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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 2407 回例会　２０10 年 12 月 13 日（月）

本日のプログラム ・ファミリーパーティー

司 会　本山忠之会場監督
斉 唱　それでこそロータリー
本 日 の 出 席　会員 55名中　出席者 42名　出席率 76.3%　修正 85.4%
本 日 の 欠 席　今井　裕、川橋勝美、北村浩史、國森和麿、黒田康敬、近井孝義、中川涼一、
　　　　　　　鍋島　秀、奈良康弘、野　英俊、深尾幸夫、吉川紀雄、宮田喜久三郎

メークアップ　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　神田英一 ( 長男御結婚式終了 )
　 　 　 　 　　菅原清人、佐藤元保、坂野虎渓、岡田　晃、渡辺正一 ( 結婚祝い )
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計 185,000 円

例　会　予　定
● 12月例会日（家族月間）
　　12 月   ６日（月）　例会・年次総会・理事会
　　12 月 13 日（月）　ファミリーパーティー
　　12 月 20 日（月）　例会
　　12 月 27 日（月）　特別休会

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」

・例会・年次総会・理事会
前回（12月6日）の記録

●１月例会日（ロータリー理解推進月間）
　　１月   ３日（月）　特別休会
　　１月 10 日（月）　休会（法定休日：成人の日）
　　１月 17 日（月）　夜間例会・理事会 
　　１月 24 日（月）　例会
　　１月 31 日（月）　例会



■会務報告　神田英一会長
師走をむかえ、今月も徒競走のように過ぎて
いくような気配がいたします。
会員の皆様には、事業はもとより気忙しいこ
とと思いますが、出る機会も多い時期です、
体には十分注意をしていただきたいと思いま
す。
●１１月３０日、田苅子前士別市長が受賞さ
れました旭日小綬章受賞祝賀会に出席してま
いりました。クラブの会員も多く出席してお
り、あらためて前市長の功績に対し敬意を表
するしだいです。
●１２月４日、私の長男が結婚式をあげまし
た。本来であれば会員の皆様に案内を差し上
げるべきところですが、失礼をさせていただ
きました。身近な親族と友人に囲まれての婚
礼でした。披露宴は形どおりの挨拶はなく、
友人の乾杯からスタートしまして、二人で
色々考えたんでしょう、和やかで親としまし
ては幸せを感じさせていただきました。
●先週川橋会員から連絡をいただき、まだし
ばらくは欠席させてもらうとのことでした。
無理のないところで出席をお願いいたしまし
た。
●来週は、士別 RC の最も大事な事業で、家
族の皆様に感謝すると伴に楽しんでいただき
ますファミリーパーティーです。親睦活動家
族委員会佐藤委員長はじめ委員会の皆様には
お世話になります。宜しくお願いいたします。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．本日例会終了後、理事会を開催致します

ので、理事の皆様のご出席をお願い致しま
す。また、オブザーバーとして、親睦活動
家族委員会、佐藤元保委員長の出席もお願
い致します。

２．国際ロータリー第 2500 地区ガバナー事
務所より、2011 年 RI 国際大会プログラム
とご案内 DVD が届いております。資料台
に置いてございますのでご観覧下さい。

３．国際ロータリーよりロータリーの友 12
月号、ガバナー事務所より、ガバナー月信
第 6 号が届いておりますので、各自お持ち
帰り頂けますようお願い致します。

４．下川 RC と美深 RC より、11 月の会報と
12 月の例会案内が届いております。資料
台に置いてございますのでご観覧下さい。

◆　年 次 総 会　◆
1. 開会宣言（本山忠之 SAA）
只今より、年次総会を開会いたします。
2. 総会
クラブ細則第４条第１節に従い、会長の私が
議長を務めさせて頂きます。

（議長）本日の年次総会は、定款第６条第２
節並びに細則第５条第１節に定める次年度の
役員及び理事の選挙をするものです。最初に
定足数の確認をする為、出席報告をお願致し
ます。
◎定足数報告（山口出席委員長）
会員 55 名中出席 42 名出席率 76.3％です。

