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第２３５１回例会 ２００９年８月３日（月）

・普通例会

司 会
斉 唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ ス ト
ニコニコＢＯＸ

伊藤優市会場監督
それでこそロータリー
出席率100％ 会員58人中 出席者58人

吉倉司様
百瀬達夫(士別神社例大祭終了御礼)・佐藤元保(士別神社例大祭終了御礼)

累計 53,000円

●８月 3日（月） 普通例会･理事会
●８月10日（月） 普通例会
●８月17日（月） 特別休会
●21～23日(金-日) ライラーセミナー(帯広)
●８月24日（月） 普通例会
●８月31日（月） 夜間例会・役員会

●９月 7日（月） 普通例会･理事会
●12～13日(土-日) 2500地区大会(旭川)
●９月14日（月） 普通例会
●９月21日（月） 休会(敬老の日)
●９月28日（月） 普通例会・役員会

■ [会員増強及び拡大月間] ■ [新世代のための月間]

今日のプログラム

前回 （７月２７日） の記録 ・夜間例会

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／大野 裕一郎
副会長／福澤 丹治
幹 事／志村 孝幸

2009-2010年度国際ロータリーのテーマ
2009-2010年度ＲＩ会長 ジョン・ケニー

2009-2010年度士別ロータリーのテーマ

ロータリーを楽しく・学び・奉仕しよう
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■会務報告・・・・・・・・・・大野裕一郎会長

