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士別市／世界のめん羊館

2013-14年度RI会長

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

ロン D. バートン

第 2526 回例会

2013年10月7日（月）

本日のプログラム：普通例会・ライラセミナー報告会・理事会

● 前回（９月30日、月曜日）の記録：夜間例会
司
会／近井孝義 会場監督
斉
唱／それでこそロータリー
本 日 の 出 席／会員 48 名中 出席者 48 名
本 日 の 欠 席／

出席率 100％

メークアップ／阿達 勇、伊藤優市、加藤 博、坂口芳一、佐藤元信、志村孝幸、高山 稔、
谷 温恵、千葉道夫、近井孝義、奈良康弘、深尾幸夫、若森 孝
（９月 20 日、人の波・旗の波大作戦）
ビジター・ゲスト／
ニコニコＢＯＸ／鈴木 勉（孫誕生）、奈良康弘（パークゴルフ優勝）、近井孝義（ゴルフ優勝）、
伊藤優市（三協洋品店店舗リフォーム）、岡田 晃（スポーツ功績賞受賞）
累計 117,000 円

● 例会予定

10月例会日(職業奉仕月間・米山月間)
■10月 ７日
■10月14日
■10月21日
■10月28日

㈪ 普通例会・理事会
㈪ 休会（法定休日：体育の日）
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

11月例会日(ロータリー財団月間)
■11月 ４日
■11月11日
■11月18日
■11月25日

㈪
㈪
㈪
㈪

休会（振替休日）
普通例会・理事会
普通例会
夜間例会

■会務報告 千葉繁夫 会長
●法定休日が２回続いて今日は二週間ぶ
りの例会です。この二週間に様々な出来
事がありました。なかでも、日本列島を
縦断した台風18号は四国から北海道に大
きな豪雨被害をもたらしました。今後も
局地的に発生する確率は高いと言われて
おります。私たちの士別市は災害の少な
い地域ですが、日頃から災害に対する備
えが必要なことと感じました。明るい話
題としてはプロ野球の新記録達成です。
楽天 田中投手の連勝記録、打撃ではヤク
ルト バレンティン外野手のホームラン記
録で56年・49年ぶりに塗り替えた快挙で
す。残り試合は僅かですけど、更新され
るかもしれません。
●13日㈮に交流パークゴルフ大会が今年
から青年会議所も加わり開催されまし
た。４団体での大会となり参加者数も多
く、にぎやかな大会でした。成績はライ
オンズクラブに負けましたが、楽しく交
流してきました。
●20日㈮には名寄市で開催のライラセミ
ナーにご足労願いました深尾新世代プロ
グラム委員長ありがとうございました。
また、全国交通安全運動に伴う街頭立哨
｢人の波・旗の波大作戦｣に参加されまし
た、皆様ご苦労さまでした。
●国際ロータリーよりお礼とお願いのメ
ールがありました。2012-2013年度の年次
基金の寄付が1億1500万ドルとなり、過去
最高の寄付金額を記録したお礼と、一人
ひとりのロータリアンが世界中の地域社
会に、変化をもたらすことができるとい
うイメージを伝えてほしいことと、今年度
もご協力をお願い致しますとの内容です。
■幹事報告 奈良康弘 幹事
❶ハイライト米山162号及び美深RCより会
報が届いております。回覧いたします。御一
読下さい。
❷士別市長牧野勇司様より士別市長選

