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事務所／士別グランドホテル ℡（0165）23-1234
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Make Dreams Real
2008―2009年度ＲＩ会長

季 東建

第２３０８回例会
今日のプログラム

・・普通例会（定木ガバナー補佐来訪）

■前週（７月７日）の記録■
司
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斉
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タ
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ニコニコＢＯＸ

２００８年７月14日（月）
・委員会活動報告

・普通例会 ・新入会員紹介
・委員会活動報告 ・誕生祝い ・理事会

山口哲雄会場監督
奉仕の理想
出席率83.87％ 会員62人中 出席者52人
足利光治、岡田 晃、寺下隆道、鍋島 秀、野 英俊、福島栄三、渡辺正一、黒田康敬
中川涼一、万歳康博
織戸俊二、神田英一、尾崎 学、野﨑英男、川原一夫、菊地博（以上７月５日士別市社会福
祉協議会ふれあい広場）
・
織戸俊二（会長就任）、輿水広志（母葬儀御礼）、藤吉敏博、泉谷 勇（以上誕生祝い）
有野 清（第２回士別ロータリークラブ・士別ライオンズクラブ親睦ゴルフ大会準優勝お礼）
佐藤元信（同優勝）、神田英一（副会長就任）、尾崎 学（幹事就任）
累計52.000円

例会予定
■７月例会日
●７月７日（月）普通例会・理事会
●７月14日（月）普通例会（定木ガバナー補佐訪問）
●７月21日（月）休会（法定休日・海の日）
●７月28日（月）夜間例会

■８月例会日

「会員増強及び拡大月間」

●８月４日（月）普通例会・理事会
●８月11日（月）普通例会
●８月18日（月）特別休会
●８月22―24日 （金-日）ライラセミナー（旭川）
●８月25日（月）夜間例会

■会務報告
織戸俊二会長
本日より2008～2009年度の会長として会員62名の
皆様型のお力添えを頂きスタートすることになりま
した。
私は元国際ロータリー会長ビチヤイ・ラタクルの
言葉「慈愛の種をまきましょう」が好きですが、今
年度のテーマ「夢をかたちに」に合っているのでは
ないかと思います。和の心を大切にしながら活動を
進めていき、会員相互の融和を最大目標とし、そこ
から一歩前進して、委員会を通じ、外へ向かって積
極的に行動して頂きたいと念願しています。
実践活動の活力は仲間の親睦から生まれます。ま
た親睦はクラブの例会時、一層強くよみがえります。
私は毎回の例会をより楽しいものにして、会員相互
の親睦、寛容、善意の輪を拡げた例会にしたいと思
います。
今年度の新入会員を紹介いたします。
深尾幸夫会員、小竹一男会員、前日甜所長南部哲
男会員に代わって井上建雄会員です。士別ロータリー
クラブ会員一同心から歓迎申し上げます。
ロータリアンとして誇りを持った人々の献身と義
務のあるポリオ撲滅活動方針ということでＲＩから
１クラブ1000ドルの要望があります。後ほど大塚財
団委員長より説明をいただきます。よろしくご理解
とご協力をお願い申し上げます。
会長という責任の立場になって、この１年間、誠
に微力な私ですが、一生懸命努力をしたいと考えて
おります。
会員の皆様の一層の御叱声、御協力の程をお願い
申し上げます。
■副会長報告
神田英一副会長
尾崎幹事、理事の皆様と協力しながら、織戸会長
を補佐し、１年間精一杯勤めたいと思います。また
会員の皆様におかれましてもご理解、ご支援、よろ
しくお願いします
■幹事報告
尾崎 学幹事
これから一年間、幹事を務めさせて頂きます。織
戸会長の補佐役として努力して参りますので、会員
皆様のご協力、ご指導を賜りますようお願いいたし
ます。
１．７月５日～６日、士別市社会福祉協議会主催
の2008年「ふれあい広場」の開催にあたり、当クラ
ブより、織戸会長、神田副会長、尾崎幹事、野﨑野
社会奉仕委員長、川原会員、主催関係者として菊地
会員が実行委員ボランティアとして参加。
２．「ロータリーの友」・「ガバナー月信」の７
月号が届いております。本年度も毎月各テーブルに
配布しますので、全員忘れずにお持ち帰り願います。
３．第29回ライラセミナーが８月22日から24日ま
で、美瑛町白金温泉で開催されます。申込締切りは
７月24日となっておりますので、宜しくお願いしま
す。
４．第2500地区ガバー事務所より為替レートの連
絡ありました、７月は1ドル106円。

