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　　　　　　　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2233回例会　２００６年10月23日（月）

本日のプログラム
・普通例会

■前　回（10 月 16 日、月曜日）の記録■　
・普通例会

司 会　若森　孝会場監督
斉 唱　我等の生業
本 日 の 出 席　出席率 72%　会員 66名中　出席者 48名
本 日 の 欠 席　犬伏彰吾、扇谷雅樹、加藤　博、川橋勝美、川原一夫、國森和麿、黒田康敬、
　　　　　　　　汐川泰晴、田中　全、田中義博、谷　温恵、鍋島　秀、野　英俊、山本俊一、
　　　　　　　　渡辺正一、今井忠則、北村浩史、中川涼一
メークアップ　三野博司、中川涼一、谷　温恵、山口哲雄（10/2、赤い羽根共同募金街頭立哨）
　　　　　　　　千葉道夫（3日）、大塚勝人、菊地　博（2日）、野崎英男、本山忠之、西條輝光、
　　　　　　　　佐藤安司、大野裕一郎、織戸俊二、藤吉敏博、千葉繁夫、三野博司、渡辺寿男、
　　　　　　　　川原一夫、足利光治、神田英一、山本俊一、尾崎　学、福澤丹治、中川涼一
　　　　　　　　山口哲雄（1日）（10/6・7・8、地区大会）
ニコニコＢＯＸ　斉藤　進（10/16、第 6回 RCゴルフ大会優勝・年間総合優勝）
　　　　　　　　野　英俊（10月誕生祝い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計 129,000 円

例　会　予　定
10月・職業奉仕月間・米山月間
10月　２日（月）　普通例会・理事会
10月 7～８日（土・日）　地区大会 ｢紋別｣
10 月　９日（月）　法定休会
10月 16 日（月）　普通例会
10月 23 日（月）　普通例会
10月 30 日（月）　ガバナー公式訪問例会

11月・ロータリー財団月間
11月　６日（月）　普通例会・理事会
11月 13 日（月）　普通例会
11月 20 日（月）　早朝例会
11月 27 日（月）　夜間例会



■会務報告　大塚勝人会長
●本日ガバナー公式訪問例会の予定でした
が、小野ガバナーが体調を崩され入院するこ
とになり、予定を変更し本日を通常例会、30
日の夜間例会を公式訪問例会に致します。小
野ガバナーは第 2500 地区 68 クラブの内すで
に 55 クラブの公式訪間を終えたことを地区
大会で報告し、後半を士別クラブからスター
トし 10 月中には残り 13 クラブすべて訪問す
る予定でありました。一日も早く健康な身体
を取り戻し活躍されることをお祈り致しま
す。
●今月 6日から紋別市で開催されました地区
大会には多くの会員の皆様の出席をいただき
大変ありがとうございました。
● 6 月 2 日、例会終了後 2 時 30 分より赤い
羽根共同募金運動に、三野社会奉仕委員長と
入会年度の浅い会員 3名（谷・中川・山口会
員）に社会奉仕の実践と言うことで、約 2時
間街頭募金を行っていただきました大変ご苦
労様でした。
● 6月 2日、例会終了後理事会を開催致しま
した。新会員入会のお話があり理事会では承
認されましたので今後の手続きをお願いし
ます。同じく 6時からは、第 2回クラブ協議
会を開催いたしました。代理出席を含め義務
者全員出席の中、各委員会の活動状況並びに
今後の事業展開についての説明をしていただ
き、参加者の皆様から活発なご意見をいただ
き諭意義な協議がなされました。各委員会今
後の活動を自信持って進めていけると思いま
す。
● 5日、招待を受けていた財団法人士別市体
育協会の主催する、第 30 回市民スポーツの
つどいに出席してきました。今年度のスポー
ツ功労者を表彰するとともに、岡田晃協会長
から体協の今後のあり方等についてお話があ
りました。
● 10 日にロータリー情報委員会が主催する
新入会員セミナーに出席しました。セミナー
を受けられた皆様は、ロータリーへの理解が
少し深まったかと思います。
●長期欠席の汐川会員は体調も大分良く成っ
ていますが、もう少し体調の様子を見たいと
言うことです。
●扇谷会員の件ですが、今は自宅に戻ってき
ており、最終的には書類送検で終わると思い
ますが、本人の希望として今年度は在籍させ
て頂きたいと聞いておりますので、後日理事
会で検討させて頂きたいと思います。

