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地域を育み、大陸をつなぐ

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 2427 回例会
本日のプログラム

２０11 年 5 月 30 日（月）

・夜間例会

前回（5 月 23 日）の記録
・例会
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

本山忠之会場監督
奉仕の理想
会員 53 名中 出席者 43 名 出席率 81.1% 修正 83%
今井 裕、北村浩史、川橋勝美、黒田康敬、國森和麿、鈴木
中村徹雄、佐藤和彦、山本俊一

勉、中川涼一、

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

武田

修 ( 第１回 RC ゴルフ同好会優勝 )
累計 305,000 円

例
●５月例会日
５月 ２日（月）
５月 ９日（月）
５月 16 日（月）
５月 23 日（月）
５月 30 日（月）

早朝例会
例会・理事会
例会
例会
夜間例会

会

予 定
●６月例会日 ( ロータリー親睦活動月間 )
６月 ５日（日）
６月 ６日（月）
６月 13 日（月）
６月 20 日（月）
６月 27 日（月）

ＩＭ ( 士別 )
特別休会
例会
例会
夜間例会

■会務報告 神田英一会長
●なかなか良い天気が続かず、気温もなかな
か上がりません、農家の方も作業が遅れてい
るようで、心配です。

■委員会報告
●親睦活動家族委員会 佐藤元保委員長
ご案内のように６月の最終例会は親睦同伴
パーティーと成っております。返信に付きま
しては６月 20 日までと成っておりますが、
● 19 日木曜日国際交流協会役員会が市役所 早めに奈良会員にご返信下さいますようお願
で開催されました。総会に向けての事業報告、 い致します。
会計報告、次年度事業計画、予算が審議され
ました。
●社会奉仕委員会 加藤 博委員長
士別手を繋ぐ育成会主催のビールパー
● 20 日金曜日 11 時より、「人の波旗の波」 ティー券購入の依頼が来ております。６月
交通安全啓蒙運動で国道 40 号の 5 丁目 6 丁 24 日、６時 30 分から８時、市民文化センター
目にたちまた。加藤社会奉仕委員長はじめ参 で開催されます。会費 1,500 円ではございま
加されました会員にはご苦労様でした。
すが、会より 500 円の助成を致しますので、
1,000 円にてご購入をお願い致します。
● 22 日日曜日 10 時から総合体育館前で第
15 回しべつわんぱくフェスティバルが開催
●国際奉仕委員会 藤吉敏博委員長
されました。子供達が企画運営をし当日も沢
2500 地区国際奉仕委員会活動として世界
山の催しがありました。多くのボランティア 飢餓救済のために、古切手・書き損じのハガ
のお手伝いもあり、大勢の子供さんや市民の キ ･ 募金の回収を先月の夜間例会でも回らさ
かたが訪れていました。毎年ロータリーでは せて頂き、前回は 12,260 円の募金が集まり
支援をさせていただいており今年も開会式で ました。今月の末が締めと成っておりますの
ライオンズ島田会長、ソロプチミスト黒田会 で、もう一度夜間例会に募金箱を持って回ら
長と伴に支援金を渡しました。
せて頂きますので御協力をお願い致します。
古切手・書き損じのハガキがあればその時に
● 22 日午後 1 時から第 1 回ロータリーゴル ご持参頂ければと思いますので御協力を宜し
フ例会が開催されました。9 名の参加のもと くお願い致します。
プレーをするにはちょうど良い天気に恵ま
れ、はじめてクラブを握るメンバーも多かっ ■ＩＭ概要説明 神田英一会長
たようですが、楽しく初ラウンドをプレーで １．プログラム説明
きました。次回は 6 月 25 日ライオンズさん ２．委員会配属確認
との対抗戦です多くの皆様の参加宜しくお願 ３．集合時間確認（基本的に食事を済ませて
いいたします。
から 12 時までに集合）ネクタイ着用と
バッチは忘れないように。
■幹事報告 宮崎隆雄幹事
◆ＩＭ総務委員会（大野、志村、千葉、泉
１．ＩＭの登録料 8,000 円を受付けておりま
谷、菊地、坂口、北村会員は 10 時集合）
すので会計まで支払いをお願い致します。
◆ＩＭ会場・接待委員会（汐川、加藤、山口、
松塚会員は 10 時集合、委員会メンバー
２．美深ＲＣより４月の会報、５月の例会案
は副委員長よりご連絡致します。）
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。
●ゴルフ成績●
第１回例会／５月２２日：午後１３時０0 分

３．下川ＲＣより４月の会報、５・６月の例 （士別同友会カントリークラブ）参加者 9 名
会案内が届いております。資料台に置いて 順 位 氏 名 OUT I N GROSS HDCP NET
ございますのでご観覧下さい。
優 勝 武田 修 56 55 111
36
75
４．第 2500 地区ガバナー事務所より、６月
のロータリーレートは 82 円との報告が来
ておりますのでお知らせ致します。

準優勝
１位
２位
３位

神田英一
本山忠之
國森和麿
佐藤元信

46
42
46
46

45
45
52
50

91
87
98
96

15
10
18
15

76
77
80
81

以下省略