５．国際ソロプチミスト士別よりチャリティ納涼
パーティー券購入にご協力を頂きありがとうござい
ます。
６．次回７月14日の例会に第２分区・定木ガバナー
補佐が表敬訪問に参ります。またゲストとして吉倉
士別サフォークランドサッカー協会会長が出席され
ます。席上、協賛金を贈呈いたします。
【受信文書】
８月１日から３日まで第19回サフークランド士別
カップ少年サッカー大会のご案内。2007－08年度ガ
バナー事務所閉鎖並びに直前ガバナー事務所開設の
案内。下川RCより活動計画書並びに７月、８月の例
会案内。
■会場監督報告
山口哲雄会場監督
今年１年会場監督を仰せつかりました。元気良く、
楽しく、明るい例会にしていきたいと思います。例
会にはできるだけバッジの着用をお願いしたいと考
えていますので、よろしくお願いします。。

新入会員紹介
藤吉敏博会員増強委員長
■新入会員紹介
第１例会で紹介できるということは嬉しいことで
す。まず最初に紹介者のお名前を発表いたします。
登壇していただき新入会員のご紹介も兼ねてお願い
します。
井上建雄会員の推薦者・千葉道夫会員。深尾幸夫
会員の推薦者・本山忠之会員。小竹一男会員の推薦
者・菊地博会員、ご紹介、よろしくお願いします。
■井上建雄新会員紹介
千葉道夫会員
お生まれは昭和22年２月10日です。この６月27日
に日本甜菜製糖株式会社士別製糖所取締役所長とし
て着任いたしました。ご家族とご夫人と１人娘、お
孫さん２人がおられます。趣味は多彩で、カヌー、
スキー、バードウォッチング、ドライブ、軽登山、
園芸、窯元探訪ということで陶芸の趣味もお持ちで
す。ゴルフもたしなみ、パークゴルフもこれからチャ
レンジしたいということです。
●井上建雄会員あいさつ
山形県鶴岡市生まれで18歳までおりました。スキー
が大好きで、学生時代、長野か北海道に就職したい
と思いました。芽室の工場で12年間生活し、その後、
会社のコンピュータシステムを作るため12年間東京
に行ったり、芽室に戻ったりしていました。平成11
年からは水田畑作経営所得安定対策の関連で、つい
この間まで農水省にほとんど通っていました。士別
には18年ほど前に来たことがあります。天塩川の川
下りで中川まで下っています。ゴルフは迷惑のかか
ない程度ですがやります。よろしくお願いします。
■深尾幸夫新会員紹介
本山忠之会員
士別にずっと過ごされていますので、みなさん、
ご存じかとは思います。塗装工事業をなさってまし
て、深尾塗装店の店主です。士別地方技能士会の理
事、士別塗装組合事務局長です。交流を深めながら、
ロータリーを楽しんでいただければと思います。
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Make Dreams Real
2008―2009年度ＲＩ会長

季 東建

第２３０８回例会
今日のプログラム

・・普通例会（定木ガバナー補佐来訪）

■前週（７月７日）の記録■
司
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２００８年７月14日（月）
・委員会活動報告