■幹事報告　菊地　博幹事
❶ 10 月 2 日第 5 回理事会におきまして、本
年度 2人目の新入会員の正会員推薦書受理に
伴う審議を行いました。推薦者私幹事より
( 有 ) 三協 代表取締役 伊藤優一氏の推薦をさ

せて頂き、慎重審議の結果満場一致で可決し、
本日の例会に報告申し上げ全会員のご承認を
頂ければ次回 23 日普通例会から会員として
出席を頂くことになりますが、会員皆様のご
意見等が御座いましたら会長並びに幹事まで
申し出下さい。
❷美深 RC並びに名寄 RCよりクラブ会報及
び例会案内が届いております。会場入り口の
資料テーブルに置いて御座いますのでご覧下
さい。
❸次回 23 日例会終了後、当会場におきまし
てパスト会長会役員会を開催致しますので、
佐藤安司パスト会長会会長、西條輝光、武田
修、両パスト会長会副会長、大塚会長、野崎
副会長、本山会長エレクト、菊地幹事、千葉
副幹事の８名の出席をお願い致します。
❹ガバナー公式訪問日程変更に伴うスケ
ジュールですが、10 月 30 日 ( 月 ) 午後 3 時
～ 4 時まで会長幹事懇談会、4 時 10 分 5 時
40 まで第 3 回クラブ協議会、5 時 45 分～記
念写真撮影、6時～ガバナー公式訪問夜間例
会。
❺ 12 月の例会並びに対外的事業の報告を申
し上げます。12 月 4 日普通例会年次総会～
理事会、11 日夜間例会ファミリーパーティ、
18 日普通例会、25 日普通例会。

★委員会報告
◎資料保存 IT 委員会　宮崎隆雄委員長
40 周年までの事業概略をまとめた資料がエ
クセルファイルで有りましたが、この度今現
在までの事業会略も同じエクセルファイルに
して資料をまとめましたので、必要な方はご
連絡下さい。

◎プログラム委員会　神田英一委員長
本日のプログラムは先日開催致しました、地
区大会についての報告を大塚会長と千葉ガバ
ナー補佐にお願いしています。

◎ロータリー情報委員会　佐藤元信委員長
新入会員セミナーを 10 月 10 日（火）６時
30 分、士別グランドホテルで開催致しまし
た。講師に山本栄パスト会長、出席者は南
部・山口・中川会員と入会予定者伊藤氏がオ
ブザーバーとして参加して頂きました。また、
アドバイザーとして大塚会長、千葉ガバナー
補佐、野崎副会長、菊地幹事も出席して頂き
ました。セミナーの内容はロータリークラブ
の先駆者『世界の先駆者・日本の先駆者』を
中心にロータリーについてのセミナーを開催
致しました。

★その他の報告
◎ゴルフ同好会　斉藤進会員
10 月 14 日（土）に第６回目の最終例会、そ



なかったということで、最終日の事について
少しお話を致します。セミナーでは地域から
交流を深めながら日本が世界へというテーマ
で 80 年代は冷戦時代で国が有る程度影響力
を持つために力・権力を強め、90 年代にな
ると財力（金力）が必要になり、金力では他
国からの支援は求められないが、心の問題だ
と言うことです。ロータリーも色々な方との
交流を深めながら情報を発信していくことが
大事であります。当クラブも 23 名の会員が
各クラブとの交流もして頂きましたし、私も
ガバナー補佐として色々な方とふれあう喜び
を感じながら少しずつロータリーの楽しさ、
良さを知りつつある所です。せっかく入った
ロータリーですので、この様な１つの出会い
を求めながら積極的に各例会にご参加頂き、
大いにロータリーの良さを味わってもらう為
にも考え方・とらえ方によって大きく変わっ
て行くと思います。地区大会ご出席ありがと
うござ

