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｢出来ることを 出来るときに 出来ることから｣
士別市／世界のめん羊館

2013-14 年度 RI 会長

ロン D. バートン

第 2515 回例会

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／千 葉 繁 夫
副会長／阿 達
勇
幹 事／奈 良 康 弘

2013 年 7 月１日 ( 月 )

本日のプログラム：普通例会

● 前回（６月 24 日、月曜日）の記録・夜間例会
司
会／坂口芳一 会場監督
斉
唱／それでこそロータリー
本 日 の 出 席／会員 50 名中 出席者 50 名
本 日 の 欠 席／

出席率 100％

メークアップ
ビジター・ゲスト
ニコニコＢＯＸ／尾崎 学・千葉繁夫・泉谷 勇 ( 退任お礼 )、
織戸俊二 ( 第２回パークゴルフ優勝 )
累計 336,000 円

● 例会予定
７月例会日
■７月

１日
■７月 ８日
■７月 15 日
■７月 22 日
■７月 29 日

８月例会日 ( 会員増強及び拡大月間 )
㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 休会（法定休日：海の日 )
㈪ 普通例会・理事会
㈪ 夜間例会

■８月

５日
12 日
■８月 19 日
■８月 26 日
■８月

㈪ ガバナー公式訪問例会
㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

■会務報告 尾崎 学 会長
●例会で毎回、
｢点鐘｣を打ってきましたが、今
日の夜間例会をもって 42 回目の、今年度最終
の例会になりました。一週間が過ぎるのがあ
っという間のことで、この一年会長として貴
重な経験をさせて頂きました。
私は、｢楽しいロータリー｣・｢笑顔のあるロー
タリー｣を目標に掲げ、会員の親睦を通して奉
仕の心を養おうと頑張ってきました。今日は
この後、楽しく懇親を深めたいと思います。
●22 日にユネスコの世界遺産委員会は｢富士
山｣を世界文化遺産に登録することを決定致し
ました。日本国内で 17 件目であります。日本
の象徴であり、信仰・芸術など幅広い分野に
かかわり、一度は登ってみたい山だと思いま
す。
私は学生時代に静岡県三島市に一年間生活
し、その時アパートの部屋から毎日、富士山
を眺めていました。いつの季節でもとても美
しく若い頃を思い出します。
●昨日、中士別小学校と自治会合同の中士別
大運動会が行われ、参加してきました。中士
別地区の児童は 13 名と少ないのですが、40
歳くらいまでの若い夫婦や、小さい子供たち
も多くいるようで、一緒に運動会を盛り上げ
ていました。市内の商店街よりも、農家の方
が若い人が多く、元気がいいように感じられ
ました。
●本日、宮田会員より今年度をもって退会し
たい旨の届けを頂きました。理事者に報告し
退会を承認致しました。宮田会員は昭和 60 年
７月に入会、1997 年度会長として士別ロータ
リークラブの発展にご尽力を戴きました。永
年の功労に心より感謝申し上げます。
●このあと、田中道也会員の入会式を行いま
す。これから仲間として楽しく活動して行き
たいと思います。
■幹事報告 泉谷 勇 幹事
●先月お亡くなりに成りました武田会員の奥
様より会員の皆様には大変お世話になりまし
たと云うことでお酒を戴きましたので、この
後の懇親会でお出し致します。
本日の夜間例会終了後、スナック唯にて今年
度のご苦労さん会を致しますので、多くのメ
ンバーのご出席をお願い致します。

■新入会員入会式
会員増強委員会 佐藤元信 委員長
会長の会務報告にもありました、田中全会員
のご子息、田中道也君が今日の例会から入会
になります。推薦者は伊藤優市会員です。

