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ＲＩ第 2500 地区

2017-2018 年度 士別ロータリー・スローガン
伝えたい、心の息吹を隣人に
士別市環境センター ( リサイクルセンター )

■R I HP https://www.rotary.org/ja
■2500 地区 HP http://www.abashiri-rc.jp/2017/
■士別 RC HP http://www.douhoku.jp/sibeturc/
■例会場／士別グランドホテル
■例会日／毎週月曜日 12：10 〜 13：10

第 2683 回例会

■会 長／北 村 浩 史
■副会長／近 井 孝 義
■幹 事／谷 村 一 文
■事務所／士別グランドホテル（東 3 条 6 丁目）
TEL 0165-23-1234

2017 年８月 21 日（月）

今日のプログラム：・普通例会
●前回（8 月 7 日）の記録／・普通例会（ガバナー公式訪問）
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

千葉 道夫 会場監督
国家斉唱 奉仕の理想
会員 46 人中 出席者 35 名 出席率 76.09％ 修正
％
加藤 博、川島 啓、國森和麿、近藤峯世、佐藤和也、鈴木
深尾幸夫、藤吉敏博、神田英一、大野裕一郎

ゲ ス ト
ビ ジ タ ー

ＲＩ第 2500 地区ガバナー 成瀬則之 様
ＲＩ第 2500 地区オンツー・トロント委員長

メークアップ
ニコニコ BOX

勉、千葉繁雄、

松山 茂 様

汐川泰晴、佐藤元信、北村浩史、相山佳則、菊地昭通、田中道也 (８月誕生祝い )

累計 66,000 円

●例会予定
◆ 8 月例会（会員増強・拡大月間）
■８月 7 日
■８月 14 日
■８月 21 日
■８月 28 日

◆ ９月例会（新世代のための月間）

㈪ 普通例会（ガバナー公式訪問） ■９月 ４日
㈪ 特別休会
■９月 1１日
㈪ 普通例会
■９月１８日
㈪ 夜間例会
■９月２５日

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

■会務報告・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■例会前にガバナーを迎えてのクラブ協議会を開催
致し、各委員会の事業内容に丹念にアドバイスを頂
きました。成瀬ガバナーは今こそ行動を ! テーマに
しております。このテーマを我々会員の心の柱に付
け加えたいと思います。
■幹事報告・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．先週５日サフォークランド士別カップ少年サッ
カー大会の開会式に会長、副会長、幹事で参加
して参りました。
２．一般社団法人士別青年会議所より創立６０周年
記念式典に対する礼状がクラブ会長宛てに届い
ております。
３．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。
４．2017−18 年度 RI 第 2500 地区 地区大会の
御案内を本日配布しましたので次回の例会まで
に出欠の返答を宜しくお願い致します。
５．来週の例会は特別休会ですので、次回の例会は
21 日となります。
■ゴルフ同好会・・・・・・・・片庭隆暁 会員
今月 26 日開催予定のライオンズとの合同コン
ペは中止し、来月開催致します。26 日はロータリー
の通常コンペとして開催致します。
■パークゴルフ同好会・・・・・宮崎隆雄 会員
四クラブ交流パークゴルフ大会を９月 5 日㈫に
開催致します。パークゴルフは午後１時 30 分から、
懇親会は午後６時からとなっております。締切は
８月 26 日㈯まで。今年は当クラブが担当となっ
ておりますので、同好会会員はもちろん普段同好
会に入っていない会員も参加出来ますので多くの
会員の参加をお願い致します。
■会員卓話・・・・・・・・・・相山佳則 会員
先月 20 日に台北東海ロータリークラブの例会
に参加して参りました。資料に付きましては各テー
ブルに置いてありますので回覧下さい。台湾視察
の概要は昨年 1 月に 2020 年東京オリンピック・
パラリンピックのホストタウンとして第１次登録
を受け相手は台湾です。今年５月に１市３町の首
長が台湾を訪れスポーツ・教育・文化等の交流に
ついて成果をあげました。ホストタウンとして台
湾、種目はウエイトリフティングです。先月 19
日から 22 日まで台北を訪れました。台北東海 RC
の黃社長から連絡を頂き台北に来るのであれば今
回来たメンバー全員例
会に参加しませんかと
ご連絡を受け鈴木会員
と共に参加させて頂き
バナー交換を致しまし
た。また、台北福氣 RC
の呂会長も例会に参加
されておりましたので、

呂会長ともバナー交換をさせて頂きました。テー
ブルに置きました台北東海 RC の会報ですが日本
語になっておりますが、私たちが行くから日本語
にしたのでは無く毎回会報は日本語で作っており、
例会の公用語は日本語です。米山財団の奨学金を
活用して日本に留学した会員が多くいることから
日本語を公用語としています。このクラブも日台
親善協会のメンバーでもありますので、このロー
タリークラブとも交流を深めてはと思います。そ
の他、台湾教育部体育署・台日文化経済協会・台
湾観光協会・遠東集団（百貨）などと対談して参
りました。色々と課題等も見つかりましたので、
これから実行していくための組立をしていきます。
■スポーツ少年団への助成・・菊地 仁 委員長
北村会長か
ら佐藤元信体
育協会副会長
へ。

■各同好会への助成
北村会長からパークゴルフ同好会織戸会員へ。
北村会長からゴルフ同好会片庭会員へ。

■パークゴルフ同好会へ

■ゴルフ同好会へ
ゴルフ同好会へ

■講話・・・成瀬則之 RI 第 2500 地区ガバナー
成瀬ガバナーから士別ＲＣは青少年並びに社会
奉仕に特化したクラブでこれからも続けて欲しい
と言葉が有りその後、地区大会のＰＲ、地区活動
目標でも有りますポリオ撲滅にについて、
ＲＣの世
界と日本の違いについて、MY ROTAEY 登録の推
進等についてお話を頂きました。講話終了後、北
村会長より謝辞、バナー交換。

■８月の誕生祝い

菊地昭通・田中道也・相山佳則・佐藤元信・北村浩史・汐川泰晴
各会員おめでとうございます

