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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
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会　長／大　塚　勝　人
副会長／野　崎　英　男
幹　事／菊　地　　　博

第2230回例会　２００６年９月25日（月）

本日のプログラム
・夜間例会

■前　回（9月 11 日）の記録■　
・普通例会

司 会　若森　孝会場監督
斉 唱　我等の生業
本 日 の 出 席　出席率 81.8%　会員 66名中　出席者 54名
本 日 の 欠 席　川橋勝美、黒田康敬、汐川泰晴、谷　温恵、千葉繁夫、中川涼一、福澤丹治、
　　　　　　　　宮田喜久三郎、扇谷雅樹、千葉道夫、渋谷知宏、加藤　博
メークアップ　大塚勝人、野崎英男、本山忠之、菊地　博、藤吉敏博、大野裕一郎、神田英一、
　　　　　　　　佐藤元信、百瀬達夫、川原一夫、織戸俊二、山口哲雄、山本俊一、千葉道夫
　　　　　　　　（9/10、中頓別 RC創立 40周年記念式典）
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　田村純也くん、長谷川法子さん（ライラセミナー修了者）
ニコニコＢＯＸ　國森和麿（ロータリークラブゴルフ大会優勝）、
　　　　　　　　　　　　　　　福島栄三、加藤　博（９月誕生日）　　　　　　　　　　　　　　累計 115,000 円

例　会　予　定
９月・新世代のための月間
９月　４日（月）　普通例会・理事会
９月 11日（月）　普通例会
９月 18日（月）　法定休会
９月 25日（月）　夜間例会

10月・職業奉仕月間・米山月間
10月　２日（月）　普通例会・理事会
10月 7～８日（土・日）　地区大会 ｢紋別｣
10 月　９日（月）　法定休会
10月 16 日（月）　ガバナー公式訪問例会
10月 23 日（月）　普通例会
10月 30 日（月）　夜間例会



■会務報告　　大塚勝人会長
●先週の月曜日に、ここグランドホテルで夏季強化
合宿選手との親睦交流会があり出席してきました。
大変多くの市民が参加していて各テーブルに選手
と市民が合席しそれぞれ交流・激励致しました。日
本実業団陸上競技連合強化委員長木内敏夫様には
大変お気遺いいただき、会を盛り上げていただきま
した。士別市が合宿の里としておそらく 20 年にな
ると思いますが、その間多くのランナーが士別市
を訪れ、その成果を発揮し皆さんご存知のオリン
ピック金メダリストが出るなど活躍されています。
今回も選手１人１人に自已紹介をしていただきま
したが、彼らがテレビの画面に出てくる日を楽し
みにしたいと思います。
●昨日中頓別ロータリークラブの創立 40 周年記念
式典に出席してきました。スポンサークラブの名寄
の 21 名につぎ、士別は 15 名の登録で式典に花を添
え、中頓別の皆さんには大変喜ばれたと思います。
お忙しい中出席されました会員の皆様は大変ご苦
労様でした。
今年度、千葉ガバナー補佐は第二分区内の交流をも
う少し積極的にし、情報交換をすべきではないかと
言うお話を地区協議会へ行く道程で話していまし
たが、紋別市での懇親会で分区内の会長をお誘いす
る機会があり、二次会ではお酒を酌み交しながら、
分区の同士としての友誼を深めたと思います。今
回の式典でもその時の仲間との再会が大変嬉しく、
単なる名刺交換ではなく、これからも親しくお付
き合いをさせていただきたく思います。
中頓別の記念事業は小学校の鼓笛隊に制服を寄贈
すると言う事で、お礼に 4 年生から６年生まで約
40 名による素晴らしい演奏を聴かさせていただき
ました。また、基調講演があり地元の出身で現在活
躍されているお医者さんの講演がありました。内
容は緑豊かな森のある町中頓別の地の利をいかし、
現在研究段階であるようですが、森林を歩くこと
の効果についてだったと思います。特に成人病へ
の効果が期待されるようです。
桜田会長が式典で多少緊張している様子なので心
配しましたが無事大役を務め懇親会の席では笑顔
が見えるようになり人事ながら安心致しました。田
邑実行委員長が話していましたが、中頓別にはホ
テルもありませんので懇親会の食べ物には大変気
を使っていただいたようです。皆さんの心のこもっ
た料理を大変美味しくいただきました。懇親会も
大いに盛り上がり最後に千葉ガバナー補佐の分区
をまとめるような締めの挨拶で終了いたしました。