挙、支援に対する御礼状が届いておりま
す。
❸平成25年度士別市社会貢献表彰受賞者
決定通知書が当RCに届いております。表
彰式の日程は11月1日午前11時となってお
ります。
千葉会長出席にて予定をしております。
❹9月13日4クラブ交流パークゴルフ大
会、20日街頭立哨「人の波・旗の波大作
戦」、21日～23日第33回ライラセミナー
が終了しております。各委員長様をはじ
め、参加会員の皆様大変ご苦労さまでし
た。尚後ほど、深尾委員長よりライライ
ラセミナー終了の報告が御座います。併
せまして、ライラセミナーに参加いたし
ました青年参加者の報告会を次週10月7日に
開催致します。
❺街頭立哨参加者13名及びライラセミナ
ー出席の深尾委員長をメークアップ対象
と致します。
❻国際ロータリー第2500地区直前ガバナ
ー事務所より、2012-2013年度出席優秀会
員表彰の決定通知書並びにバッチが届い
ております。後ほど授与式を行います。
本年度9名の会員が対象となっておりま
す。おめでとう御座います。
❼10月11～13日に開催されます、地区大
会の詳細日程につきましては地区大会出
席者あてに今週FAXにてお知らせいたしま
す。
❽次週10月7日第一例会終了後クラブ理事
会を開催致します。役員・理事の皆様、
日程調整頂き出席下さい。宜しくお願い
致します。
■出席優秀会員表彰バッチ贈呈式
10年表彰は千葉道夫・若森孝、15年表彰
は佐藤安司・佐藤元信・織戸俊二、20年
表彰は輿水広志・神田英一、25年表彰は
山本榮、45年表彰は百瀬達夫、９名の会
員にバッチが贈られました。おめでとう
ございます。

■委員会報告
◆新世代Ｐ委員会 深尾幸夫 委員長
９月21日から23日まで、名寄で開催しま
したライラセミナーに３名で参加して参
りました。21日は12時30分までの受付で
１時から開講セミナーが始まり、青年の
参加者67名、日本赤十字北海道介護大学
から９名、ロータリアンが４９名の125名
の人数で開催されました。１時からセレ
モニー、１時半からオリエンテーション
で各班に分かれました。テーマは｢防災サ
バイバルプロジェクト・あなたは生き残
れるか・絆から連携へ｣です。１時半から
始まり信頼の体験(目隠しをしている人を

体育館の床にビニールシートをひいて就
寝しました。２日目の朝も非常食を食べ
９時にはグループ会議、その後報告会を
して１０時半に防災サバイバルが終了致
しました。行った日～２日目の１０時半
まで食べ物は非常食でお風呂も無しとい
った過酷なメニューを青年は体験致しま
した。来週10月７日の例会に今回士別か
ら参加頂きましたお二人に来て頂き体験
報告をして頂きます。
◆社会奉仕委員会 加藤 博 委員長
９月20日に行われました、人の波・旗の
波大作戦に会員13名の出席を頂きまし
た。ありがとうございます。それと赤い
羽根共同募金のお願いが来ております。
本日、各テーブルを後ほど回らさせて頂
きますのでご協力をお願い致します。ま
た、それにまつわるアニメの上映をする
と云うことで回券の購入依頼も来ており
ますので重ねてご協力をお願い致します。

■ゴルフ同好会
第５回士別RCゴルフ成績（9月19日：士別CC）

順

位 氏

名 OUT IN

TOTAL HC NET

優

勝 近井孝義

50

51

101

26

75

準優勝 神田英一

46

50

96

15

81

１

位 三野博司

55

54

109

23

86

２

位 千葉道夫

55

54

109

23

86

第６回士別RCゴルフ成績（10月5日：士別CC）

誘導する体験)、３時45分から防災セミナ
ー(生き抜くためにはのルール説明)、５
時45分には１回サイレンを鳴らして青年
たちに体育館に集合してもらいました。(
その時に何でも良いので３点の品物を持
ってきてもらいました)その後、体育館
にブルーシートや灯り、ダンボール、テ
ーブル、乾パン、お湯などを用意しまし
た。食事はあくまでも非常食で寝るのは

順

位 氏

名 OUT IN

TOTAL HC NET

優

勝 神田英一

51

41

92

13

79

準優勝 佐藤元信

49

46

95

14

81

１

位 本山忠之

41

50

91

9

82

２

位 志村孝幸

54

62

116

25

91