・普通例会 ・新入会員紹介
・委員会活動報告 ・誕生祝い ・理事会

山口哲雄会場監督
奉仕の理想
出席率83.87％ 会員62人中 出席者52人
足利光治、岡田 晃、寺下隆道、鍋島 秀、野 英俊、福島栄三、渡辺正一、黒田康敬
中川涼一、万歳康博
織戸俊二、神田英一、尾崎 学、野﨑英男、川原一夫、菊地博（以上７月５日士別市社会福
祉協議会ふれあい広場）
・
織戸俊二（会長就任）、輿水広志（母葬儀御礼）、藤吉敏博、泉谷 勇（以上誕生祝い）
有野 清（第２回士別ロータリークラブ・士別ライオンズクラブ親睦ゴルフ大会準優勝お礼）
佐藤元信（同優勝）、神田英一（副会長就任）、尾崎 学（幹事就任）
累計52.000円

例会予定
■７月例会日
●７月７日（月）普通例会・理事会
●７月14日（月）普通例会（定木ガバナー補佐訪問）
●７月21日（月）休会（法定休日・海の日）
●７月28日（月）夜間例会

■８月例会日

「会員増強及び拡大月間」

●８月４日（月）普通例会・理事会
●８月11日（月）普通例会
●８月18日（月）特別休会
●８月22―24日 （金-日）ライラセミナー（旭川）
●８月25日（月）夜間例会

■会務報告
織戸俊二会長
本日より2008～2009年度の会長として会員62名の
皆様型のお力添えを頂きスタートすることになりま
した。
私は元国際ロータリー会長ビチヤイ・ラタクルの
言葉「慈愛の種をまきましょう」が好きですが、今
年度のテーマ「夢をかたちに」に合っているのでは
ないかと思います。和の心を大切にしながら活動を
進めていき、会員相互の融和を最大目標とし、そこ
から一歩前進して、委員会を通じ、外へ向かって積
極的に行動して頂きたいと念願しています。
実践活動の活力は仲間の親睦から生まれます。ま
た親睦はクラブの例会時、一層強くよみがえります。
私は毎回の例会をより楽しいものにして、会員相互
の親睦、寛容、善意の輪を拡げた例会にしたいと思
います。
今年度の新入会員を紹介いたします。
深尾幸夫会員、小竹一男会員、前日甜所長南部哲
男会員に代わって井上建雄会員です。士別ロータリー
クラブ会員一同心から歓迎申し上げます。
ロータリアンとして誇りを持った人々の献身と義
務のあるポリオ撲滅活動方針ということでＲＩから
１クラブ1000ドルの要望があります。後ほど大塚財
団委員長より説明をいただきます。よろしくご理解
とご協力をお願い申し上げます。
会長という責任の立場になって、この１年間、誠
に微力な私ですが、一生懸命努力をしたいと考えて
おります。
会員の皆様の一層の御叱声、御協力の程をお願い
申し上げます。
■副会長報告
神田英一副会長
尾崎幹事、理事の皆様と協力しながら、織戸会長
を補佐し、１年間精一杯勤めたいと思います。また
会員の皆様におかれましてもご理解、ご支援、よろ
しくお願いします
■幹事報告
尾崎 学幹事
これから一年間、幹事を務めさせて頂きます。織
戸会長の補佐役として努力して参りますので、会員
皆様のご協力、ご指導を賜りますようお願いいたし
ます。
１．７月５日～６日、士別市社会福祉協議会主催
の2008年「ふれあい広場」の開催にあたり、当クラ
ブより、織戸会長、神田副会長、尾崎幹事、野﨑野
社会奉仕委員長、川原会員、主催関係者として菊地
会員が実行委員ボランティアとして参加。
２．「ロータリーの友」・「ガバナー月信」の７
月号が届いております。本年度も毎月各テーブルに
配布しますので、全員忘れずにお持ち帰り願います。
３．第29回ライラセミナーが８月22日から24日ま
で、美瑛町白金温泉で開催されます。申込締切りは
７月24日となっておりますので、宜しくお願いしま
す。
４．第2500地区ガバー事務所より為替レートの連
絡ありました、７月は1ドル106円。

