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本日のプログラム

「もっと知 りたい中央図書館」

面館市中央図書館 主任 石 川 明美 氏

次週のプログラム 10月 16日 (火 )

自主体会

第2680回例会 2012年 10月 2日 (火 )天候 晴
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●例会場/ホ テル函館ロイヤル TEL(0138)268181(代 )

●例会日/毎週火曜日 12:30～ 13:30

●事務所/ニチロビル4F TEL10138)2338Ю  FAX(0138222251
●会長/黒 島一生 ●副会長/戸嶋浩 ●会長エレクト/池垣信一

:書形跡匙課肥鶴 東F7りT'ラィ、A
月間テーマ 職業奉仕月間・米山月間

■□―タリーソング 奉仕の理想

■司 会 黒島 一生 会長

■ゲス ト

社団法人 函館青年会議所 理事長

西村 有人 氏

■今月の誕生日

5日 渡辺友子会員、11日 ガヽ林会員、15日 宮崎徳

三郎会員、17日 平井会員、23日 音川会員 田中

治会員

■今月の結婚日

5日 堀会員、9日 渋谷会員、10日 花田会員、17

日 原会員、21日 安田雄二会員、28日 4ヽ野会員

■ビジター

五稜郭RC村 田 信吾 氏

■会長報告

1、 本 日大沼プリンスホテルにて七飯RC観月会

が開催されます。当クラブより7名 で参加 してま

いります。

■委員会報告

1、 ローターアク ト委員会、ローターアク トとの

交流会ビ参加ありがとうございました。

■幹事報告

1、 第 2四 半期会費のご案内をいたしました、今

月末までにお払い込みください。

2、 当クラブ16日 例会は自主体会へ変更いたしま

す。

3、 FAXに て地区大会函館ナイ トのご案内をい

たしましたのでご参加 よろしくお願いいたします。

4、 10日 函館北RC早朝例会 12日 函館五稜郭R
C移動例会へ夫々変更しております。

5、 例会終了後理事会を開催いたします。

|「 全国城下町
| シンポジウム
‐ 函館大会を終えて」

1  社団法人 函館青年会議所 理事長

|‐ 西村  有人 氏

■西村 有人 (に しむら ありひと)氏

プロフィール

◎出身 北海道函館市

◎生年月日 1973年 12月 生まれ 38歳

◎学歴

北海道教育大学教育学部 付属函館中学校卒

千葉県 暁星国際高等学校卒

帝京大学文学部社会学科卒

◎経歴

平成 9年 花びしホテル入社

平成 9年 株式会社 レジャー産業研究所 出向

平成12年 花び しホテル 東京営業所 所長

平成18年 花びしホテル 取締役 社長室長

◎」C歴

平成20年 社団法人函館青年会議所 入会

平成21年 社団法人函館青年会議所 委員長

平成22年 社団法人函館青年会議所 室長

平成23年 社団法人函館青年会議所 冨J理事長

工戒24‐
~ 

社ヨ法人医笙青年会議チ 第62代理事長

日頃は当青年会議所の活動に対 し格別なるご支

援、ご協力を賜 り誠にありがとうございます。ま

たこの度は函館東ロータリークラブ様の例会にお

招きをいただきましたこと感謝御礼申しあげます。

実は、ロータリーの例会は30年ぶ りになります。

わたしが小さい頃当時メンバーだつた、父や祖父

とともにクリスマスパーテイーに毎年参加をさせ

ていただいておりました。

小さいながらも毎年の楽 しみの一つで、三角帽



過去 に学び 次世代への継承

子をかぶせてもらえた り、キラキラのレンをかけ

てもらえたり、それ と必ずクリスマスプレゼン ト

がもらえることが、とても楽 しい思い出です。パ

ーティーも半ばをすぎるころ、会場が暗くなつて、

ピンスポットにあた りながら、サンタクロースが

やってくる。そんな演出が今も記憶に残つてお り

ます。

さて、当青年会議所は本年6月 22日 から3日 間「第

31回 全国城下町シンポジウム函館大会」を開催い

たしました。北海道で初開催 となつた第31回全国

城下町シンポジウムでは函館の変革を受け入れる

開港精神 といつの時代も常に時代を切 り拓いてき

た北海道の開拓魂を感 じ取つていただき、次なる

30年の第一歩として、未来への街づくりについて、

そこに住ま う者たちが、地元をもつともつと好き

になって、愛することこそが地域の発展の原動力

であることを発信できたと確信いたしてお ります。

本大会を原動力に私たちは函館青年会議所のメン

バーとして、また函館に住む一人の青年 として、

これからも明るい豊かな函館の街の発展のために

活動 し続けていきます。

この大会を通 して、函館の経済効果にも貢献で

きたとともに、何よりも、大会を組み立てて行 く

上で、メンバーが多くの経験 と、多くの学びを得

ることができたのが、何よりの成果だつたと考え

てお ります。大会を開催 しなければわからない、

経験や体験が今後の 」C活動、自分自身の成長に

繋がったと思つてお ります。

これからも地域のため、子供たちのため、明る

い未来のために、活動 していきますので、今後 と

もご支援、ご協力を賜 りますよう、よろしくお願

い申しあげます。

最後になりますが、皆様方のご健勝 とご多幸を

心より祈念申しあげます。

函館青年会議所ホームベージより抜粋

第 31回全国城下町シンポジウム画館大会
盛会に綺7敗しました。たくさんのご来嶋峰にありがとうございました.

曝 れ ,犠】醜
量置曇17理像色乙幹事、安保会員 西村理事長、卓

話よろしくお願いします
=

池垣清信会員 入院キ|ま 色々お世話になりました。

松山会員、石畑弘樹会員 SAA頑 張つてます。
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参カロしていただきありがとうございました。

原会員 結婚月です。40回 日になりました。

平井会員、告川会員 誕生月です。

安田雄二会員 結婚月です。

理,皇竃増:7'm当集、印
倉曇碁冒『禽暴碁瞥↑昌準暑曇智子奪昇基詈古暴覺套昌t

安田真也会員、佐藤美子会員、小野会員 月始めです。

及明ビル管理0
小林 員樹 会員

本通1-5-13 電話 53-6037

■広告料

い石畑商店 石
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1'会員

晰ローハイ ド す大修~会員

三光工業株 林完治会員

池垣税理士事務チ た垣清信会員

■出席報告
・ 10月 2日 (火)46名 中出席 32名 (免除 2名 )

・ 9月 18日 (火) 76 74%

市内他クラブ プログラム

10月 10日③ 函 館 北 RC早 朝 例 会

10月 11日い 函 館 R C
「ゴッホになつた男棟方志功」 地家 光二 氏

10月 12日0函館五稜郭RC 移 動 例 会

10月 15日0函 館亀田RC 地区大会報告

◆テレフォンサービス 26‐3170◆

くにや司法書士法人
國谷 大輔 会員

堀川町6-15 電話 30-4008