◆第6回ゴルフ同好会成績（10月 14日：士別CC）
順　位 氏　　名 OUT IN TOTAL HC NET
優　勝 斉藤　進 43 39 82 10 72
準優勝 大塚勝人 46 44 90 10 80
１　位 佐藤元信 44 49 93 13 80
２　位 南部哲男 50 48 98 18 80
３　位 川原一夫 47 52 99 18 80
４　位 武田吉夫 49 53 102 22 80
５　位 寺下隆通 50 45 95 13 82
６　位 神田英一 46 51 97 15 82

（参加 14名）
◆ 18年度ゴルフ同好会年間成績（10月 14日）
順　位 氏　　名 年 間 ス コ ア

ベ ス ト 3 合 計 3 平均 NET HC
優　勝 斉藤　進 217 72.33 10
準優勝 國森和麿 220 73.33 14
１　位 大塚勝人 224 74.67 10
２　位 志村孝幸 227 75.67 30
３　位 川原一夫 228 76.00 19
４　位 佐藤元信 232 77.33 13
５　位 神田英一 242 80.67 15
６　位 三野博司 242 80.67 18
年間総合優勝者に汐川前会長より優勝トロ
フィーが贈られました。ありがとうございま
す。

◆第5回パークゴルフ同好会成績（９月15日：朝日）
順　位 氏　　名 スコア
優　勝 山　口　哲　雄 61
準優勝 渡　辺　寿　男 62
１　位 武　田　　　修 65
２　位 犬　伏　彰　吾 67
３　位 菊　地　　　博 67

（参加者 12名）

の後納会を開催し無事１年間のゴルフ同好会
事業を終了する事が出来ました。結果、私が
２年連続の年間優勝をさせていただき、汐川
前会長より素晴らしい優勝トロフィーを頂き
ました、１年間ありがとうござました。

◆プログラム
◎地区大会報告　大塚勝人会長
2006 ～ 2007 年度の国際ロータリー第 2500
地区、地区大会についてお話いたします。詳
しい内容は地区大会報告がありますので、そ
れを読んでいただきたいと思います。6 日
の 1 時よりガバナー補佐会議があり、千葉
ガバナー補佐が出席しました。4 時 30 分か
ら開催されました会長・幹事懇談会では RI
第 2780 地区パストガバナーで、ロータリー
の友委員会委員長でもあります神崎パストガ
バナーの記念卓話があり CLP 等についての
お話もありました。田中徹夫 RI 会長代理ご
夫妻歓迎晩餐会があり皆さん和やかに懇談致
しました。晩餐会の後にガバナー補佐が呼
びかけていた第 2 分区会長・幹事との交流
会を行いました。地区協議会以来、中頓別
の 40 周年で再会し、今回は各クラブの幹事
さんにも参加していただき、交流の輪がより
大きく広がりました。今年の地区大会は地区
内外 1200 名の登録で開催されましたが、大
変趣向が凝っていて参加者の皆様は地区大会
を本当に楽しんだと思います。基調講演は
第 2780 地区パストガバナーの松宮剛氏であ
りました。柔らかな語り口で、ロータリアン
ヘの厳しい提言の内容でありました。テーマ
は『ロータリーのサービスコンセプト ( 奉仕
の概念 ) について考えよう』であります。詳
しくは報告書を読んでいただければと思いま
す。講演の後パネルフオーラムですが、その
前段で少し薄暗くしたステージ上に３つの椅
子がおかれ、天井からロータリーの創始者
ポールハリス、サービスの理念を与えたアー
サーシエルドン、ハードとしての思織を与え
たチエスリーペリーの会話が聞こえてくるの
です。まるでそこに彼らがいるかのような想
像をさせられました。その後のフオーラムも
小野ガバナーの巧みな司会でパネラーとのや
りとりを大変面白く聞かせていただきまし
た。記念懇親会では参加者が全員充分に満足
できるほどの料理が出ました、特に３大蟹は
大変美味しくいただきました。今回地区大会
に参加された会員の皆様も充分楽しまれた事
と思いますが、地区大会に参加したことで、
今年度の地区目標の１つ、ロータリー思想の、
さらなる究明を、この事を理解するよい機会
であったと思われます。

◎地区大会報告　千葉道夫ガバナー補佐
最終日は天候の影響で会長・幹事が出席出来




