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第２３５８回例会 ２００９年１０月５日（月）

・普通例会
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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
奉仕の理想
出席率 71.9％ 会員 57人中 出席者 41人 修正 84.2％
井上建雄・加藤博・北村浩史・黒田康敬・竹内栄一・千葉繁夫・鍋島秀・日沼政和・山本

榮・吉川紀雄・渡辺正一・菊地博・中川涼一・汐川泰晴・宮田喜久三郎・今井裕

大野裕一郎・志村孝幸・宮崎隆雄・近井孝義・谷温恵・織戸俊二・北村浩史・千葉繁夫

(「人の波・旗の波」参加)

織戸俊二 (ＰＧ個人・団体優勝)・福島栄三 (ＰＧ会長賞)・野英俊 (誕生日)・坂野虎渓 (子

供結婚)

累計 105,400円

●10月 5日（月） 普通例会・理事会

●10月12日（月） 休会(体育の日)

●10月19日（月） 普通例会

●10月26日（月） 夜間例会・役員会

●11月 2日（月） 普通例会・理事会

●11月 9日（月） 普通例会

●11月16日（月） 普通例会

●11月23日（月） 休会(勤労感謝の日)

●11月30日（月） 夜間例会・役員会

■ [職業奉仕月間･米山月間] ■ [ロータリー財団月間]

今日のプログラム

前回 （９月２８日） の記録 ・普通例会・臨時総会

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
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

１８日の午前９時４５分から１０時３０分まで

「人の波・旗の波」作戦で秋の交通安全キャンペー

ンが執り行われました。大勢の方々が交通安全の

旗を持って、沿道に並列している光景は圧巻であ

り、その効果は大きいと感じました。

同日午後６時より、ここグランドホテルにて坂

野会員、ご長男亮宗君の結婚祝賀会が開催され、

多くの方々が祝福され、大変盛会でありました。

２４日は３クラブの交流ＰＧ大会に出席してま

いりました。個人戦では織戸直前会長が見事優勝

し、団体戦の２連覇に大きく貢献しました。

２５日、午後１時３０分より共同募金士別支会

の役員会に出席して来ました。本年も赤い羽根募

金が１０月１日から１２月３１日までの期間、全

国一斉にスタートします。当市の目標額は、６百

万円だそうですが、いくら集めるかではなく「誰

かの役に立ちたい」という、やさしい気持ちを一

人でも多くの人に、広げる事だと考えます。当ク

ラブも担当委員会にて、例会会場前にて実施する

予定であります。ご理解ご協力をお願致します。

２６日、午後５時よりＲＩ３４００地区インド

ネシアＧＳＥチームの「お別れパーティー」がロ

ワジールホテル旭川で開催され、志村幹事と共に

出席してきました。団長が「楽しい日々と多くの

事を研修させて頂きました。ありがとうございま

した。」と謝辞を述べておりました。閉会後、テ

ンクルという儀式用の肩掛けを頂きました。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事

1. １０月５日（月）の第１例会前に、赤い羽根

募金を社会奉仕委員会が行います。

2. ライラーセミナー研修生報告会を、１０月５

日（月）の第１例会で行います。

3. 兵庫県西部豪雨（20,100円）・台湾台風（4,10

0円）、両災害被害者への義援金をガバナー事務所

に送りました。

4. ガバナー事務所よりＧＳＥ受入の御礼、地区

大会終了の御礼、つくも園『ふれあい青空祭』終

了の文書が届いております。

5. 例会終了後、役員会を行います。

■臨時総会・・・・・・・・・・大野裕一郎会長

協議事項：士別ロータリークラブ定款並びに細則

の改正について

●士別ＲＣ定款第18条 第1節により、本定款の改

正を提案するものです。

本定款の改正は、「本文第２節に規定されてい

る場合を除き、規定審議会によってのみ改正でき

る。」と規定されています。よって、規定審議会

でのクラブ定款の改正は自動的に、すべてのＲＣ

で採択されているクラブ定款の一部となるもので

す。しかしながら当クラブ定款は、２００４年度・

２００７年度の規定審議会における改正において

自動的に採択されていませんでしたので、本日、

この定款改正を提案させて頂きました。拍手をもっ

てご承認を戴きたいと思います。（満場拍手）

●士別ＲＣ細則の改正をご提案致します。

只今、本定款の改正を承認して頂きました事に

より、新設条項、改訂や追記、重複字句の削除、

表現の容易性、簡潔性、柔軟性、を求めたもので

あります。唯一、当クラブ独自案として、考案新

設した節文は、第６条の第３節であります。それ

以外は「標準ＲＣ細則」と「従来の本クラブ細則」

を基準とし字句の訂正、削除、表現の容易性を指

向したものであります。挙手をもってご承認を戴

きたいと思います。(全員挙手)

クラブ細則第１４条によりまして士別ＲＣ定款、

細則の改正案は了承されました。施行日は１０月

５日の理事会報告確認後とさせて頂きます。

■パークゴルフ同好会・・・・・・織戸俊二会員

２４日の３クラブの交流ＰＧ大会に１２名の参

加を頂き、個人・団体の優勝をして来ました。

■ゴルフ同好会・・・・・・・・・國森和麿会員

次回ゴルフコンペの登録締め切りが迫っており

ます。ご確認のうえ奮って参加ください。

■お礼・・・・・・・・・・・・・坂野虎渓会員

当寺副住職の結婚祝賀会に出席頂きありがとう

ございます。若い二人もまた郷土愛を持って成長

するよう指導してまいります。

●パークゴルフ同好会成績 9月17日(木)

●３クラブパークゴルフ交流会成績 9月24日(木)

順位 氏名 サフォーク ジャコブ 計

優勝 織戸俊二 ２３ ２５ ４８

１位 坂口芳一 ２７ ２５ ５２

２位 武田 修 ２６ ２７ ５３

３位 福澤丹治 ２５ ２９ ５４

４位 神田英一 ２８ ２７ ５５

５位 千葉道夫 ２６ ３１ ５７

６位 近井孝義 ２８ ３１ ５９

７位 福島栄三 ２７ ３３ ６０

８位 山本俊一 ３０ ３２ ６２

９位 大野裕一郎 ３２ ３２ ６４

10位 高山 稔 ３３ ３２ ６５

11位 志村孝幸 ３２ ３３ ６５

順位 氏名 サフォーク ジャコブ 計

優勝 織戸俊二 ２２ ２４ ４６

１位 武田 修 ２４ ２７ ５１

２位 坂口芳一 ２９ ２５ ５４

計８名参加 以下省略

ホールインワン ジャコブコース９番 山本俊一


