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地域を育み、大陸をつなぐ
2010 ～ 2011 年度 RI 会長　レイ・クリンギンスミス

商工会館
　　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／神田　英一　●副会長／若森　　孝
●幹　事／宮崎　隆雄

第 2389 回例会　２０10 年 7 月 5 日（月）

本日のプログラム ・普通例会・理事会

司 会　伊藤優市会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　出席率 100%　会員 56 名中　出席者 56 名＋婦人 12 名
本 日 の 欠 席　

メークアップ　
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　大野裕一郎（会長退任）（葬儀お礼）
　　　　　　　  志村孝幸（幹事退任）
　　　　　　　  野﨑英男（長年のお礼）
　　　　　　　  佐藤元信（長女結婚祝い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

累計 442,400 円

例　会　予　定
●７月例会日
　　７月   5 日（月）　例会・理事会
　　７月 12 日（月）　例会
　　７月 19 日（月）　休会（法定休日：海の日）
　　７月 26 日（月）　夜間例会

士別ＲＣテーマ ：
　　「ロータリーを見つめ、明日の地域へつなごう」

・最終夜間例会 ( 夫婦同伴例会 )
前回（６月28日）の記録

●８月例会日
　　８月   3 日（火）　ガバナー公式訪問例会
　　８月   9 日（月）　例会・理事会
　　８月 16 日（月）　特別休会
　　８月 23 日（月）　例会
　　８月 30 日（月）　夜間例会



■会務報告　大野裕一郎会長
　“皆さん、こんばんは '' 会務報告をさせて
頂く前に、一言お礼の言葉を述べさせて頂き
ます。
この度、父 : 忠義の葬儀に際しましては、大
変ご多用のところにもかかわらず、お参り頂
きまた、当クラブや会員の皆様から過分なる
ご香料、ご供花、ご供物などを賜り、お陰さ
まをもちまして盛大なる葬儀、告別式を挙行
して頂きました。
特に、中村会員や千葉会員を始め多くのメン
バーの方々に御尽力を賜りましたこと、改め
て心より感謝、御礼申し上げる次第です。
父も当クラブの名誉会員として、創立 50 周
年記念式典が、無事成功裏に終了することを
心待ちにしていました。
容態が悪化する直前まで、私からの報告を笑
顔で聞き「よかったな」と言ってくれました。
おそらく、安堵して旅立たれた事と思います。
父が生前中賜りましたご交誼、ご厚情を衷心
より感謝し、お礼の言葉に代えさせて頂きま
す。誠に、ありがとうございました。

１．先々週 14 日に記念誌編纂部会の会合が
開催され志村幹事と共に出席してきまし
た。
佐藤元信部会長のもと、菅原、渡辺、汐川、
今井、宮崎会員など熟練メンバーの方々が、
揃い踏みです。
50 年の節目に相応しい記念誌の編纂に向
け協議を開始して頂いております。

２．永年、当クラブの会員として活動して頂
きました野﨑英男会員が本日をもって退会
することになりました。
野﨑会員は、平成 8 年 10 月に入会以来職
業分類、新世代 P、社会奉仕など各委員長
を歴任し平成 18 年度には、クラブ副会長
として活躍され次期クラブ会長をお願いす
る処でもありましたが非常に残念でありま
す。
本日、出席しご挨拶をして頂く予定でした
が、士別を離れ帯広に行く準備等で欠席と

なりました。
ご挨拶状を承っておりますので後程、ご披
露致します。

　この会務報告も 41 回の例会日を迎え、110
項目になりました。
顧みますと昨年の7月6日:初例会がガバナー
公式訪問という公式行事で始まりました。
その後、恒常的活動のほかインドネシアの
方々との GSE( 研究グループ交換）、ロータ
リー塾の開講、創立 50 周年記念式典などの
事業を、皆さんの絶大なるご理解とご協力、
ご尽力を賜りながら活動して参りました。
山本信男ガバナーの言葉を借りれば「士別に
始まり、士別で終わりました」と感慨深く語っ
ておられました。
まさに士別 RC の「公式訪問に始まり、創立
50 周年記念式典で終わりました」と言って
くれている事が、当クラブとして大変光栄で
あると同時に嬉しく共感した次第です。
この一年間皆様には、ご協力、ご尽力を賜り、
また先般の周年事業では、奥様方にもお手伝
いを賜りました。改めて、心より感謝、御礼
申し上げます。
私自身、多いに成長させて頂いた一年であり、
忘れる事の無い年度になりました。
私にとってロータリーとは、「すばらしい仲
間達と新たな出会い、そして良き友が増えた」
ことです。
私にとってロータリーの魅力とは、「夢や希
望を形にする処でもあり、してくれる処でも
ある」のです。
今夕は、同伴例会として親睦活動家族委員会
が企画をして頂いております。
創立 50 周年記念式典の、ご苦労さんも含め
一年間の慰労の席であり、また次年度「神田
丸」が出航する激励壮行会でもあります。
どうか皆さん、明日への夢と希望あふれる宴
にして頂きたいと思います。
一年間、志村幹事を始め役員、理事、委員長
そして委員の皆様、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．本日の例会にて出席委員会事業計画の「年

間例会出席 100％達成会員」へ記念品贈呈
を致します。
例会以外にも、PETS、地区協議会・地区
大会・ＩＭ、更には、本年度は当会の創立
50 周年記念があり、会員の皆様には多く
の事業に参加頂き、誠にありがとうござい
ました。
なお、本年度の年間出席率は 88.2％と成っ
ております。

