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地域を育み、大陸をつなぐ

No. 2309

商工会館
画／百瀬達夫

2010 ～ 2011 年度 RI 会長 レイ・クリンギンスミス

●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
士別ＲＣテーマ ：
孝
「ロータリーを見つめ、明日の地域へつなごう」 ●会 長／神田 英一 ●副会長／若森
●幹 事／宮崎 隆雄

第 2390 回例会
本日のプログラム

２０10 年 7 月 12 日（月）

・普通例会・ゲスト卓話 ( 士別市役所保険福祉部こども・子育て応援室 室長 池田文紀氏 )

前回（7 月 5 日）の記録
・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

本山忠之会場監督
奉仕の理想
出席率 80% 会員 55 名中 出席者 44 名
黒田康敬、佐藤和彦、中川涼一、鍋島 秀、野
今井 裕、深尾幸夫、福島栄三、宮田喜久三郎

英俊、川橋勝美、西條輝光、

神田英一（会長就任）、若森 孝（副会長就任）、宮崎隆雄（幹事就任）
佐藤元信（ガバナー補佐就任）、千葉繁夫（ふれあい広場終了御礼）
藤吉敏博（誕生祝い）
泉谷 勇（誕生祝い）（6/28 夜間最終例会・夫婦同伴例会終了御礼）
累計 36,000 円

