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第 2242 回例会

士別市朝日町サンライズホール
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（月）

本日のプログラム
普通例会

■前

画／百瀬達夫

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／大 塚 勝 人
副会長／野 崎 英 男
幹 事／菊 地
博

回（12 月 18 日、月曜日）の記録■
・普通例会

司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

若森 孝 会場監督
我等の生業
出席率 77% 会員 67 名中 出席者 52 名
阿達 勇、犬伏彰吾、扇谷雅樹、川橋勝美、國森和麿、黒田康敬、斉藤 進、
中村徹雄、鍋島 透、野 英俊、吉川紀雄、今井忠則、中川涼一、大野裕一郎、
加藤 博

中村徹雄（なかむら斎場『さくらホール』落成）
大野裕一郎（なかむら斎場『さくらホール』落成、お祝）
累計 197,000 円
例

１月・ロータリー理解推進月間
１月 １日（月） 休会（法定休日）
１月 ８日（月） 休会（法定休日）
１月 15 日（月） 普通例会・理事会
１月 22 日（月） 普通例会
１月 29 日（月） 夜間例会

会

予

定

２月・世界理解月間・ロータリー創立記念
２月 ５日（月） 普通例会・理事会
２月 12 日（月） 休会（振替休日『建国記念日』）
２月 19 日（月） 普通例会（2/23 ロータリー創立記念日）
２月 26 日（月） 夜間例会

■会務報告 大塚勝人会長
●先週のファミリーパーティーでは、ご家族の
皆様と楽しく交流することが出来ました。担当
された親睦活動・家族委員会の皆様、又お手伝
いいただきました会員の皆様大変ご苦労さまで
した。
●さて、今年も残すところあとわずかとなりま
したが、先日、日本漢字能力検定協会が毎年行っ
ている、今年の漢字が発表されました。今年は
「命」が一番でありました。例年一年の世相を現
す漢字が出てきますが、今年は残念ながらいじ
めによる自殺など、命の重みを痛感させられる
一年でありました。来年こそは明るい話題の多
いことを願いたいと思います。
■幹事報告 菊地 博幹事
❶先の例会から、ご協力を頂いております、佐
呂間町の竜巻の発生被害に対します、義援金の
お願いですが、士別 RC としては、全会員 67 名
× 1,000 円を全ての方にご協力をお願いし、今月
20 日に 2500 地区ガバナー事務所を通じて、義
援金の送金をさせて頂く準備を進めております。
まだ、ご協力を頂いておりません会員につきま
しては、本例会終了までに会計さんの方に収め
て頂きますようにお願い致します。
❷北海道大学より、季刊誌リテラポプリ 28 号が
届いております。入り口資料テーブルに置いて
御座いますので、ご一読をお願い致します。
❸第 52 回士別雪祭り実行委員会実行委員長、士
別観光協会会長千葉道夫様から、雪祭りお楽し
みチケット販売協力のお願いがまいっておりま
す。韓国旅行ペア 3 組招待豪華抽選会付き一枚
1,000 円で御座います。例会中幹事並びに副幹事
がお願いに廻りますので、ご協力をお願い致し
ます。RC には 20 枚の依頼が来ております。
❹歳末助け合い運動に関します、募金活動です
が、当クラブとしては、先週のファミリーパー
テ ィ ー で、 ご 寄 付 を 頂 き ま し た 55,000 円 に、
45,000 円をプラスして、100,000 円を今週中に、
士別市社会福祉協議会、溝渕一珍会長並びに北
海道共同募金会士別市支会山本栄会長様のもと
え、三役にて寄付をしてまいりたいと思います。
ご協力を頂きました皆様に厚くお礼を申し上げ
ます。
❺次週の例会は 12 月 25 日通常例会です。本年
度最後の例会ですので、ご出席の程を宜しくお
願い致します。
★委員会報告
◎親睦活動家族委員会 尾崎 学委員長
先週のファミリーパーティーにおきましてはた
くさんの会員・家族の参加を頂き、盛大に終了
する事が出来ました。大変ありがとうございま
した。また、２次会もカラオケなどで楽しく過
ごさせていただきました。お世話になりました。
◎プログラム委員会 神田英一委員長
本日のプログラムは、テーブルにパンフレット
が有ると思いますが、光ファイバーの関係で、
士別に光りファイバー誘致の会が出来まして、
第１次提供予定の東地区、350 戸を目標に進めて
いますが、この内訳につきまして、宮崎会員に
卓話を本日お願いをしています。来週 25 日は百

