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率先しよう
2006 ～ 2007 年度　RI 会長
　　　　　　　ウィリアム　ビル・ボイド 士別市朝日町サンライズホール　　　　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／大　塚　勝　人
副会長／野　崎　英　男
幹　事／菊　地　　　博

第2224回例会　２００６年７月31日（月）

本日のプログラム
 ・夜間例会　  ・各委員会事業計画発表

■前　回（７月 24日）の記録■　
・普通例会　・マッチング・グラント事業タイ帰国報告会

司 会　若森　孝会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　出席率 83%　会員 65名中　出席者 54名
本 日 の 欠 席　加藤　博、阿達　勇、斉藤　進、犬伏彰吾、川原一夫、河原賢治、中川涼一、
　　　　　　　　福島栄三、吉川紀雄、渡辺正一、谷　温恵
メークアップ　扇谷雅樹、神田英一（６日間、7/17 ～ 22 日マッチング・グラント事業タイ訪問）
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　扇谷雅樹、神田英一（マッチング・グラント事業タイ無事帰国）　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計 47,000 円

例　会　予　定
８月・会員増強及び拡大月間
８月　７日（月）　普通例会・理事会
８月 14日（月）　特別休会
８月 21日（月）　普通例会
８月 28日（月）　夜間例会

９月・新世代のための月間
９月　４日（月）　普通例会・理事会
９月 11日（月）　普通例会
９月 18日（月）　法定休会
９月 25日（月）　夜間例会



■会務報告　大塚勝人会長
今年も天候に恵まれました士別神社祭では多くの市民
が沿道を埋め、また大勢のロータリーメンバーがお手
伝いをしていました。昨日第 20 回サフォークランド
士別ハーフマラソン大会が開催され、ゲストランナー
として増田明美さんが来ていました。また国会議員の
鈴木宗男さんも走っていました。関係者の長年の願い
がかない、今年の天塩川祭りは国道を閉鎖して行われ
ると聞き、祭りの大成功が期待出来ると思います。連
日テレビ等で話題になっています、秋田の女性は典型
的なネグレスト（育児放棄）であると専門家が話して
いましたが、子供の虐待が年々増え続けると共に子供
が親を殺害するなど非常に残念な事件が多発していま
す。全国で驚異的な大雨による災害が出ていますが、
比較的災害が少ない地域に住んでいる私たちには実感
がなかなかありませんが大変深刻な事だと思います。
マッチング・グラント事業でタイへ贈呈式に出席して
きた、扇谷会員、神田会員大変お疲れ様でした。会員
増強委員会より新入会員の情報が１人有り、次回の理
事会にて協議して頂きますが、大変喜ばしい事なので
ご報告致します。会員増強は委員会だけの活動では無
く、会員皆様のご協力が必要で有りますので、良い情
報やアドバイスをお願い致します。

■幹事報告　菊地　博幹事
①本日より柴田敏郎会員に変わり日甜新所長南部哲男
氏が、会員として出席を頂く事になりました、後ほど
自己紹介を兼ねてご挨拶をお願い致します。
②マッチング・グラント事業を無事に終え、22 日に
帰国されました、扇谷、神田会員大変お疲れ様でした。
後ほど帰国報告をお願い致します。
③インドネシア、ジャワ島の地震災害義援金は当クラ
ブ協力者 46 名、金額 46,000 円をガバナー事務局を通
じ送金致しました。
④台湾米山学友会主催シンポジウム、９月 22 日から
24 日まで、台北市国際会議場で開催。登録料 8,000 円、
旅費 105,000 円です。参加希望者は幹事まで。
⑤第 2500 地区ＣＬＰ研修セミナー開催のご案内。９
月 10 日午前 10 時から午後２時まで、会場は釧路全日
空ホテル。登録に付きましては、会長、会長エレクト、
該当委員会。締切は８月 20 日となっていますので、
登録希望者は幹事まで。
⑥ 10 月６、７、８日開催される地区大会の登録用紙
を各テーブルに置いていますので、８月７日までにご
登録をお願い致します。宿泊に付きましては後ほどお
申し込み者にご案内致します。
⑦中頓別ＲＣより創立 40 周年のご案内が来ています。
日時は９月 10 日（日）13 時より、登録料は 10,000 円、
締切は８月７日の例会まで。１人でも多くの参加登録
をお願い致します。
⑧第 17 回サフォークランド士別カップ少年サッカー
大会開会式のご案内が届いています。日時は８月４日
午前１０時から天塩川つくもサッカー場です。出席を
お願い致します関係者は、会長、副会長、幹事、社会

奉仕委員会委員長並びに委員、新世代Ｐ委員長並びに
委員の皆様です。詳細は７月３１日の夜間例会にてご
案内致します。
⑨士別市招魂祭奉賛会様より、招魂祭式典開催のご案
内が届いています。日時は８月１０日（木）午前９時
３０分から士別文化センター大ホール。
⑩ふれあい広場実行委員会より、ふれあい広場終了の
お礼状が届いています。
⑪士別スポーツ少年団本部より、助成金のお礼と１７
年度事業報告書と１８年度事業計画書が届いています。
⑫下川ＲＣより活動計画書が届いています。
⑬ライラセミナーが８月２５日から２７日まで厚岸町
で開催されます。