●前会員の父に引継ましてこの度入会させて
頂き感謝しております。ロータリーの活動内
容等は把握しておりませんので皆様にご指導
を頂きながら勉強をして行きますので宜しく
お願い致します。
■次年度幹事報告 奈良康弘 幹事
①サフォークランド士別サッカークラブ吉倉
司会長名にて第 24 回サフォークランド士別カ
ップ少年サッカー大会協賛依頼がきておりま
す。
②枝幸ロータリークラブ第２分区中美 勝秀
ガバナー補佐名にて第２分区ロータリークラ
ブ会長・幹事会開催のお知らせが来ておりま
す。日程と致しましては、７月７日となって
おり、千葉会長・幹事奈良２名での出席を予
定しております。又その際地引き網の体験を
企画しており、ロータリーの家族、お孫さん
等多くの方々に参加して頂きたいと、連絡が
ありました。費用に関しては無料となってお
り、終了後懇親会も予定されております。詳
細につきましては、次週に報告致しますので
ご検討下さい。
③６月 26 日今週水曜日第２回クラブ協議会を
開催いたします。お忘れのないようご出席下
さい。
■委員会報告
●財団・米山奨学委員会 宮崎隆雄委員長
会員の皆様より毎月ワンコインとして 500 円
を頂き、結婚記念日には 2,000 円を頂き、一
年間で 7,500 円とクラブからの 2,500 円を負
担して合計で 10,000 円の 100 ドルを財団へ納
めさせて頂きました。ありがとうございます。
●出席委員会 藤吉敏博委員長
今年度の例会出席 100％会員の報告をさせて

奥様を迎えて開催出来ましたことは、大変嬉
しく、3000 回、5000 回と士別ロータリークラ
ブの歴史を重ねて行って欲しいと思います。
最後になりますが、理事・役員そして会員
の皆様に、深いお礼を申し上げますとともに、
今年、私を支えて頂いた千葉繁夫副会長には
引き続き次期会長として活躍されますようご
祈念を申し上げ、退任の挨拶と致します。
みなさん、大変ありがとうございました。
●千葉繁夫 副会長
皆様の協力のおかげで今年度の副会長職を終
わることが出来ました。大変ありがとうござ
いました。
●泉谷 勇 幹事
今年度一年間拙い幹事ではありましたが皆様
に支えて頂き今年度終了させて戴きました。
ありがとうございます。
●坂口芳一 会場監督
会場監督は例会において権限と全責任が有る
と云われましたが、勉強不足で一年間、纏め
ることが出来ませんでしたが、皆様のご協力
■役員退任挨拶
で一年間無事に終えることが出来ました。あ
●尾崎 学 会長
昨年７月に会長として就任以来、今日まで、 りがとうございます。
皆さまの暖かい友情とご支援に支えられ、無
事大役を務められましたことに心より感謝と
お礼を申し上げます。
今年は、日本人で３人目になる田中作次Ｒ
Ｉ会長が誕生する中、士別ロータリークラブ
の会長として、重責を担うことが出来ました ■最終例会懇親会 佐藤安司 会員
ことに、大変光栄に思うところであります。 本年度も尾崎会長以下役員の皆さん大変ご苦
私は、「奉仕の心を大切に、平和の絆を広げよ 労様でした。また、次年度の千葉繁夫会長以
う」をテーマに致しました。そして、ロータ 下役員の皆様にはご苦労をおかけ致しますが、
リアンが一つの「家族」として信頼・友情・ どうか楽しい例会が行われますようにご祈念
協力をもってロータリー活動を推進すること 申し上げます。本日は新入会員の田中道也会
員が前会員の田中全会員の後継としてご期待
で、
「奉仕」に通じたと思っております。
このような中、
「家族」である４名の会員が を致します。それでは皆様のご健康とロータ
リーの益々の発展を祈念致しまして乾杯を致
お亡くなりになりました。
力強いリーダーシップと行動力をもって、 します。乾杯！
士別ロータリークラブをリードして頂いた菊
地会員、福島会員、田中会員、武田会員のご
冥福を心よりお祈り致します。また百瀬会員
には 50 年を超えるロータリー活動から引退さ
れることになり、名誉会員として、これから
も士別ロータリークラブを見守って戴きたい
と思います。
また、３月４日の 2500 回記念例会を会員と
頂きます。
泉谷 勇・伊藤優市・尾崎 学・織戸俊二・
神田英一・北村浩史・坂口芳一・佐藤元信・
志村孝幸・近井孝義・千葉繁夫・奈良康弘・
三 野 博 司・宮 崎 隆 雄・山 本 俊 一・若 森 孝、
以上 16 名の会員が 100％出席の会員です。
■その他の報告
●パークゴルフ同好会 宮崎隆雄 会員
次回のパークゴルフ同好会の例会は 29 日土曜
日を予定しておりましたが、都合により中止
となりましたので、ご報告致します。
■会長バッチ伝達式
尾崎学会長から千葉繁夫会長へ