■幹事報告　　菊地　博副幹事
①９月 4日の第 4回理事会におきまして、10 月 16
日ガバナー公式訪問例会は、会場監督・出席委員会・
全会員の協力の下、100%出席例会の実施に向けて
審議を頂き、会員皆様の最大限の協カをお願い致
す事に決定をさせて頂きました。まだ少し時問が

御座いますが、今から日程的な配慮を頂けれぱ幸
いと思います。
② 10 月 6 ～ 8 日まで紋別市で開催されます、2500
地区会員大会におきまして、マッチング・グラント
事業タイ国ナン病院訪問寄贈に関するパネル展が、
地区委員会並びに土別RC神田委員長、扇谷会員並
びに関係小委員会タイアップ下で実施されます。地
区大会ご参加の皆様は、ご期待の上ご参加を下さ
い。
③先にマッチング・グラント事業で、訪問を致しま
した、タイ国ナン地方が洪水で大変な被害に見舞
われてあるそうであり、特に人口呼吸器を寄贈した
ナンの病院は、床上浸水状態にあり大変な被害にあ
われているようで、当クラブとしてはマッチング・
グラント事業関わりの中で、タイ国ナンRCアレッ
クス氏と連絡を取り合い、時期とタイミングを見は
からい、会員有志の支援協力をお願いし、見舞金
として然るべき処置をとり送金をさせて頂く事に
理事会で審議し決定を致しました。会員有志には、
支援協力のお願いが出てまいりました時にはご協
カの程をお願い致します。
④国際ソロプチミスト士別当番で開催致します三
奉仕団体、親睦パークゴルフ大会が近付いてまい
りました、9月 21 日 ( 木 ) 剣淵川不動大橋パークゴ
ルフ場 13 時集合開会式、13 時 30 分スタートとなっ
ております、当クラブより登録をされております、
15 名の皆様は、時間に遅れる事のないように集合
下さい。
⑤士別 RCが後援いたしております、第 22 回北海
道演劇祭イン士別・朝日サンライズホール開催案内
が届いております。日時 10 月 7 日～ 9 日までの 3
日間開催。当クラブに対しましては、会券代 15,000
円プラス広告料 5,000 円の協力要請がまいっており
ますので対応してまいりたいと思います。ちなみ
に会券 10 枚が届いておりますので、必要な方に差
し上げますので、幹事まで申し出下さい。
⑥士別市交通安全運動推進委員会田苅子進会長よ
り、18 年度秋の全国交通安全運動に伴う、街頭立
哨『人の波・旗の波大作戦』の実施についての協力
依頼が届いております、日時 9 月 26 日 ( 火 ) 午前
11 時～ 11 時 30 分までの 30 分間、集合場所は、あ
すなろ公園士別 RCに対する参加期待数は、1O名
となっております。後程社会奉仕委員会並びに新世
代 P委員会の協力の下、進めてまいりますのでご
協力の程をお願い致します、申し込み締め切りは、
9月 19 日までとなっております。
⑦ 11 月 18 日 ( 土 ) 午後 2 時より開催されます、釧
路 RC創立 70 周年記念式典・祝賀会の登録締め切
りが 9月 30 日となっておりますので、登録されま
す方は、早めに幹事まで申し出下さい。登録料は
10,000 円です。
⑧中頓別RC創立 40 周年記念式典並びに第 2500 地
区会員大会参加申し込み者でまだ登録料を収めて
おりません方は、誠に恐れ入りますが、大至急会計



ミナーに、士別の代表として参加させてもらい、
厚岸町の自然を満喫し、沢山の人と出会い、多く
の事を学ぶ事ができました。１日目の最初はグルー
プ事に分かれ、円陣を組み順番に自己紹介をしまし
た。自分たちのグループは、血液型か B型の人が
多く自己中心的なグループになってしまうのか？、
仲良くなれるのか心配でしたが、次にやったクイ
ズまじりのウォークラーリーで用意されたクイズ
をグループみんなで力を合わせ解きながら自己紹
介で聞けなかった事や仕事の話をしてだんだんみ
んなとうち解けてきました。２日目は体験レクレー
ションで自分たちのグループはアザラシウォッチ
をしました。船に乗り厚岸町の自然を見ながらアザ
ラシのいる島に行きました。最初はアザラシの体の
色が岩と似ていて何処にいるか分かりづらかった
が、船が島に近づくにつれだんだん見えてきまし
た。野生のアザラシを見るのは初めてなので、とて
も良い体験ができました。午後からは講演を聴き、
その後グループディスカッションを致しました。自
分たちのグループは、人生において何が大切かと言
う事を話し合い画用紙にまとめました。最初の話
し合いはとてもスムーズにできましたが最後のま
とめになると意見がまとまらず、討論が続きまし
たがなんとか画用紙にまとめることができました。
３日目はグループ発表でとても良い発表ができま
した。その後、閉講式を終え３日間という短い間
でしたが別れの時は名残惜しく感じました。この
セミナーを終え自分にとって良い経験になりまし
た。また機会があれは参加したいと思います。最後
に成りましたが、この様な大変素晴らしいセミナー
に参加させて頂きました、士別ロータリークラブ
の皆様に感謝申し上げます。有難う御座いました。