■南部哲男会員ご挨拶
この度、縁があり席を置くことになりました。私は士
別は初めての勤務で右も左も分かりませんがこの会の
趣旨に則り多少なりに地域社会にお役に立てればと
思っていますので、今後とも宜しくお願い致します。

◆委員会報告
○職業奉仕委員会　藤吉敏博委員長
８月２１日（月）例会終了後、北拓フーズ（武徳）と
防災ステーションを職場訪問致します。

○新世代Ｐ委員会　笹野孝志委員長
ライラセミナーが８月２５日から２７日まで厚岸町で
開催されます。今回参加して頂きます方は ( 株 ) ミタ
ツさんの田村さんと鍋島医院さんの長谷川さんが参加
してくれます。引率として笹野、福沢、織戸会員が同
行致します。詳細は後ほど文書にて配布致します。

◆その他の報告　
○ゴルフ同好会　斉藤　進幹事
８月のゴルフ同好会例会は８月１２日（土）に変更致
します。スタート時間は 12 時 48 分です。

★国際奉仕委員会　佐藤安司委員長
国際奉仕事業のマッチング・グラントを使っての財団
プログラムのタイ国ナン病院へ人工呼吸器４器を寄贈
する事業を扇谷、神田会員が６日間に渡り無事に事業
を終えて帰国してきました。大変お疲れ様でした。



コクで 1番メンバーが多く、タイ人、欧米人、アジ
アの多国籍の英語クラブです。今回は、唯一の日本
人メンバーの石平さんの助けをいただき大変助か
りました。石平さんは、会長もされており、メンバー
から尊敬されている方でした。12時からの30分は、
ドリンク（ビール、ウイスキー、ソフトドリンク）
を飲みながら、挨拶や握手し会話を楽しんでいる
ようです。これは毎週のことのようです。
18：00　から南ＲＣの招待でシャングリラで会食
22：40　ＡＮＡ 954 でバンコクを離れ、
7 月 22日
12：30　旭川空港へ、士別へ帰ってきました。

今回は、スリウォンＲＣ、ナーンＲＣ、バンコク
南ＲＣに本当に、歓迎され、暖かく迎えていただき、
心から感謝しております。ナーンＲＣで記念品でプ
ミホン国王（即位 60 年の記念の年）と天皇陛下の
写真を頂、国の違いも感じました。2500 地区、士
別ＲＣには、予算を頂、訪問させていただいたこ
とに、感謝いたします。

渡航メンバー　扇谷雅樹、神田英一

●マッチング・グラント事業報告
○マッチングクラント、タイ、ナーン訪問。

（2006.7.17 ～ 7.22）
７月 17日
10：30　グランドホテル出発
12：50　旭川空港発、羽田、成田経由で
22：50（0：50）バンコク・ドンムアン国際空港着、
ツインタワーズホテルへ。
７月 18日
山内氏、（スマイルツアー、スリウォンＲＣメン
バー）と今回の渡航について打ち合わせ
19：00　ＳＵＲＩＷＯＮＧ . ＲＣ（ＩＮＴＥＲ　Ｃ
ＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ　ＨＯＴＥＬ）の例会へ出
席、スモン・スワンパットラ会長、ここのクラブは
日本語のクラブで大変なじみやすく、日本のビジ
ターも数人来ていた。日本で不法駐輪で撤去され
た自転車をタイの地方へ寄贈する事業を日本のＲ
Ｃと共同で実施している。メンバーは３０名程度、
食事しながらの例会。
７月 20日
6：30　ホテルへ迎え、ＳＩＲＩＰＯＮＧ（通訳で
頼んだが、ガイド）バンコク国内空港でバンコク
南ＲＣアレックス氏と待ち合わせ、４名でチェン
マイへ。
10：30　チェンマイ空港でナーンＲＣカニット・タ
ンティスィリビット会長外７名ほどのメンバーが
出迎えてくれた。車に乗り込みナーン（約 340k ｍ）
へ。　
15：00　ナーン国立病院へ着くと、メンバー、医師、
看護師総出で出迎えをいただき大変な驚きと感激。
病院の代表でメンバーの話では、人口呼吸器のおか
げで、いままでチェンマイへ行かなければ治療でき
ない患者が、ここで治療でき、その後死亡者が出
ていないと大変感謝された。小野ガバナーから預っ
た親書をカニット会長へ渡しました。残念ながら
通訳として雇った者が通訳できず、こちらの言葉
も、あちらのお話も理解しあえず大変残念であり、
両クラブに申し訳ありませんでした。
15：45　わずか 45 分程度で帰りの車に乗り込み、
大勢の人に見送られ、申し訳ない思いのまま、又
340 ｋｍドライブとなり、バンコクへ 23 時帰って
きました。ナーンのメンバーは 1日で 2 往復 1360
ｋｍを走ったことを考えると、申し訳なく感謝だ
けでした。
７月 21日
12：00　バンコク南ＲＣ（パンパシフィックホテル）
メンバー 121 名の例会出席。
12：30 ～ 13：30　例会　ナート会長から今回のマッ
チンググラントで北海道から来たこと、昨日ナー
ンへ行ったこと等を紹介された。南ＲＣは、バン