５．国際ソロプチミスト士別よりチャリティ納涼
パーティー券購入にご協力を頂きありがとうござい
ます。
６．次回７月14日の例会に第２分区・定木ガバナー
補佐が表敬訪問に参ります。またゲストとして吉倉
士別サフォークランドサッカー協会会長が出席され
ます。席上、協賛金を贈呈いたします。
【受信文書】
８月１日から３日まで第19回サフークランド士別
カップ少年サッカー大会のご案内。2007－08年度ガ
バナー事務所閉鎖並びに直前ガバナー事務所開設の
案内。下川RCより活動計画書並びに７月、８月の例
会案内。
■会場監督報告
山口哲雄会場監督
今年１年会場監督を仰せつかりました。元気良く、
楽しく、明るい例会にしていきたいと思います。例
会にはできるだけバッジの着用をお願いしたいと考
えていますので、よろしくお願いします。。

新入会員紹介
藤吉敏博会員増強委員長
■新入会員紹介
第１例会で紹介できるということは嬉しいことで
す。まず最初に紹介者のお名前を発表いたします。
登壇していただき新入会員のご紹介も兼ねてお願い
します。
井上建雄会員の推薦者・千葉道夫会員。深尾幸夫
会員の推薦者・本山忠之会員。小竹一男会員の推薦
者・菊地博会員、ご紹介、よろしくお願いします。
■井上建雄新会員紹介
千葉道夫会員
お生まれは昭和22年２月10日です。この６月27日
に日本甜菜製糖株式会社士別製糖所取締役所長とし
て着任いたしました。ご家族とご夫人と１人娘、お
孫さん２人がおられます。趣味は多彩で、カヌー、
スキー、バードウォッチング、ドライブ、軽登山、
園芸、窯元探訪ということで陶芸の趣味もお持ちで
す。ゴルフもたしなみ、パークゴルフもこれからチャ
レンジしたいということです。
●井上建雄会員あいさつ
山形県鶴岡市生まれで18歳までおりました。スキー
が大好きで、学生時代、長野か北海道に就職したい
と思いました。芽室の工場で12年間生活し、その後、
会社のコンピュータシステムを作るため12年間東京
に行ったり、芽室に戻ったりしていました。平成11
年からは水田畑作経営所得安定対策の関連で、つい
この間まで農水省にほとんど通っていました。士別
には18年ほど前に来たことがあります。天塩川の川
下りで中川まで下っています。ゴルフは迷惑のかか
ない程度ですがやります。よろしくお願いします。
■深尾幸夫新会員紹介
本山忠之会員
士別にずっと過ごされていますので、みなさん、
ご存じかとは思います。塗装工事業をなさってまし
て、深尾塗装店の店主です。士別地方技能士会の理
事、士別塗装組合事務局長です。交流を深めながら、
ロータリーを楽しんでいただければと思います。

●深尾幸夫会員あいさつ
士別に来まして38年、商売を始めて28年、今後と
もよろしくお願いします。
■小竹一男新会員紹介
菊地 博会員
会社名は日本生命株式会社士別営業所所長さんで
す。士別にはご夫人とお二人で住まわれ、一男一女
です。公的資格ですがＡＦＰ、いわゆる生命保険技
能士の２級をお持ちです。趣味は映画鑑賞、ゴルフ、
野球観戦など。ゴルフはみなさんとプレーするのを
楽しみにしているそうなので、どうぞ仲間に入れて
くださるようお願いします。
日高町生まれで、かつては恵庭青年会議所に４年
間在籍しており、組織、クラブ運営については充分
に熟知しているようです。
●小竹一男会員あいさつ
今年３月25日に美唄営業所から着任しました。日
本生命には昭和54年に入社し、現在29年目です。入
社以来、北海道勤務で一度も本州には赴任していま
せん。苫小牧、釧路、札幌支社を回り、旭川支社士
別営業所に着任しました。できれば定年まで旭川支
社管内、できれば士別近辺で勤務できればと思いま
す。
ロータリークラブは初めてで、わからないことば
かりですので、いろいろと教えていただきながら頑
張っていきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。

