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2017-2018 年度 国際ロータリー・テーマ
会長 イアン H.S. ライズリー

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 2716 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

2018 年６月４日（月）

今日のプログラム：・普通例会・理事会
●前回（5 月 28 日）の記録／・夜間例会
司
会 千葉道夫 会場監督
斉
唱 それでこそロータリー
本 日 の 出 席 会員 48 人中 出席者 48 名
本日の欠席

出席率 100％

修正

％

ビ ジ タ ー 夏野俊一、北明敏之、正国之弘、濱下伸一郎（下川ＲＣ）
メークアップ 穴田俊昭、泉谷 勇、伊藤優市、大野裕一郎、大橋直幸、織戸俊二、加藤博、
神田英一、北村浩史、片庭隆暁、但木行久、坂口芳一、佐藤元信、志村孝幸、
近井孝義、千葉道夫、谷村一文、奈良康弘、奈良雄二、細川博司、深尾幸夫、
藤吉敏博、本山忠之、山口哲雄、(5/20 ＩＭ・美深 )
ニコニコ BOX 川島 啓（来月をもって退会のお知らせと御礼）
谷村一文（３ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ会長特別賞授与の御礼）
累計 230,000 円

●例会予定
◆ ６月例会（ロータリー親睦活動月間）

◆ ７月例会

■６月 ４日
■６月１１日
■６月１８日
■６月２５日

■７月 ２日
■７月 ９日
■７月１６日
■７月２４日
■７月３０日

㈪
㈪
㈪
㈪

普通例会・理事会
普通例会
普通例会
夜間例会

㈪
㈪
㈪
㈫
㈪

普通例会・理事会
普通例会
休会（法定休日：海の日）
ガバナー公式訪問例会
夜間例会

■会務報告・・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■本日は下川から４人のロータリアンをビジターとし
てお迎えしました。下川さんはお隣のご近所さんとい
う存在です。会員数は少ないながらも持続的な活動を
展開しています。この実践はロータリー活動に携わる
私たちにとっても多々、参考になることがあるような
気がします。そんなみなさん方と交流を深めることの
できる一夜になればと思います。よろしくお願いいた
します。
■名寄、美深、士別の３ロータリークラブによる親睦
交流コンペ表彰式に行ってまいりました。ちなみに団
体優勝は士別でした。私はゴルフはできませんが、プ
レイ後、みなさんが和やかにゴルフ談議に興じており
ました。ゴルフがコミュニケーションの円滑化に果た
す役割を垣間見た思いがいたしました。
■2017-18 年度 RI 会長のイアン・ライズリー氏から５
月 17 日付で会費（いわゆる人頭分担金ですが）の引き
上げのメールが入っていました。2016 年の規定審議会
で決まったことだそうです。2017-18 年度、2018-19
年度、2019-20 年度の３年度にわたって４ドルずつ増
額する立法案が採択され、この決定により、年間会費
は 2017-18 年度に 60 ドル、2018-19 年度に 64 ドル、
2019-20 年度に 68 ドルに増額されるとのことです。
会費の値上げの理由は「今日のロータリーはとてつも
なく大きな組織となり、奉仕の増加と向上、事務局支
援の増加と向上をかなえるには現況の予算では不足し
ていく」とのことのようです。人頭分担金の引き上げ
については、具体的な話を聞いたような、聞いていな
いような、あいまいな印象しかないのですが、次年度
以降も関連しており、会員のみなさまも関心をお持ち
いただければと思います。
■当クラブの国森和麿会員のお母様、国森博子さまが
お亡くなりになりました。御霊（みたま）のご平安を
お祈り申し上げます。
■幹事報告・・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．旭川北ロータリークラブ様より先日の創立５０周
年記念式典参加の礼状が当クラブ宛に届いており
ます。
２．士別市子ども会育成連絡協議会より第２２回士別
わんぱくフェスティバルに対する支援と会長臨席
の礼状がクラブ会長宛に届いております。
３．昨日はゴルフ同好会主催の美深・名寄 RC 合同親睦
コンペが開催されました。団体戦では、地元の利
と大江会員の活躍で１位となりました。士別での
ゴルフはほとんど初めてとの事でしたが、プレー
してみると簡単だったと豪語してました。
４．当クラブの國森会員のお母上博子様が去る２７日
お亡くなりになりました。ここに謹んでご冥福を
祈りたいと思います。尚、前夜祭は明日２９日の
午後７時、葬場祭は３０日午前１０時から士別ベ
ルコ会館で執り行われます。
５．今週の３０日チャレンジデー 2018 が実施となり
ます。企業や団体単位での取り組みがお願いされ

ていますが当クラブとしてはパークゴルフ同好会
が参加表明を出しましたが、それ以外は各自での
参加報告を企業や団体単位でお願い致します。
６．第２５００地区第７分区釧路北ロータリークラブ
様より創立６０周年記念式典・祝賀会のご案内が
届いております。日時は 8 月 25 日 ( 土 ) 釧路プリ
ンスホテルで登録料は 10,000 円、申込締切は来月
の 30 日迄となっております。参加希望の方は幹事
の方まで連絡願います。
■退会の挨拶・・・・・・・・・・・川島 啓 会員
この度、日本製糖士別工場所長を退任す
ることになりました。皆様には 2 年半の
短い時間でしたが、大変お世話になりま
した。退任後は非常勤顧問の役職に就き
ますが、自宅のある江別に居ることが多
くなります。士別に来る前は本社勤務で計算ばかりし
ておりましたが、士別に来て生産現場で充実した２年
あまりを過ごさせて頂きました。士別には思い出も出
来ましたので、たまには来ることもあるかと思います
ので、その節はよろしくお願いいたします。また、後
任の所長にはロータリークラブへの入会引継をしてお
きますのでご安心ください。短い期間でしたがお世話
になりました。
■パークゴルフ同好会・・・・・・・宮崎隆雄 会員
先週もご案内いたしましたが、今月３０日、午後１２
時より天塩川河川敷パーク場にてパークゴルフ同好会
の例会を開催いたします。併せてチャレンジデーへの
参加をいたしますので大勢の会員の参加をお願いいた
します。
■下川ロータリークラブ・・・・・夏野 俊一 会長
本日は士別ロータリークラブの例会にビジター出席を
させて頂きありがとうございます。昔は士別の国道は
よく通るのですが中道は余り通らないので道がわから
ない事が多いのですが、最近は中道も多少わかってき
ました。来年度、下川ロータリークラブは IM のホスト
クラブを受けることになっております。当クラブの会
員は４人と少ない人数でございますので、より良い IM
を開催するには各クラブ様のご協力が不可欠でござい
ます。何とぞご支援ご協力をお
願いいたします。
（他、３名からも一言づつご挨拶
を頂きました。）
懇親会は大野裕一郎会員のご発
声で始まり、賑やかに親睦を深
め懇親会が終了いたしました。

