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ウィリアム ビル・ボイド

第 2226 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００６年 8 月 21 日（月）

本日のプログラム
・普通例会

■前

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

回（8 月 21 日）の記録■

・普通例会 ・理事会
若森 孝会場監督
国家斉唱、奉仕の理想
出席率 78.4% 会員 65 名中 出席者 51 名
阿達 勇、江端捷浩、國森和麿、汐川泰晴、鍋島 秀、本山忠之、渡辺正一、
今井忠則、加藤 博、斉藤 進、谷 温恵、宮田喜久三郎、吉川紀雄、泉谷 勇
メ ー ク ア ッ プ 大塚勝人、野崎英男、菊地 博、笹野孝志、織戸俊二、三野博司、竹内栄一、
岡田 晃、吉倉慶次郎（8/4、サフォークランド士別カップ少年サッカー大会開会式出席）
ビ ジ タ ー 天方彦一（紋別ＲＣ、パスト会長）
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ 斉藤 進、竹内栄一、佐藤元信、足利光治、北村浩史（８月誕生日）
中川凉一（今年度本格事業開始）
累計 60,000 円
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

例
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

会

予

定

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
８月４日から３日間にわたり第１７回サフォークラン
ド士別サッカー大会が開催され、開会式には私の他、
野崎副会長、菊地幹事、三野委員長、笹野委員長、竹
内会員、織戸会員と出席してきました。岡田会員が体
協、吉倉会員も顧問として来賓紹介されていました。
静岡県裾野市、愛知県三好町をはじめ道内外から大勢
の子供達が参加し素晴らしいプレーを見せてくれまし
た。今年は初日が大雨で二日目と三日目はこの夏一番
の猛暑の中でのプレーでしたが、子供達は最高の夏休
みを過ごしたことでしょう。士別のサッカー場に立つ
と元ロータリークラブの会員でお亡くなりになった大
谷一秀さんを思い出されます。私は青年会議所、ロー
タリークラブ、学校関係等で活動を共にいたしました
が大谷さんは温厚な人柄で誰にでも優しく接する反
面、大変強い意志の持ち主でもありました。士別市に
立派なサッカー場が出来たのも大谷さんの情熱のたわ
ものであると思っています。今月は会員増強月間です
が前年度より女性会員として大谷さんの奥さん（優子）
はどうかと言う話をしていましたが、何とかアプロー
チをしていきたいと思います。４日ソロプチミスト士
別のビールパーティーがあり私の代わりにビール好き
の妻が行ってまいりましたが、例年通り大勢の人が集
まっていたようです。今年もロータリークラブ、ライ
オンズクラブ、ソロプチミストの３クラブ対抗パーク
ゴルフをソロプチミストのお世話で開催しますが多数
の参加をお願いしたいと思います。
■幹事報告 菊地 博幹事
幹事報告の前に訃報のお知らせを致します。８月６日
に大塚会長夫人のお父様がお亡くなりになりました。
お通夜は８日７時、告別式は９日 10 時、会場玉運寺
となっていますのでお知らせ致します。
①１０月６．７．８日紋別市にて開催されます第 2500
地区大会の登録締切を本日と致しましたが、登録状
況が悪いので８月 21 日までに延長致しますので、１
人でも多くの登録をお願い致します。登録料は 13,000
円ですが、3,000 円をクラブで負担致します。尚、宿
泊につきましては本日の理事会で決定し、ご連絡致し
ます。
②９月 20 日中頓別ＲＣ創立 40 周年記念式典の登録は
本日が締切になっていますが、士別クラブとして全員
登録にするか、関係者並びに希望者のみの登録にする
か本日の理事会で決定し後日ご案内いたします。とり
あえず参加いただける会員でまだ登録をお済みでない
方は本日の例会終了までにお願い致します。尚、登録
料は 10,000 円ですが、3,000 円をクラブで負担いたし
ます。
③国際ソロプチミス士別よりロータリークラブ、ライ
オンズクラブ、ソロプチミスト３奉仕団体親睦パーク
ゴルフ大会のご案内が口頭で届いています、日時は９
月 21 日木曜日、午後より。士別ＲＣパークゴルフ同
好会会員を始め多くの皆様の参加をお願い致します。
詳細は詳しいご案内が届き次第ご案内致します。
④社会福祉法人しべつ福祉会つくも園より９月３日
（日）、午後 10 時より開催される、ふれあい青空際開
催に伴います、チケットの協力案内が届いております、
１枚 500 円です、千葉副幹事が後ほど各テーブルを回
りますのでご協力をお願い致します。

⑤８月４日から６日まで天塩川つくもサッカー場で熱
戦が繰り広げられました、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には小雨から大雨
の第１日目となりましたが、参加協力を頂きました、
大塚会長、野崎副会長、菊地幹事、笹野委員長、織戸
委員、三野委員長、竹内委員、並びに関係者の岡田体
協会長、士別サッカークラブ顧問吉倉会員の参加に私
も大会関係者として心よりお礼申し上げます。大会の
結果は恵庭市同士の決勝戦となり、恵み野サッカース
ポーツ少年団が優勝致しました。子供達は士別での大
会を夏休みの思い出として心に焼き付けた事でしょ
う。ご支援を頂きました士別ＲＣに御礼申し上げます。
⑥８月 28 日夜間例会終了後、南部哲男会員並びに新
入会員歓迎会、タイ国訪問ご苦労さん会、ライラセミ
ナー参加ご苦労さん会を開催致します。会費は 2,000
円で、会場は改めてご案内致します。
⑦９月の例会並びに対外的事業のご案内。９月４日普
通例会と理事会、１０日中頓別ＲＣ 40 周年記念式典、
11 日普通例会、18 日法定休日、21 日３奉仕団体親睦
パークゴルフ大会、25 日夜間例会。
⑧次週８月 14 日の例会は特別休会です。
⑨８月 21 日例会終了後、職業奉仕委員会担当職場訪
問ですので多くの出席をお願い致します。
⑩本日例会終了後理事会を開催致します。理事並びに
アドバイザー千葉道夫ガバナー補佐、オブザーバーの
地区出向委員渡辺寿男会員の出席をお願い致します。
⑪ロータリーの友８月号、ガバナー月信８月号が届い
ていますのでお持ち帰り下さい。
◆委員会報告報告
○ロータリー情報委員会 佐藤元信委員長
ロータリー情報委員会 本年度当委員会の事業計画に
も有ります、地区大会・IM 等に新入会員の出席を要
請すると有りますが、１０月６．７．８日と紋別にて地
区大会があり、出欠締切も８月 21 日と伸びておりま
すので、南部会員、中川会員、鍋島会員、谷会員には
是非お時間をさいていただきご出席をお願いいたしま
す。
○年間委員会事業報告
１．ロータリー情報委員会 佐藤元信委員長
２．資料保存ＩＴ委員会 宮崎隆雄委員長
３．会場監督 若森 孝会場監督
４．職業奉仕委員会 藤吉敏博委員長
今回は４委員会が今年度委員会活動計画に付いて発表
致しました。詳しくは 2006 〜 2007 年度活動計画書の
委員会活動計画を参照願います。
◆ 8 月の誕生祝い

足利光治、北村浩史、佐藤元信、竹内栄一、
汐川泰晴、斉藤 進会員