早速ですが、委員会活動計画書にもあります通り、
７月～10月例会を活用させて頂き、各委員長さんか
ら委員会活動計画並びに抱負をお話しを頂き、会員
の皆様のご協力をお願いして頂きたいと思います。
なお、後半はゲストを５名程度お迎えし、卓話を
頂戴したいと思いますので、皆様方で、聞きたいお
話し及び知りたい情報等が御座いましたら、プログ
ラム委員会までお知らせ下さい。
○７月７日第１例会、出席委員会、ロータリー財
団委員会
○８月４日第１例会、会員増強委員会（会員増強
及び拡大月間の意義を含めて）、クラブ奉仕委員会、
会場監督
○８月11日第２例会、クラブ会報委員会、親睦活
動・家族委員会、広報委員会
○９月１日第１例会、新世代プログラム委員会
（ライラーセミナー報告会含む）、２名の青年参加
者をゲストに迎え感想を述べて頂く
○９月８日第２例会、雑誌委員会、社会奉仕委員
会、国際奉仕委員会、ロータリー情報委員会
○10月６日第１例会職業奉仕委員会（10月の月間
である職業奉仕月間の意義を含め）
以上、上記のプログラムで構成させて頂きたいと
思いますのでご協力をお願い致します。
尚、お話しを頂きます内容等に付きましては、卓
話終了後、クラブ会報委員長に原稿をお渡し頂きた
いと思います。
■新世代プログラム委員会
加藤 博委員長
ライナセミナーの参加者推薦の案内が来ています。
７月24日までとなっていますので、心当たりのある
人がいれば、ご紹介ください。
■クラブ会報委員会
北村浩史委員長
みなさんの広報として積極的に活用してください。
ご要望があれば掲載します。士別ロータリークラブ・
のホームページが全面更新となっています。活用く
ださい。お詫びですが、前号で三野前副会長の退任
あいさつが漏れていました。お詫びと訂正いたしま
す。

委員会活動方針
■出席委員会
山本俊一委員長
出席なくしてロータリーの目的は達せられません。
■ 織戸会長からバッジの伝達を受けた新入会員の皆さん。
会員の出席向上を目指して努力します。
プ 左から井上会員、深尾会員、小竹会員
１.例会の出席向上を図り、常に楽しい例会にな
委員会報告
るよう努力いたします。
ログラム委員会
菊地 博委員長
２.例会はもとより、ＩＭ、地区、地域の各種大
・2008年～2009年度士別RC7月7日第一例会プログラ 会、諸会議に出席することを啓蒙いたします。
ム委員会報告
３.年間出席100％達成の会員には記念品を贈り、
本年度プログラム委員会を担当させて頂きますが、 敬意を表します。
４.例会欠席の会員は当日の午前10時までに、夜
初めての委員会で不慣れでは御座いますが、会長経
験者宮田喜久三郎会員を始め、松塚信雄会員、新会 間例会は午後３時までに、グランドホテルに連絡す
員の井上建雄会員の協力の下、各委員会皆様のご指 るよう、周知徹底をお願いしたいと思います。無届
導を頂きながら会活動を進めて参りたいと思います け欠席者において昼例会1000円、夜間例会3000円の
ペナルティーをお願いいたします。
ので、ご協力をお願い致します。