瀬会員に百瀬先生が表彰された関係と、親睦活
動家族委員会の関係、どちらかで卓話をお願い
いたしています。25 日はクリスマスで大変お忙
しいとは思いますが、会員全員の出席をお願い
いたします。
◆卓 話『光ファイバーを「しべつ」に呼ぼう！』
◎宮崎隆雄会員
去る、11 月 22 日に士別光ファイバー誘致の会が
発足致しました。その時の新聞報道及び折込み
チラシでご覧になった方も多いかと思いますが、
当クラブの佐藤安司会員、田中義博会員、千葉
道夫会員がそれぞれ、士別商工会議所会頭・日
本電信電話ユーザ協会士別地区副会長・士別観
光協会会長の立場にてこの会の、会長・副会長
をされており、士別市及び士別商工会議所が後
援となって、市内１１の事業所で現在申込受付
を行なっております。さて、
「しべつ光ファイバー
誘致とはいったい何んぞや」と言う話ですが、
現在士別市内では、ＡＤＳＬと言う接続方法を
用いたインターネット接続が一般的です。これ
を、光ファイバーに置換えて接続しようと言う
ＮＴＴのＢフレッツサービスを誘致する事を目
的としています。このＢフレッツの長所は、イ
ンターネットが高速で安定している事、既存の
電話回線を休止して光ファイバー経由で今まで
の電話が全国一律市内通話料金で使える事、Ｃ
Ｓ衛星放送と同じ様な内容のサービスがより安
く観られる事などがあげられます。また、一般
にサービスがよくなった分当然毎月の料金が高
くなると思われているようですが、確かに一般
家庭では月々のＮＴＴに払う固定料金分として、
約 1,200 円程高くなる試算が出てはいますが、今
後一般家庭においてもより高速な情報網が必要
とされる方向であることは間違いなく、また、
商店や事業所など電話回線を事務用で引いてい
る場合はＢフレッツにする事で毎月の料金がか
えって安くなる場合が多いようです。ですから、
もう道内の中では名寄・富良野・士別しか未提
供市が無い中で、ぜひとも誘致を実現したいと
会では強く願っているところであります。しか
しながら、ＮＴＴでは、各家庭及び事業所に既
存の電話線と同じようにグラスファイバーケー
ブルを引込む事になり多額の投資が必要な為、
市内を東と西に大分し先ず東側工事エリアに 350
件の申込数を確保する事がサービス提供開始の
条件と言っております。また、350 件の申込数を
受けてから提供開始の日程が確定する為、集ま
りが遅いと開始時期も遅くなる事情があります。
今月中に集まったとして来年夏頃の提供が目安
の様です。残念ながら、今日現在でもまだ半分
程度の申込数にしかなっておらず、今後戸別に
訪問しながらでも申込を取り纏めていきたい所
であります。当クラブ内では、士別ハイヤーさ
んと泉谷さんと弊社シーピークリエイトが申込
受付事業所として参加しておりますので、会員
の皆様にはこの会の趣旨を是非ともご理解頂き、
ご協力頂ければ幸いと考えます。また、今回募
集エリア外の地域においては、350 件の申込達成
後すぐに募集を開始し、早期に士別市内全体の
提供を実現したいと考えている次第であります。