去る１４．１５．１６日の３日間に亘り士別神

社例大祭が挙行されました。本祭りの１５日は、

あいにくの､小雨模様でありましたが祭典委員長の

ご精進の賜物で、それほど雨にあたることも無く

終了致しました。百瀬祭典委員長始め、神社役員

並びに関係者の会員皆様、御奉仕大変ご苦労様で

した。

２２日は､故大塚勝人会員の４９日法事のお参り

に行って参りました。奥様も普段の生活に戻られ

ていましたが、「まだ主人が、ふと玄関から入っ

て来る様な気がしています｡」と話されておりまし

た。

また、２５日にはバンドの仲間たちと札幌で開

催されました「アリスコンサート」に行って来ま

した。勝人も傍で一緒にスタンディングし感動し

ている様な気がして、自然と涙が出て止まりませ

んでした。皆も一様に感じていたようです。

会員の中で、事業譲渡や定年退職によりクラブ

を退会される方もおられます。可能であれば、当

クラブに在籍して頂きたく願っているところであ

ります。ここで改めて、定款上の説明をさせて頂

きます。

士刷ロータリークラブ定款の第６条第３節 正

会員という条項には、ＲＩ定款第５条２節に定め

られ資格条件を有する者は、これを本クラブの正

会員に選ぶ事が出来る。となっています。

そこで、ＲＩ定款第５条第２節 クラブの構成

という条項を読みますと、(ａ)項：クラブは善良な

成人であって、職業上または地域社会で良い評判

を受けている正会員によって構成されるものとす

る。となっております。

そして、正会員の解説として、

(1) 正会員は、専門職務の持主、共同経営者、

法人役員、または支配人であること。

(2) 地方代理店または支店において、裁量の権

限ある管理職の重要な地位にあること。

(3) 上記に挙げたいかなる地位からも退職して

いること。

(4) 地域社会の活動に自ら参加することによっ

て、奉仕およびロータリーの綱領への献身を示し

た地域社会のリーダーであること。

(5) 理事会によって定義されている財団学友で

あること。

以上のことから「身分上の職業から退職」されて

も正会員の資格には、何ら問題の無いことを報告

させて頂きます。

このたび、北星信用金庫の専務理事でありまし

た阿達会員が先月の信金の通常総代会をもって定

年退職されました。今更申し上げるまでも無いの

ですが、士別信用金庫時代長年ご苦労され、地域

に存在価値のある金庫として、その発展に大きく

貢献されてきました。また、理事長として地域発

展と住民の生活安定の為、将来的な展望を持って

名寄信用金庫との対等合併を英断された方であり

ます。「退職後もロータリーに籍を置き皆様のお

役に立てれば」との思いの一端をありがたく承っ

ております。金融や事業相談、ファイナンシャル

相談等ありましたら、どうかお気軽にご相談戴き

たいと思います。

旧北海アサノコンクリート㈱の代表取締役であ

り、本年度は当クラブの副会長を務めて頂いてお

ります福澤会員が本日をもって退会する事になり

ました。残念な事態でありますが会社の都合上、

止むを得なきと理事会で苦渋の判断を致し了承い

たしました。入会以来４年間という短い期間であ

りましたが、キャリアあるＲＣ会員にも勝るとも

劣らない程で副会長として頼りにしておりました

だけに、非常に残念でなりません。今後も士別に

来られた折には是非、声を掛けて頂きたいと思い

ます。公私ともに大変お世話になり、誠にありが

とうございました。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事

1. ３回目のご案内に成りますが、９月１２日・

１３日旭川にて開催されます地区大会の参加申込

書を今回も各テーブルに置いてあります。地区へ

の登録締め切りは、本日迄と成っております。

※出席は基本的に両日に成りますが、都合上

１２日か１３日片方だけの出席でもかまいません。

※両日の士別から旭川への移動は、現在バスで

の移動を考えていますが、状況をみながら移動方

法を決めさせて頂きます。

※出席者には後日、１２日１３日の出席を確認



致します。

多くの皆さんの参加をお願い致します。

2. ８月のロータリーレートは１ドル９４円です。

3. ガバナー事務所より日本・台湾ロータリー親

善会議参加ツアーのご案内が届いております。

■新世代Ｐ委員会 ・・・・・・・山口哲雄委員長

当クラブでは、次世代を担う青少年をスポーツ

を通じて育成されている団体に毎年協賛金及び助

成金をそれぞれ贈呈させて頂いております。

今回、第２０回記念サフォークランド士別カッ

プ少年大会が7/31日～8/2日の３日間開催されます。

本日は、サフォークランド士別サッカークラブ

会長 吉倉司様、財団法人士別市体育協会々長並び

に士別スポーツ少年団本部本部長 岡田晃様、お二

方がお見えですので大野会長より贈呈させて頂き

ます。

お礼の言葉

吉倉司様

サフォークランド士別サッカークラブ会長の吉

倉です。本日は第２０回サフォークランド士別カッ

プ少年サッカー大会に心温まるご協賛金を頂きま

して大変ありがとうございます。協賛金に付きま

しては、選手の参加賞及び大会の運営費に使わせ

て頂きます。

この大会は平成２年に勝敗にはこだわらず、サッ

カーを通して選手・指導者・家族・スタッフが選

手たちと一緒に交流を深める事を目的に開催され、

今年で第２０回を迎えました。

今年の大会は愛知県三好町、静岡県裾野市を始

め全道各地から３２チーム６４０人が7/31日～8/2

日迄の３日間で９６試合の熱戦が天塩川サッカー

場にて繰り広げら

れます。地元士別

からは６年生を中

心にしたサフォー

ク、５年生を中心

にしたジャコブの2

チームが参加しま

すので、皆さんの

応援をお願い致し

ます。

また開会式には

士別ＲＣ大野会長

を始め会員の皆さんに是非ご出席頂きたいです。

簡単ですがお礼の言葉と致します。

岡田晃様

例えば、プロサッカーが国内で定着して来たの

は、吉倉会長ら、こうした地域の地道な活動が支

えているのだと思います。そしてその活動が２０

年を迎える事に大変うれしく、また今後ともご支

援をお願い致します。

また、少子化により、過去１，０００名を越え

た少年団も現在４３０名と激減している中、奈良

県で開催されるイ

ンターハイに翔雲

高校より８名の陸

上選手とウエイト

リフティング２名

が参加する事にな

り大変うれしく思

います。

現在、士別で開

催されているハー

フマラソン等歴史

有るスポーツイベ

ントが士別市において価値ある位置付けになって

きていますので、今後ともご理解とご支援を頂き

たいと思います。



■親睦活動家族委員会 ・・・・・・泉谷勇委員長

本日例会終了後やまもとにて、福澤会員の退会

送別会、阿達会員の退職お祝い、奈良会員、高山

会員の新入会員歓迎会を開催致しますので、多数

の参加をお願い致します。

■プログラム委員会 ・・・・・・佐藤元信委員長

今後の、各委員会の活動計画発表予定の変更の

ご連絡です。８月３日の出席委員会（藤吉敏博委

員長）、会員増強委員会（本山忠之委員長）、ロー

タリー情報委員会（千葉道夫委員長）に加え、財

団・米山奨学委員会（尾崎学委員長代行）にもお

願い致します。

お礼の言葉

阿達勇会員

この度６月１９日北星信用金庫専務を退任致し

ました。４４年間にわたりご支援頂きありがとう

ございました。今までは企業人として当クラブに

在籍致しておりましたが、今後は個人として貢献

していきたいと考えておりますので、よろしくお

願い致します。

福澤丹治会員

本日にて、ＲＣバッジを外す事となりました。

今から４年２ヶ月前、当時の千葉道夫会長と大野

幹事にお誘いを

頂き入会致しま

した。今思えば、

このＲＣ入会が

士別に来てから

の最大の収穫だっ

たと思っていま

す。私の士別で

の生活はＲＣと

共にあり、ＲＣ

は仕事と共にあ

りました。また、

入会した事により、より早く士別を知る事が出来

ました。１０月迄は士別に居ますがその後は札幌

に移ります。私にとって「ほっとする街」「忘れ

がたき街」士別、いつかまた来てみたいと想って

います。ありがとうございました。

泉谷親睦活動家族委員長の計らいにより、少し

気の早い誕生祝いですが、福澤副会長に記念品を

差し上げました。

於やまもと

福澤副会長いつまでもお元気で・・・・・

懇親会にて