５.例会において出席率、メークアップの状況を
報告し出席向上を図ります。
以上５点を出席委員会の今年度の活動計画と致
します。なお出席委員会の今年の委員は、川橋勝
美委員、萬歳康博委員、野英俊委員、深尾幸夫委
員、山本俊一の５名で、出席率向上を目指してが
んばっていこうと思いますので、よろしくお願い
します。
■ロータリー財団委員会
大塚勝人委員
長
財団委員会から今年度の委員会活動計画をご報
告申し上げます。委員会メンバーは私の他、中村
会員、岡田会員、千葉道夫会員です。委員会の基
本計画は例年と変わらず、ロータリー財団を理解
するよう会員の皆様に推進することと、財団プロ
グラムへの協力をお願いすることであります。
今年度も「毎年あなたも＄1000を」寄付を継続
して行きたいと思います。そのためにニヤニヤボ
クッス（会員の結婚記念日月の寄付金）1，000円、
ワンコインで国際貢献をしましょう。月500円の慈
愛活動をお願いします。何れも個人奉仕のお願い
であり強制ではありませんが、ロータリー活動の
活性化にご協力をお願い致しますふ
ポールハリス・フェロー等の加入は、財団認証
ポイントを活用しながらここ数年継続して協力し
ていただいておりますが、今年度も推進して行き
たいと思います。
地区協議会の報告でも申しあげましたが、ポリ
オ撲滅の協力の依頼がありました。このことにつ
いて少し説明させていただきます。1979年に国際
ロータリーはフィリピンで生後３ヵ月から36ヵ月
の子供600万人に対し５ヵ年計画でポリオ免疫活動
を始めました。ロータリーがポリオ撲滅に取り組
んだ第一歩であります。1985年年、ロータリー創
始80周年にはポリオ・プラス計画が発表されまし
た。プラスとは、はしか・ジフテリア・破傷風・
百日咳・結核を指しますが、ポリオだけではなく
これらの病気の予防接種も実施することになりま
した。この時期、国連総会ではユニニセフの予防
接種普及事業推進協議が国連40周年記念事業とな
り、ロータリーだけでなく世界の多くの国が賛同
したわけであります。
日本はポリオ・プラスキャンペーンの5ヶ年で49
億円、国際ロータリーでは３年間で目標額の倍に
あたる270億円を集めました。ロータリー創立100
にあたる2005年にポリオを撲滅しようと2002年か
ら新たなポリオ撲滅キャンペーンを行いましたが、
この時点で99％撲滅されたといわれ残りの１％は
紛争地帯や僻地などワクチンを投与するのに困難
な地域が多く、これまで以上の資金を必要として
います。2007年までにロータリーが調達した額は7
50億円を上回ります。
2007年11月国際ロータリーはビル・アンド・メ
リンダ・ゲイツ財団と協同し世界ポリオ撲滅に必

要とされる２億米ドルを投入すると発表されました。
ゲイツ財団から１億ドルの補助金を受領したロータ
リ 財団は、この時点から３年間で同額の資金を調
達するための、募金活動を行っていくことになって
います。RI会長のメッセージで、ロータリーの奉仕
の最たる特質は、一貫して、やるべきことは成し遂
げる、というロータリアンの固い志に表れていると
述べています。
ポリオの残る国はアフガニスタン・インド・ナイ
ジェリア・パキスタンの４ヵ国です。日本ではポリ
オは遠い昔話となっているようですが、今まだ世界
にはポリオの後遺症で苦しんでいる人がいます。日
本の各地で今趣向をこらした撲滅キャンペーンが行
われているようですが、士別クラブもこれまで以上
の協力を望まれています。次週より慈愛ボックスを
設け、結婚記念日は事前に会報でご紹介します。皆
様のご協力をお願い致します。