（議長）会員総数の三分の一を超えています
ので、クラブ細則第５条第３節により本総会
は成立致します。
クラブ細則第３条第１節に従い会長ノミ
ニー、副会長、幹事、会計及び６名の理事を
選出したいと思います。先月の第一例会にお
きまして、設置されました指名委員会から候
補者を挙げて頂きたいと思います。菅原指名
委員会委員長お願い致します。
◎候補者発表（菅原指名委員会委員長）
それでは、指名委員会を代表して候補者を発
表致します。
● 次年度役員
会長ノミニー：尾崎　学会員
副会長：藤吉敏博会員
幹　事：伊藤優市会員
会　計：奈良康弘会員
● 次年度理事
織戸俊二会員・三野博司会員・汐川泰晴会員
山口哲雄会員・山本俊一会員・北村浩史会員



以上です。
（議長）ありがとうございました。
慣例により簡略化し、皆様の拍手によりご承
認を戴きたいと思います。ご異議がなければ
拍手をお願致します。（満場の拍手）
過半数以上 ( 出席者全員 ) の拍手があったも
のと認め決定させて頂きます。
尚、クラブ細則第３条第２節に従い、只今決
定しました次年度役員並びに理事に直前会長
を加えまして、１週間以内に次年度理事会を
開催し会場監督を選任し、次回例会にてご報
告戴けますようお願致します。
今回の選考に当たり、パスト会長会の皆様に
大変お世話に成りましたことを改めて御礼申
し上げます。
●慶弔規定の改訂について
慶弔規定案につきましては、11 月 1 日 ( 月 )
の理事会にて審議し承認を頂きました内容に
なります。
現在の 2 項目 ｢慶事、不幸事｣ を 5 項目 ｢慶事、
弔事、見舞、災害、その他の事項｣ に改訂。
◎慶事につきましては、⑴金婚式を結婚記念
日に改訂。⑵変更無し⑶連続して 12 ヶ月以
上を年度ごとに改訂。⑷会長、親睦活動委員
長発議によりを会長の発議によりに改訂。
◎弔事につきましては、⑴会長、親睦活動委
員長弔問を会長、幹事弔問に改訂。⑵会員が
喪主で同居家族（配偶者、父母、子供）の
場合は弔電と香典 10,000 円と供花をそえる。
を会員の配偶者、会員の一親等の親族の死亡
の際は香典 10,000 円と弔電及び供花等を供
える。に改訂。⑶元会員でクラブに在籍 10 
年以上で市内に居住している元会員及び配偶
者に香典、弔電、供花をそえる。を市内に居
住している元会員の死亡の際は香典 5,000 円
供える。に改訂。
◎見舞につきましては、会員が病気に罹り、
例会欠席４回を越える場合、見舞金品（10,000 
円）を贈りお見舞をする。を会員が傷病によ
り、２週間を超える入院の場合見舞金 10,000
円を贈る。に改訂。
◎災害につきましては、会長、親睦活動委員

長の発議により、を会長の発議によりに改訂。
◎その他の事項につきましては、その他の慶
弔につきましては理事会において協議決定を
する。を追加。
ご意見、ご異議がありませんのでこの慶弔規
定案を承認決定いたします。本日からの施行
とさせていただきます。
以上を持ちまして年次総会を閉会いたしま
す。
3. （本山 SAA）
次年度会長の渡辺正一会員よりご挨拶をお願
致します。

■次年度会長　渡辺正一次年度会長
若い時に比べ最近は 90％考える力が無く
なってきています。しかし体力的にはまだま
だ大丈夫だと思っております。先ほどパスト
会長の菅原指名委員会委員長よりご報告があ
りました次年度の役員並びに理事の承認を本
日の総会に於いてご承認を頂き現在ほっとし
ているところでございます。ロータリー歴は
長いのですが、勉強不足ではありますが、会
員皆様のご協力があれば何とかやっていける
のではないかと思っております。私にとって
長い１年間に成ると思いますが、皆様のご指
導ご協力頂きながら微力ではございますが、
一生懸命がんばりますのでよろしくお願い致
します。

★今月 (12 月 ) の誕生祝い★

佐藤元保会員・菅原清人会員・坂野虎渓会員
渡辺正一会員・岡田　晃会員