例

会

●７月例会日
７月 5 日（月）
７月 12 日（月）
７月 19 日（月）
７月 26 日（月）

例会・理事会
例会
休会（法定休日：海の日）
夜間例会

予 定
●８月例会日
８月 3 日（火）
８月 9 日（月）
８月 16 日（月）
８月 23 日（月）
８月 30 日（月）

ガバナー公式訪問例会
例会・理事会
特別休会
例会
夜間例会

■会務報告

神田英一会長

昨年度創立 50 周年を迎えた伝統と歴史あ
る士別 RC の 2010 年～ 2011 年会長を務めさ
せていただきます、どうぞ宜しくお願いいた

３．ロータリー塾でロータリーを学び、ロー
タリーとともにこの地域を育んで行きま
しょう。
４．10 月 3 日帯広へ皆さんと行きましょう。

します。ここに立ちますと緊張し責任を感じ
報告事項

ております。
今年度国際ロータリー会長はレイ・クリン

１．本日から新たに二人の新しい仲間を迎え

ギンスミス会長です。アメリカ合衆国ミズー

ることが出来ました。後ほど入会式をい

リ州カークスビルの弁護士です。ロータリー

たしますが、宜しくお願いいたします。

財団国際親善奨学生として、南アフリカの

２．3 日 4 日ふれあい広場 2010 が今年も多

ケープタウン大学へ留学の経歴をお持ちで

くのボランティアの協力のもと開催され

す。RI テーマはロータリーの外にいる人々

ました。クラブから加藤社会奉仕委員長

にも私たちの目的が分かり、ロータリアンに

はじめ委員会メンバー外ご協力いただい

とっても会員であることを誇りに思えるよう

たメンバーは大変ご苦労様でした。今年

な言葉として「地域を育み、大陸をつなぐ」

もロータリーはステージと展示の係りで、

をテーマと定められました。

スムーズな運営に協力していただきまし

第 2500 地区ガバナーは帯広西 RC の柴田

た。

和明ガバナーです。地区のテーマは「職業

３．3 日に第 2 分区会長幹事懇談会が佐藤元

倫理を育み地域社会に ロータリーを生かそ

信ガバナー補佐の下、士別で開催されま

う」。

した。ガバナー公式訪問、会員増強セミ

地区強調事項

1. 職業倫理の推進 2. 会員増

ナー ( 委員長は

名寄 RC 坂田さん ) の開

強・退会防止 3. ロータリー財団 ( ポリオ ) の

催、合同例会の検討などを話し合いまし

支援 4. 米山記念奨学会に協力 5. 自然環境保

た。

全です。

４．ロータリー情報委員長は竹内会員にお

8 月 3 日火曜日ガバナー公式訪問がござい

願いしておりましたが、健康上の都合で

ます。RI のテーマ、地区のテーマ、活動方

6 月に退会されました。そこで 6 月の理

針のお話がいただけると思います。

事会で委員であります大野直前会長がお

士別 RC もテーマにそって「ロータリーを

引き受けいただき決定いたしております。

見つめ、明日の地域へつなごう」をテーマと

又佐藤安司会員をロータリー情報委員会

いたしました。ロータリーを知り、ロータリー

に変更させていただきました。急なこと

の存在と価値を認識し、ロータリーの奉仕の

ですが宜しくお願いいたします。

精神をもってこの地域で暮らし、奉仕の機会
を得ることが大切と考えます。

５．6 月に国際ソロプチミスト士別黒田みか
会長外 2 名、7 月 1 日に士別ライオンズク
ラブ島田勝美会長外 2 名の就任のご挨拶

活動方針を 4 つ掲げました。

をいただきました。今年もパークゴルフ、

１．ロータリーの仲間を大切に退会者を出さ

ゴルフを通じて親睦を深め行きたいと考

ないよう心がける。

えております。

２．ロータリーにとって毎週の例会は最も
大切です。プログラム委員会と協力し創

本年度 1 年間会員皆様と、健康で事故無く過

意工夫で休めない例会に出来ればと考え

ごせますよう願っております。また 1 年間ご

ます。

協力とご支援をいただけますよう宜しくお願
い申し上げます。

■幹事報告

宮崎隆雄幹事

広場に会長、幹事、委員会メンバーと参加し

いよいよ、2010 ～ 2011 年度が始まりまし

て参りました。ステージ担当との事でしたが、

た。皆様のご指導ご協力を頂きながら努めさ

ステージ以外にも様々な作業をさせて頂きま

せて頂きます。よろしくお願い致します。

した。また、ソロプチミストの会券の件です

１．本日例会終了後、理事会を開催致します

が、おかげさまで完売致しましたのでご報告

ので、理事者の方の出席をお願い致しま

致します。ありがとうございました。

す。

●プログラム委員会

２．先週ご案内致しました、新入会員、日

泉谷

勇委員長

来週の例会はゲスト卓話を開催致します。

甜所長の佐藤和彦氏の件でございますが、 士別市役所保険福祉部こども・子育て応援室
本日まで異議申立等がございませんので 室長 池田文紀様をお迎えしての卓話となり
会員皆様のご承認を頂いたとし、本日を ますので、多くの会員の出席をお願い致しま
す。
正式に入会日とさせて頂きます。
ただ、ご本人は赴任早々で暫くの間、大 ■その他の報告
変お忙しいとの事で、今月の夜間例会頃、 ●創立 50 周年記念 記念事業部会 北村浩史部会長
6 月 29 日に大野前会長、志村前幹事、北
ご出席頂ける予定です。
３．「ロータリーの友」「ガバナー月信」の 7

村部会長で市立士別図書館の士別ロータリー

月号が届いております。本年度も各テー

文庫へ、通年の寄贈に加え 50 周年の記念事

ブルに配布しましたので、活動計画書と

業分と合わせて 10 万円分の本の寄贈をして

あわせてお持ち帰り下さい。

参りました。また、もう一つの記念事業とし

■副会長就任挨拶

若森

孝副会長

て市立保育所への遊具寄贈がありますが、現

今年度副会長の大役を仰せつかりました。 在、士別市の担当者と打合せ中でございます
神田会長の下、会員皆様のご協力を頂きなが ので、寄贈遊具の内容がわかり次第、ご報告
ら努めさせて頂きたいと思いますので、よろ

致します。

しくお願い致します。

●パークゴルフ同好会

■新入会員紹介

鈴木

勉会員

ご紹介頂きました鈴木勉です。鈴木建設の

山本俊一会員

今年度のパークゴルフ同好会の会員は本日
入会致しました鈴木勉会員を入れて 25 名と

代表でもありますが、入会に当たりましては、 なりました。つきましては、第 2 回例会を 7
5 年目の ｢かしの木｣ 代表での入会とさせて 月 10 日 ( 土 )、午後 1 時集合、場所は多寄農
頂きました。趣味は釣りで自然の中で釣りを

村広場パークゴルフ場で開催致しますので、

していると非常に気が休まり、日々の疲れを

多くの会員の参加をお願い致します。

取って健康管理に努めております。歴史のあ
るロータリークラブにこの度入会することに

★今月 (7 月 ) の誕生祝い

成りましたので、少しでも力になれるよう努
力して参りますので、よろしくお願い致します。

■委員会報告
●社会奉仕委員会

加藤

博委員長

7 月 3・4 日に開催致しました、ふれあい

藤吉敏博会員・泉谷

勇会員