２．皆様にご尽力頂きました、米山に対する
募金は、5,400 円の募金が集まりました。
本年度は大野会長、織戸直前会長が米山財
団に特別寄付を致しますので、合わせて米
山財団に送金をさせて頂きます。ありがと
うございました。

３．本日が私からの最後の幹事報告となりま
すが、本年度の決算が出来次第、理事会を
開催し皆様へご報告を致しますのでよろし
くお願いします。

４．名寄ロータリークラブより、７月、８月
の例会予定、５月、６月の会報が届いてお
ります。資料台に置いておりますので、ご
観覧下さい。

　1 年間、会長をはじめ会員に支えられ、41
回の例会、幹事報告や多くの事業を無事に終
了することができました。いたらぬ点は多く
あったかと思いますが、皆様のご支援、ご協
力、アドバイスを頂き、感謝と御礼を申し上
げます。ありがとうございました。
以上、幹事報告並びに本年度のお礼と致しま
す。

■会場監督　伊藤優市会場監督 

　今年度一年間、大野会長のもと会場監督を
努めさせて頂きました。
初めは不安で一杯でありましたが、会員の皆
様方のご協力で無事に終えることが出来まし
た、一年間ありがとうございました。

■次年度報告　宮崎隆雄幹事
１．次週よりいよいよ次年度がスタート致し

ます。次年度も毎月第１例会終了後定例理
事会とさせて頂きます。次週 7 月５日 ( 月 )
第１例会終了後第３回理事会を開催致しま
すので 理事者におかれましては出席を賜
りますようお願い申し上げます。尚、都合
で欠席の理事の方は事前にご連絡頂けます
ようお願い申し上げます。

２．先週の例会時にご案内致しました新入会
員、 株式会社かしの木　代表取締役　鈴木
勉氏の件でございます。本日迄異議申立て
等御座いませんので会員皆様のご承認を頂
いたとし、７月５日 ( 月 ) を正式入会日と
させて頂きます。尚、委員会配属は親睦家
族活動委員会の予定でございます。よろし
くお願い致します。

３．続けて、新入会員についてでございます。
先程、臨時理事会におきまして、日本甜菜
製糖株式会社士別営業所　取締役所長　佐
藤和彦氏の承認を頂きましたのでご報告致
します。次週例会時迄に異議申し立てがな
ければ、７月５日 ( 月 ) を正式入会日とさ
せて頂く予定でございます。尚、委員会配
属は、親睦活動家族委員会の予定でござい
ます、よろしくお願い致します。

４．士別市政経懇話会「ひぶな会」への入会
案内 が来ております。「ひぶな会」とは市
長を会長に現在２８名で構成されＲＣメン
バーも６名在籍されており、市内の各団体・
企業が相互の情報交換と交流を図る目的の
団体です。先程の臨時理事会にて承認を頂
きましたのでご報告致します。

■その他の報告
●次年度社会奉仕委員会　加藤　博委員長
　ふれあい広場会券 30 枚を本日を持ち無事
に捌く事ができました。皆様のご協力に改め
て感謝申し上げます。また、国際ソロプチミ
スト会券 10 枚、が着ておりますのでご協力
をお願いします。



●記念誌編纂部会　佐藤元信部会長
　本日から記念誌に載せます会員の写真を撮
影しております。来週の例会にも撮影します
のでご協力をお願い致します。また、過去
10 年間の会長経験者に原稿を依頼しており
ます。本日が締め切りとなっておりますので、
早急に原稿の提出をお願い致します。

●ゴルフ同好会　本山忠之会員
　先週、7 月 11 日か 25 日で人数の多い日に
開催の予定でしたが、25 日はゴルフ場が取
れないので、11 日に開催します。

●出席委員会　藤吉敏博委員長
　本年度 100％例会出席者の報告。
阿達　勇、泉谷　勇 、伊藤優市、大野裕一郎、
岡田　晃、尾崎　学、織戸俊二、神田英一、
北村浩史、輿水広志、坂口芳一、佐藤元信、
佐藤安司、志村孝幸、菅原清人、武田　修、
近井孝義、千葉繁夫、中村徹雄、奈良康弘、
野﨑英男、藤吉敏博、松塚信雄、三野博司、
宮崎隆雄、本山忠之、百瀬達夫、山口哲雄、
山本　榮、若森　 孝 、 宮田喜久三郎

●バッチ交換
　大野会長より神田会長エレクトへ

●次期会長　神田英一会長より一言
　本日は今年度最後の例会に、何時もご理解
とご協力をいただいております奥様のご出席
をいただきありがとうございます。クラブに
とって節目となる 50 周年を迎えた今年度、

式典の準備会から本日まで強いリーダーシッ
プを発揮して我々をリードしていただいた大
野会長に敬意と感謝を申し上げます。そして
よく補佐していただいた志村幹事にも心から
感謝いたします。1 年間大変ご苦労様でした。
ただいま士別 RC の会長バッヂをつけていた
だき、身の引き締まるおもいであります。次
の 100 年に向けて 1 年をつないで行く重さも
感じますが、楽しみを強く感じております。
1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。

●懇親会（夫婦同伴例会）創立 50 周年記念
　　副実行委員長佐藤安司会員
　　　　　　の乾杯の挨拶で懇親会スタート


