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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 2430 回例会
本日のプログラム

２０11 年 6 月 27 日（月）

・夜間例会（親睦同伴パーティー）

前回（6 月 20 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
我等の生業
会員 53 名中 出席者 42 名 出席率 79.24% 修正 90.56%
今井 裕、川橋勝美、佐藤元保、鈴木 勉、田中 全、福島栄三、中川涼一、
宮崎隆雄、奈良康弘、菅原清人、野 英俊

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト

ニコニコＢＯＸ

谷 温恵 ( ６月誕生祝 )
佐藤和彦 ( ６月 26 日、10 時よりビートまつり御案内として )

累計 335,000 円

例 会 予 定
●６月例会日 ( ロータリー親睦活動月間 ) ●７月例会日
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・理事会
例会
夜間例会

７月 ４日（月）
７月 11 日（月）
７月 18 日（月）
７月 25 日（月）

ガバナー公式訪問例会
例会・理事会
休会（法定休日）
夜間例会

■会務報告 神田英一会長
●来週は今年度最後の例会です、奥様同伴の
夜間例会となっておりますので、会員皆様の
ご出席をお願いいたします。本日は今年度最
後の普通例会です、宮崎幹事は所用で欠席で
すが、理事、役員はもとより会員の皆様のご
理解のもと無事ここまでこれたことに心から
感謝いたします。
●本日渡辺次年度会長が出席していただいて
おります、11 日に奥様がお亡くなりになって
まだ落ち着かない中、新年度が 7 月からのス
タートでかつ 4 日の第 1 回目の例会がガバナー
公式訪問ということで大変ご苦労なことと思
いますが、宜しくお願いいたします。
●昨日は大野会員のお父様であり士別 RC の
チャーターメンバーでありました故大野忠義
様の一周忌の法要が営まれました。生前親交
のあった多くの方が見えられました。士別 RC
を代表して参拝、焼香をしてまいりました。
● 18 日で東日本大震災から 100 日になりま
す。慰霊祭が各地で開かれました。気持ちに
区切りをつけたい、まだなにも考えられない、
被災者、遺族、行方不明者の家族、それぞれ
の思いで迎えられています。区切りをつけて、
前に進まなくては、生きて行く現実との苦悩
から開放されることはありません、私達は見
続け、支援していかなければなりません。
●大変残念な報告です、理事会で、３名の退
会者の承認がありました。
・西條輝光会員、昭和 53 年 3 月入会、昭和 62
年会長、平成 14 年ガバナー補佐、在籍 33 年
・川橋勝美会員、昭和 62 年 1 月入会、多くの
委員会委員長、在籍 24 年
・中川涼一会員、平成 17 年 6 月入会、前年度
創立 50 周年の司会を担当、在籍 6 年
会員の維持、増強につきまして、情報と声か
けが重要ではないかと考えます、会員の皆様
には情報をいただけますようにお願いいたし
ます。
■次年度報告
●伊藤優市次年度幹事
１．７月第１例会７月４日㈪ガバナー公式訪問
の集合時間のご案内をネームプレートボック
スに入れてありますので、お持ち帰り下さい。
２．次年度の会費納入のお知らせを本日させ
て頂きました。お早めのご入金をお願い致し
ます。
３．次年度の活動計画書は次回の例会に配布
予定をしておりましたが、次回の例会は夜間
例会と成っておりますので、７月４日㈪のガ
バナー公式訪問時に配布致します。
４．次年度の挿絵は朝日スポーツ交流館です。
百瀬会員にはお忙しい中、作成を頂き大変あ
りがとうございます。
５．６月 23 日㈭午後 5 時 30 分より第２回クラ
ブ協議会を開催致しますので、ご出席をお願
い致します。

６．７月の例会予定は、４日㈪ガバナー公式訪
問。11 日㈪普通例会・理事会。18 日㈪法定
休日。25 日㈪夜間例会と成っております。
■その他の報告
●佐藤和彦 会員
６月 26 日に午前 10 時から午後２時まで、
日甜の構内にて『ビートまつり』を開催する
ことに成りました。昨年末にマスコミの方と
懇談したときに、ビートの面積が今少なく成っ
ており、士別製糖所の存続も危ういとお話を
したときに、打開策の１つとしてお祭りでも
やったらどうだろうと云うことで、道北日報
の村山編集部長が発起人の様な形で走り回っ
て頂きまた、市役所、商工会議所、士別青年
会議所、農協、甜菜振興会、青年ドットコム、
改良普及所などの御支援を頂く事に成り、開
催の運びに成りました。目的は歴史や製品、
甜菜の寒冷地での輪作作物の中で非常に重要
な役割を果たしている事を生産者の方にご理
解を頂いて、少しでも面積を増やして頂き士
別製糖所の存続を確固たるものしたいと云う
のが希望でありますが、まずは皆様に集まっ
て頂き楽しく過ごして頂ければと思います。
今のところ天候も良いと思いますのでご参加
頂ければと思いますので宜しくお願いいたし
ます。
●渡辺正一 会員
妻の葬式にたいしまして御香料、御供花い
ただき、更には多数のお参りを頂きましたこ
とを心より厚くお礼を申し上げます。長年病
床で苦しんできました妻でございますが、今
は天国で私達を見守ってくれているものと
思っております。今後は妻のためにも、1 人
で出来ないこと、苦しんでいる人、悩んでい
る人など、弱い人を助ける様な気持ちを持っ
ていきたいと云うのが私の決意でございます。
心に飾りを付けず、みんなと仲良くロータリー
もやって行けたならば、私も一生懸命頑張っ
ていける思います。また、妻に対する恩返し
でもあると思います。どうかこれまで以上に
ご厚情を下さいますよう心よりお願い致しま
す。
●汐川泰晴 会員
母の葬儀にあたりまして時節からお忙しい
中、神田会長を初め皆様方にお参りを頂き、
また過分なる御香料、御供花を戴きおかげさ
まで滞り無く供養が出来ました。皆様から承
りました、ご厚情に心より深く感謝を申し上
げます。
●ゴルフ同好会 幹事 神田英一
６月 25 日にライオンズグラブ様との対抗戦
を開催致します。今のところ出席者は７名で
ございます。出来るだけ大勢の会員のご出席
をお願い致します。