○長谷川法子さん
この度はライラセミナーにご推薦して頂き誠にあ
りがとうございます。この３日間で行った事は、
ウォークラーリー・アザラシウォッチング・懇親会・
尾崎宗園さんの講演・ファイアーストーム・グルー
プ発表などを行いました。ほとんどがグループで行
動する事が多かったのですが、グループのメンバー
は私と年も近く、みんな気さくな方ばかりでしたの
で、うち解けるのが早くすぐに仲良くなれました。
そして班全員がお酒好きということもあり夜の談
話室でのお酒ではもっと仲良くなる事ができまし
た。２日目のアザラシウォッチングでは大黒島に
アザラシを見に行きました。大黒島は太平洋戦争
の防衛の拠点で 200 名ぐらいの兵隊さんがいたら
しく、燃料の為、木が切り倒され今では高い木が
ほとんど無いと地元の漁師さんが言っていました。
14 個の防空壕の穴も見る事ができました。そして、
その裏側にアザラシの大群がいました。グループ
発表では『郷土愛・祖国愛を育むには』と言うテー
マーが与えられて発表するのですが、うちのグルー
プはお酒を飲みたい一心にみんなすぐ終わらせる

さんまでお収め頂きますようにお願いいたします。
⑨名寄 RC及び美深 RC並びに下川 RCより、クラ
ブ会報並びに例会案内が届いておりますので、入
り口資料テーブルに備えて御座いますので、ご一
読下さい。
⑩社会福祉法人しべつ福祉会知的障がい者構成施
設つくも園より、2006 年ふれあい青空祭終了のお
礼が届いております。
⑪ 10 月 2 日 ( 月 ) 午後 6 時より当会場グランドホ
テルにおきまして、クラブ協議会を開催させて頂
きますので、委員長を始めとする関係者は日程を空
けておいて頂きご協カをお願い致します。この協議
会は、10 月 16 日のガバナー公式訪問に伴うクラブ
協議会の予備会議的なものですのでご協力をお願
い致します。都合で委員長が出席出来ないときは、
必ず委員長代理の出席をお願い致します。
⑫ 11 月例会並びに対外的事業の案内です。6日普
通例会～理事会、13 日普通例会、20 日早朝例会、
27 日夜間例会、18 日 ( 土 ) 釧路 RC 創立 70 周年記
念式典・祝賀会。
⑬本日の例会にゲストとしてお迎えを致しました、
本年度のライラセミナー参加を頂きました、お二人
に報告を頂きますので、お聞きを頂きたいと思いま
す。なお、報告終了後大塚会長よりライラセミナー
修了証書の授与が行われます。
⑭次回 9 月 18 日の例会は敬老の日 ( 法定休日 ) の
為お休みと致します。お間違えのないようにお願
い致します。
⑮千葉道夫ガバナー補佐は本日中頓別ＲＣでガバ
ナー公式訪問開催でガバナーに同席を致しており
ますので本日の例会を欠席いたしています。

◆ライラセミナー報告
　　新世代プログラム委員会　笹野孝志委員長
８月 25 日～ 27 日まで厚岸町で開催いたしました、
ライラセミナーに参加頂きました、田村純也くん、
長谷川法子さんに本日出席いただいておりますの
で、体験発表していただきます。

