ＳＨＩＢＥＴＳＵ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２５００ ＪＡＰＡＮ

士別ロータリークラブ会報
Vol.012

No.2606

創立 1960・３・24

2017-2018 年度 国際ロータリー・テーマ
会長 イアン H.S. ライズリー

ＲＩ第 2500 地区

2017-2018 年度 士別ロータリー・スローガン
伝えたい、心の息吹を隣人に
士別市環境センター ( リサイクルセンター )

■R I HP https://www.rotary.org/ja
■2500 地区 HP http://www.abashiri-rc.jp/2017/
■士別 RC HP http://www.douhoku.jp/sibeturc/
■例会場／士別グランドホテル
■例会日／毎週月曜日 12：10 〜 13：10

第 2689 回例会

■会 長／北 村 浩 史
■副会長／近 井 孝 義
■幹 事／谷 村 一 文
■事務所／士別グランドホテル（東 3 条 6 丁目）
TEL 0165-23-1234

2017 年 10 月 16 日（月）

今日のプログラム：・普通例会
●前回（10 月 2 日）の記録／・普通例会・理事会
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

千葉 道夫 会場監督
国歌斉唱、奉仕の理想
会員 46 人中 出席者 32 名 出席率 69.57％ 修正 76.09％
相山佳則、穴田俊昭、大橋直幸、川島 啓、菊地 仁、菊地昭通、國森和麿、
近藤峯世、鈴木 勉、谷 温恵、千葉繁雄、深尾幸夫、松塚信雄、細川博司
メークアップ 相山佳則、鈴木 勉（7 月 20、21 日、台北東海ＲＣ）
北村浩史、近井孝義、谷村一文、奈良康弘・坂口芳一、菊地 仁、伊藤優市、
福島和秀、佐藤元信、志村孝幸、織戸俊二、（９月 21 日、人の波・旗の波）
北村浩史、近井孝義、谷村一文、（10 月 6、7、8 日、地区大会）
伊藤優市、山口哲雄、織戸俊二、渡辺正一、志村孝幸、國森和麿、本山忠之、
神田英一、加藤 博、深尾幸夫、片庭隆暁、菊地 仁、佐藤元信、穴田俊昭、
但木行久、奈良康弘、大橋直幸、田中道也、近藤峯世（10月7、8日、地区大会）
ニコニコ BOX
累計 96,000 円

●例会予定
◆ 10 月例会（職業奉仕月間・米山月間） ◆ 11 月例会（ロータリー財団月間）
■１０月 ２日
■１０月 ９日
■１０月 1６日
■１０月２３日
■１０月３０日

㈪
㈪
㈪
㈪
㈪

普通例会、理事会
休会（法定休日：体育の日）
普通例会
普通例会
夜間例会

■１１月 ６日
■１１月 1３日
■１１月２０日
■１１月２７日

㈪ 普通例会、理事会
㈪ 普通例会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

何点か届いております。財団設立 50 周年でネクタ
イとチーフのセットが 2,500 円。また、50 周年の歩
みの冊子が一冊 1,800 円で販売と来ておりますので、
ご利用の会員は今月中に私までお申し込み下さい。
また、昨年度の財団の事業報告書が２冊来ておりま
すのでご覧になりたい会員は私まで言って下さい。
■ゴルフ同好会・・・・・・・・・片庭隆暁 会員
ゴルフ同好会の最終例会を 10 月 9 日㈪の体育の日
に開催の市民ゴルフ大会に参加する形で執り行いま
す。スタートは 8 時から 9 時と成っておりますので
時間が決まり次第、参加者にご連絡致します。締切
は本日までとしておりますので、まだ出していない
会員は私までお願い致します。

◆地区大会（10 月７日㊏、８日㊐）◆

懇親会

■会務報告・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■寒くなってきました。旭岳から初雪の知らせも届
きました。冬の到来も迫っています。
先日、士別から近日、転勤していく人に「士別でもっ
とも印象の強かったものは何でしたか」と聞くと、
答えはこういうものでした。
「道路の除排雪ですね。
これには本当にびっくりしました。他の自治体では
考えられません」とのことです。
士別は「除雪に出動すれば、１日で約５００万円
の経費がかかっている」と話すと、「ええ？ そんな
に」とびっくりしていました。確かに「全道一の除
雪を誇る」と言われるのもあながち外れてはいない
ような気がします。
財政的にはたいへんかもしれませんが、快適な冬
の生活には細やかな除排雪対策は欠かせないと思い
ます。地味な事業ですが、今後も士別市民のみならず、
他所からの転入者にも冬の生活の中で誇れる事業と
して継続していただければと思います。
■日本旅行が 10 月から実施する「道北・道東の魅
力を観光列車とバスで訪ねるモニターツアー」の参
加者募集を発表しました。
このツアーの士別関連では 10 月 28 日旭川駅出発
の「大地の恵み体感 1 泊 2 日 最北への旅路・宗谷
本線」です。一行は名寄駅に立ち寄ります。その昼
食が「ジンギスカン対決」と題されて、名寄の「煮
込みジンギスカン」と「士別のサフォーク」の競演
があるとのことです。
モニターの方々に両方食べてもらい、対決という
よりはその美味しさを楽しんでもらおうというもの
でしょうが、さて、どちらに軍配が上がるのでしょ
うか。
ジンギスカンが体が染みついている私には、この
両者の食べ方についての対決とか競演といったとら
え方は今ひとつピーンとこないのですが、初めての
人や食べ慣れていない人たちはどのような印象を描
くのか、興味を覚えるところです。
以上で会務報告を終わります。
■幹事報告・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．名寄ロータリークラブ様より９月会報が届いて
おります。回覧ファイルに入れておきますので
ご一読ください。
２．今月のロータリーレートは１１２円となってい
ます。
３．先週の例会では赤い羽根共同募金の協力ありが
とうございました。当クラブで合計 17,397 円
の募金額となりました。引き続き共同募金委員
会より福祉映画上映会開催に伴うご協力の依頼
がクラブ会長あてに届いております。
４．次回の例会は来週が法定休日（体育の日）です
ので 16 日の開催となりますのでお間違えのな
いようにお願いします。
５．本日の例会終了後、理事会を開催しますので役員・
理事の方は参加の程宜しくお願いいたします。
■職業奉仕委員会・・・・・・・片庭隆暁 委員長
10 月 23 日㈪例会終了後、職場訪問を開催致します。
場所は士別市環境センターです。士別グランドホテ
ルのバスで移動致します。自車で移動の会員は各自
お願い致します。説明は 30 分程度ございますので
往き帰りの時間を含め 50 分程度と思います。多く
の会員の参加をお願い致します。
■財団・米山奨学委員会・・・・泉谷 勇 委員長
今月 10 月は米山月間となっておりますので資料が

網走セントラルホテル

■10 月の誕生祝い
國森和麿会員おめでとうございます

