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第２３６１回例会 ２００９年１１月２日（月）

・普通例会・理事会

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％

鍋島秀(誕生祝)・竹内栄一(孫大学合格)・本山忠之(ＲＣゴルフ優勝)

累計 123,400円

●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

●12月 7日（月） 普通例会･年次総会･理事会

●12月14日（月） ファミリーパーティー

●12月21日（月） 普通例会・役員会

●12月28日（月） 特別休会

■ [ロータリー財団月間] ■ [家族月間]

今日のプログラム

前回 （１０月２６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
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

過日、福澤氏より旧アサコン事務所の備品を寄

贈して頂きました。ロータリールーム(西條会員宅)

で活用いたします。

１９日、午後６時より「ロータリー塾」を開講

致しました。講師には、２５００地区の草島職業

奉仕委員長が「ロータリーの職業奉仕」について、

「売主・買主・社会の三方が皆、喜ぶ商いを志す

べし」と又「四つのテスト」を交えながら解説し

て頂き、その後の親睦会でも結構楽しく３次会ま

で続きました。菊地職業奉仕委員長始め各関係委

員長、会員の皆様大変ありがとうございました。

第２段の企画を楽しみにしています。

２２日、午後６時より創立５０周年実行委員会

の「三役会」を西條会員の店舗で開催し、今後の

タイムスケジュールや組織部会の役割、式典規模、

予算組の概要を協議しました。来月の「理事会」

「実行委員会」でそれぞれの関係事項を決定し進

めてまいります。尚、「５０周年実行委員会組織

表」は来月第１例会にて皆様に発表致したいと思

います。

先週もお話致しましたが、新型インフルエンザ

が市内で多発しております。２０日にインフルエ

ンザ警報が発令されました。本日は、感染予防と

予防接種等について、鍋島先生からお話しをして

頂きますので宜しくお願致します。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事

1. パスト会長会、総会を１０月３０日(金)に開催

致しますので、出席義務者会員はご出席頂きます

ようお願いいたします。また、出欠の有無は１０

月２８日迄と成っております。

2. 本日、第１回目の創立５０周年実行委員会、

開催のご案内を出席義務者に配布させて頂きまし

た。開催日は１１月１１日(水)午後６時より士別グ

ランドホテルにて開催致します。出欠の有無に付

きましては、１１月９日(月)で御座います。

3. １１月のロータリーレートは１ドル、９０円

とガバナー事務所よりご案内が来ております。

4. 米山学友会北海道より会報が届いております。

5. 来週、１１月２日(月)の例会終了後、理事会を

開催致します。

■プログラム委員会・・・・・・佐藤元信委員長

新型インフルエンザが道内で急激に感染者を増

加させて居り、士別市内でも子供を中心に感染者

が広がり、多くの学校で休校措置が取られており

ます。今後、通常でも感染期と言われている時期

に入るに当たって、自分が感染したら或いは身近

に感染者が出たらどう対処すれば良いのか、不安

がつのるばかりです。

そこで、今月初めにも市民向けに講演頂いた鍋

島会員に、少しでも心の準備が出来ます様に専門

家の立場から色々と教えて頂ければと思い、急遽

お願いした所です。

出来るだけ早い方が良いと思い本日実施とさせ

て頂きました。

鍋島会員には大変ご苦労をお掛けしますが、宜

しくお願い致します。

●会員卓話・・・・・・・・・・・鍋島秀会員

プロジェクターにより解かり易いお話しを頂きま

した。以下、抜粋掲載

インフルエンザウイルスは、大きさ１００ナノ

メートル (１０，０００個で１mm)

インフルエンザは、発熱が症状として出やすい

ウイルスは、８時間で１００倍に増えるので１

日で１００万個に増殖し、この頃発症する。

今回のウイルスは感染から２日以内に発症して

いる。

※流行前の対策

. ワクチンの接種 (効果は５カ月間・持続する追

加接種により抗体産生能力は増強する・重症化の

防止に役立つ）

※流行時の対策

1. 免疫力を維持・高める為に、睡眠・休養をと

る。基礎疾患のある方は十分な管理が必要。

2. 人との接触の機会を減らす。人ごみを避ける

3. マスクの着用。感染者の場合は飛沫の広がり

を防ぐ。非感染者の場合は吸気を加湿・加温して

気管粘膜を防御する

4. 帰宅後の手洗いの励行 (ウイルスは穴あきに

弱い・手の消毒薬は有効) 手に付着したウイルス

は１５分～３０分で死ぬ。プラスチック・金属な

どでは２４～４８時間生きている

5. うがい 効果不明

第４回ＲＣゴルフ同好会成績 10月10日(土)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 本山忠之 37 43 80 9 71

準優勝 近井孝義 53 58 111 33 78

１位 深尾幸夫 50 48 98 19 79

２位 千葉道夫 53 49 102 23 79

３位 阿達 勇 45 52 97 16 81

４位 佐藤元信 50 45 95 13 82

５位 神田英一 50 46 96 13 83

５位 武田 修 55 59 114 29 85

５位 大野裕一郎 58 57 115 28 87

ＢＢ 國森和麿 50 51 101 11 90

ＢＭ 志村孝幸 65 67 132 25 107