今 月（ ７ 月 ）の 誕 生 祝 い

泉谷

勇会員、藤吉敏博会員
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２
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●深尾幸夫会員あいさつ
士別に来まして38年、商売を始めて28年、今後と
もよろしくお願いします。
■小竹一男新会員紹介
菊地 博会員
会社名は日本生命株式会社士別営業所所長さんで
す。士別にはご夫人とお二人で住まわれ、一男一女
です。公的資格ですがＡＦＰ、いわゆる生命保険技
能士の２級をお持ちです。趣味は映画鑑賞、ゴルフ、
野球観戦など。ゴルフはみなさんとプレーするのを
楽しみにしているそうなので、どうぞ仲間に入れて
くださるようお願いします。
日高町生まれで、かつては恵庭青年会議所に４年
間在籍しており、組織、クラブ運営については充分
に熟知しているようです。
●小竹一男会員あいさつ
今年３月25日に美唄営業所から着任しました。日
本生命には昭和54年に入社し、現在29年目です。入
社以来、北海道勤務で一度も本州には赴任していま
せん。苫小牧、釧路、札幌支社を回り、旭川支社士
別営業所に着任しました。できれば定年まで旭川支
社管内、できれば士別近辺で勤務できればと思いま
す。
ロータリークラブは初めてで、わからないことば
かりですので、いろいろと教えていただきながら頑
張っていきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。

早速ですが、委員会活動計画書にもあります通り、
７月～10月例会を活用させて頂き、各委員長さんか
ら委員会活動計画並びに抱負をお話しを頂き、会員
の皆様のご協力をお願いして頂きたいと思います。
なお、後半はゲストを５名程度お迎えし、卓話を
頂戴したいと思いますので、皆様方で、聞きたいお
話し及び知りたい情報等が御座いましたら、プログ
ラム委員会までお知らせ下さい。
○７月７日第１例会、出席委員会、ロータリー財
団委員会
○８月４日第１例会、会員増強委員会（会員増強
及び拡大月間の意義を含めて）、クラブ奉仕委員会、
会場監督
○８月11日第２例会、クラブ会報委員会、親睦活
動・家族委員会、広報委員会
○９月１日第１例会、新世代プログラム委員会
（ライラーセミナー報告会含む）、２名の青年参加
者をゲストに迎え感想を述べて頂く
○９月８日第２例会、雑誌委員会、社会奉仕委員
会、国際奉仕委員会、ロータリー情報委員会
○10月６日第１例会職業奉仕委員会（10月の月間
である職業奉仕月間の意義を含め）
以上、上記のプログラムで構成させて頂きたいと
思いますのでご協力をお願い致します。
尚、お話しを頂きます内容等に付きましては、卓
話終了後、クラブ会報委員長に原稿をお渡し頂きた
いと思います。
■新世代プログラム委員会
加藤 博委員長
ライナセミナーの参加者推薦の案内が来ています。
７月24日までとなっていますので、心当たりのある
人がいれば、ご紹介ください。
■クラブ会報委員会
北村浩史委員長
みなさんの広報として積極的に活用してください。
ご要望があれば掲載します。士別ロータリークラブ・
のホームページが全面更新となっています。活用く
ださい。お詫びですが、前号で三野前副会長の退任
あいさつが漏れていました。お詫びと訂正いたしま
す。

委員会活動方針
■出席委員会
山本俊一委員長
出席なくしてロータリーの目的は達せられません。
■ 織戸会長からバッジの伝達を受けた新入会員の皆さん。
会員の出席向上を目指して努力します。
プ 左から井上会員、深尾会員、小竹会員
１.例会の出席向上を図り、常に楽しい例会にな
委員会報告
るよう努力いたします。
ログラム委員会
菊地 博委員長
２.例会はもとより、ＩＭ、地区、地域の各種大
・2008年～2009年度士別RC7月7日第一例会プログラ 会、諸会議に出席することを啓蒙いたします。
ム委員会報告
３.年間出席100％達成の会員には記念品を贈り、
本年度プログラム委員会を担当させて頂きますが、 敬意を表します。
４.例会欠席の会員は当日の午前10時までに、夜
初めての委員会で不慣れでは御座いますが、会長経
験者宮田喜久三郎会員を始め、松塚信雄会員、新会 間例会は午後３時までに、グランドホテルに連絡す
員の井上建雄会員の協力の下、各委員会皆様のご指 るよう、周知徹底をお願いしたいと思います。無届
導を頂きながら会活動を進めて参りたいと思います け欠席者において昼例会1000円、夜間例会3000円の
ペナルティーをお願いいたします。
ので、ご協力をお願い致します。

