をサポート
して頂いた加藤副会長、大所高所から優しくアド
バイス頂いた汐川パスト会長、また、日頃から会
員を支えて頂きました奥様を含めご家族にお礼申
しあげると共に改めて感謝を申し上げ、退任の挨
拶と致します。有難うございました。

●会
会 長バ ッジ 伝達

懇 親 会

エ ンデ ィ ング は 大 橋
会 員 のタ ク ト に よ る
手 に手 つな いで

加藤副会長、近井幹事、奈良会場監督からもご挨拶がありました。