○田村純也くん発表
今回、厚岸町で３日間に渡って行われたライラセ



事ができました。この３日間でそれぞれ違う職種・
地域の人達が、職場と違う立場で１人１人が率先

して何かを進めていくと言うことの大事さを知り
ました。とても貴重な経験ができたとおもいます。
ありがとうございました。

■本日のプログラム　大塚勝人会長
第 2500 地区セミナー報告
第 2500 地区のセミナーが 8 月 19 ～ 20 日の２日
間に亘り紋別市で開催されました。私と千葉ガバ
ナー補佐・菊地幹事・大野財団委員長とで参加し
てきました。今年度の地区の目標はロータリー思
想のさらなる究明を・会員増強 ( 退会防止 ) に、さ
らなる努力を・ロ一タリー財団・米山記念奨学金
に、さらなる協力をとあります。今回のセミナー
はまさに地区の目標に沿って開催されたと思いま
す。今年度の士別ロータリークラブの目標にロ一
タリーを学び実践しましょうと掲げていますが、
皆さんにセミナーの内容を出来るだけ誠実に報告
し、地区の考えを知っていただきたいと思います。
今日は 19 日に行われた会員増強セミナーについて
お話し致します。米山、財団セミナーについては
次の機会に大野財団委員長がお話しすると思いま
す。小野ガバナーの挨拶の後、米田佳代子地区会
員増強委員長が東京で行われた委員会の報告で始
まりました。それぞれのクラブが基本を大切に特
徴があり、魅力あるクラブを作る、若い会員の増
強に力を入れてはどうか、若い会員は仲間を連れ
てくるのではないか、女性会員の増強を考えては
どうか、又会員増強委員会は他の委員会と連携し
例会のプログラムを使うなど、会員全員が真剣に
会員増強に取り組む必要があるのではないかと言
うお話でした。小船井パストガバナーがロータリー
会員組織ゾーンコーディネーターと言う立場で会
員数の現況をパワーポイントでの説明がありまし
た。先進国アメリカ、日本が大きく減少していて、
アジア地域では日本の減少分、韓国が大きく増加
しているのとアジア諸国の新クラブの著しい増加
でアジア地域の会員数は横ばいのようです。過去
５年間の会員数推移の説明があり、士別クラブは
4名増で大変頼張っているとの紹介もありました。

この後 6グループによるバズセッションが行われ
ました。会員数が同じような規模のクラブでグルー
プを作り、私達のグループは約 30 名いたと思いま
す。会員増で頑張っているとパストガバナーより
紹介され、グループでは最初に説明を求められま
した。いきなり振られ、まとまりのある説明が出
来なかったと思いますが、私はロ一タリークラブ
のそれぞれ地域の特色、田舎もあれば都会もあり、
同じ人口 2万 5 千と言っても皆同じではありませ
んし、会員が何名いたらそのクラブのベストなの
か、逆に質間してもなかなか答えは返ってきませ
ん、結局は現在の会員数がベターで、それより一
人でも会員を増やすことがその年の目標で良いの
ではないか、それがクリアーされたときがベスト
になるのだと考えます。士別は会員数 70 名の時代
があり 58 名までこの５年間の中で減少した時もあ
りましたが、少し戻しただけで他のクラブと同様
な取り組みをしていると思います。只会員増強は
単年度の委員会で出来る事ではなく、何年かかけ
て勧誘するべきではと説明しました。今年度の國
森委員長にもお願いしていますが、今迄勧誘して
きた人達にねばり強く声を掛ける事が大事だと思
います。名寄の定木会長が隣にいましたので、IM
での素晴らしい取り組みのスピーチを私も憶えて
いましたので、その事例を話してはと定木会長に
お願いしました。名寄の取り組みについては IMで
お聞きになった会員も多数くいると思いますが入
会して欲しい人のアンケートをクラブ全員でとり、
その上位の人をどうすれば入会するか、真剣に協
議し粘り強く勧誘したそうです。各グループから
発表がありましたが、だいたい同じような意見で、
私たちのグループは千葉ガバナー補佐がそつなく
発表し最後に小野ガバナーが講評し終了しました。
後で名寄の定木会長とお誘しましたが、名寄はか
つて士別より会員数が多く 75 名の時代がありまし
たが、その後滅少し 2005 年には 55 名となり士別
との差が 8名となり、その時はじめて会員減少の
危機感をもったそうです。会員増強はやはり会員 1
人１人がどれだけ真剣に取り組むかで決まると思
います。

★第４回ゴルフ同好会成績（９月９日：士別CC）
順　位 氏　　名 OUT IN TOTAL HC NET
優　勝 國森和麿 42 45 87 18 69
準優勝 大塚勝人 42 42 84 12 72
１　位 佐藤元信 46 42 88 13 75
２　位 志村孝幸 46 60 108 30 78
３　位 斉藤　進 46 44 90 11 79
４　位 南部哲男 49 50 99 18 81
５　位 神田英一 48 51 99 15 84

（参加 12名）
○第６回例会、10月 14日 ( 土 ) ８時 48分予定
○第６回例会終了後、午後６時より表彰式並びに
　年間優勝者表彰を開催予定。