５.例会において出席率、メークアップの状況を
報告し出席向上を図ります。
以上５点を出席委員会の今年度の活動計画と致
します。なお出席委員会の今年の委員は、川橋勝
美委員、萬歳康博委員、野英俊委員、深尾幸夫委
員、山本俊一の５名で、出席率向上を目指してが
んばっていこうと思いますので、よろしくお願い
します。
■ロータリー財団委員会
大塚勝人委員
長
財団委員会から今年度の委員会活動計画をご報
告申し上げます。委員会メンバーは私の他、中村
会員、岡田会員、千葉道夫会員です。委員会の基
本計画は例年と変わらず、ロータリー財団を理解
するよう会員の皆様に推進することと、財団プロ
グラムへの協力をお願いすることであります。
今年度も「毎年あなたも＄1000を」寄付を継続
して行きたいと思います。そのためにニヤニヤボ
クッス（会員の結婚記念日月の寄付金）1，000円、
ワンコインで国際貢献をしましょう。月500円の慈
愛活動をお願いします。何れも個人奉仕のお願い
であり強制ではありませんが、ロータリー活動の
活性化にご協力をお願い致しますふ
ポールハリス・フェロー等の加入は、財団認証
ポイントを活用しながらここ数年継続して協力し
ていただいておりますが、今年度も推進して行き
たいと思います。
地区協議会の報告でも申しあげましたが、ポリ
オ撲滅の協力の依頼がありました。このことにつ
いて少し説明させていただきます。1979年に国際
ロータリーはフィリピンで生後３ヵ月から36ヵ月
の子供600万人に対し５ヵ年計画でポリオ免疫活動
を始めました。ロータリーがポリオ撲滅に取り組
んだ第一歩であります。1985年年、ロータリー創
始80周年にはポリオ・プラス計画が発表されまし
た。プラスとは、はしか・ジフテリア・破傷風・
百日咳・結核を指しますが、ポリオだけではなく
これらの病気の予防接種も実施することになりま
した。この時期、国連総会ではユニニセフの予防
接種普及事業推進協議が国連40周年記念事業とな
り、ロータリーだけでなく世界の多くの国が賛同
したわけであります。
日本はポリオ・プラスキャンペーンの5ヶ年で49
億円、国際ロータリーでは３年間で目標額の倍に
あたる270億円を集めました。ロータリー創立100
にあたる2005年にポリオを撲滅しようと2002年か
ら新たなポリオ撲滅キャンペーンを行いましたが、
この時点で99％撲滅されたといわれ残りの１％は
紛争地帯や僻地などワクチンを投与するのに困難
な地域が多く、これまで以上の資金を必要として
います。2007年までにロータリーが調達した額は7
50億円を上回ります。
2007年11月国際ロータリーはビル・アンド・メ
リンダ・ゲイツ財団と協同し世界ポリオ撲滅に必

要とされる２億米ドルを投入すると発表されました。
ゲイツ財団から１億ドルの補助金を受領したロータ
リ 財団は、この時点から３年間で同額の資金を調
達するための、募金活動を行っていくことになって
います。RI会長のメッセージで、ロータリーの奉仕
の最たる特質は、一貫して、やるべきことは成し遂
げる、というロータリアンの固い志に表れていると
述べています。
ポリオの残る国はアフガニスタン・インド・ナイ
ジェリア・パキスタンの４ヵ国です。日本ではポリ
オは遠い昔話となっているようですが、今まだ世界
にはポリオの後遺症で苦しんでいる人がいます。日
本の各地で今趣向をこらした撲滅キャンペーンが行
われているようですが、士別クラブもこれまで以上
の協力を望まれています。次週より慈愛ボックスを
設け、結婚記念日は事前に会報でご紹介します。皆
様のご協力をお願い致します。
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