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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
　　　　　　　　　TEL  0165-23-1234
会　長／大　塚　勝　人
副会長／野　﨑　英　男
幹　事／菊　地　　　博

第2259回例会　２００7年５月21日（月）

本日のプログラム
普通例会（卓話：今井忠則会員）

■前　回（５月 14 日、月曜日）の記録■
・普通例会（卓話：本山忠之会員）

司 会　若森　孝　会場監督
斉 唱　我等の生業
本 日 の 出 席　出席率 77%　会員 66名中　出席者 51名
本 日 の 欠 席　阿達　勇、伊藤優市、犬伏彰吾、黒田康敬、斉藤　進、坂野虎渓、佐藤元保、
　　　　　　　　佐藤安司、谷　温恵、中村徹雄、鍋島　秀、南部哲男、野　英俊、吉川紀雄、
　　　　　　　　渡辺正一
メークアップ　本山忠之、千葉繁夫（４/27、PETS 会長エレクト研修セミナー）
　　　　　　　　本山忠之、千葉繁夫、神田英一、福澤丹治、川原一夫、北村浩史、足利光治、
　　　　　　　　國森和麿、中川涼一、山口哲雄、山本俊一、宮崎隆雄、志村孝幸、三野博司
　　　　　　　　（４/28、2007 ～ 2008 年度のための第 2500 地区協議会）
ニコニコＢＯＸ　河原賢治（ゴルフ同好会優勝）、川原一夫（５月誕生）　　　　　　累計 381,000 円

例　会　予　定
５月
５月　７日（月）　普通例会・理事会
５月 14日（月）　普通例会
５月 21日（月）　普通例会（卓話：今井忠則会員）
５月 28 日（月）　夜間例会（夫人同伴例会）

６月・ロータリー親睦活動月間
６月　４日（月）　普通例会・理事会
６月 11日（月）　早朝例会
６月 18日（月）　普通例会（卓話：尾崎学会員）
６月 25 日（月）　夜間例会（本年度最終例会）
６月　３日（日）　ＩＭ（下川）



❹お願いですが、士別ＲＣ年会費を収めたか収め
ていないか忘れたり、都合でまだ収めておりませ
ん方に付きましては、決算の都合上、誠に恐れ入
りますが、今月末までにお収め頂きますようにお
願い申し上げます。

★委員会報告
◎親睦活動家族委員会　尾崎　学委員長
28 日に開催致します、家族親睦パークゴルフ大会
に今現在 17名の会員並びに奥様方の出席を頂いて
おります。まだ出欠を出されていない会員は本日
例会終了までに提出をお願い致します。なお、奥
様同伴夜間例会に欠席をする会員につきましては
士別グランドホテルへ欠席の報告をお願い致しま
す。

★次年度報告
◎千葉繁夫次年度幹事
❶各テーブルに置いています、ロータリー情報マ
ニュアルの改訂版の申し込み依頼が来ていますの
で、必要な会員は次回の例会までに名前をご記入
ください。

◆プログラム
◎神田委員長班
今月は今日と次週、卓話がありますが、本日は先
日北見で開催されました、PETS 地区協議会の報
告を兼ねて次年度会長の本山会員に卓話をして頂
きますのでよろしくお願い致します。

◎本山忠之次期会長
４月２７日より北見市におきまして、会長エレク
ト研修セミナー通称 PETS 及び翌２８日地区協議
会に出席してきました。あいにく前日夕方からみ
ぞれが降り、旭川で会議がありましたが終わると
同時に慌て帰り冬タイヤに交換するはめになりま
した。千葉幹事予定者と朝６時士別を出発しまし
たが、案の定、石北峠は雪が積もっており久しぶ
りのアイスバーンにビビリながら北見に到着しま
した。私も以前何度か地区協議会には出席したこ
とはありましたが、PETS は初めてのことでどの
ようなことが話されるのか興味がありましたが、
セレモニーから始まりＲＩ並びに地区の方針が海
田次期ガバナーから説明がされました。ＲＩ会長
のテーマは「ROTARY　ＳＨＡＲＥＳ」日本語訳
「分かち合いの心」であり、海田次期ガバナーの
テーマは「自然環境にロータリーを活かそう」で

■会務報告　大塚勝人会長
先週たまたま居酒屋で隣に座った人が、神社山の
桜の芽が出ているのでもう直ぐ満開になり、１３
日の日曜あたりは見頃だよと話していました。札
幌に住んでいる姪夫婦が、以前から桜を見に士別
に遊びに来たいと言っていたので連絡をしたので
すが、それ以来寒い日が続き、桜前線はどこで停
滞しているのかと思っていました。土曜日に滝川
市に仕事の用事があり行ってきたのですが、たま
たま時間があり昼を過ぎた頃滝川の公園に行って
きました。あまり多くはない桜の木の下で何組か
の団体が宴会をしているようでした。以前この近
辺の桜と言えば神居古潭が綺麗だと言った先輩の
話を思い出し、帰りは高速を使わず久しぶりに国
道を通って帰ってきました。車の運転をしながら
見た限りでは綺麗でしたが、満開ではなかったよ
うな気がします。山菜が大変美味しい季節になり
ました。私も山菜が大好物で、自分で探りにはい
かないのですがよく貰います。しかし山菜探りを
趣味にしている年寄りがよく事故にあっています
ので注意すべきだと思います。

■幹事報告　菊地　博幹事
❶美深ＲＣ、下川ＲＣより、5 月、6 月の例会案
内並びにクラブ会報が届いております、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。
❷今月１７日（木）第４回クラブ協議会（新旧）
開催ですが、先週の例会でも文書を持ってご案内
致しましたが、どうしても都合がつかなくて欠席
されます方は、本日の例会終了まで幹事の方に申
し出をお願い致します、尚、当日は本年度の活動
報告書をご持参願います、又、本年度委員長さん
に付きましては、誠に恐縮ですが、本年度の委員
会活動報告を３分以内にまとめて頂き、当日ご報
告をお願い致します。
❸６月３日（日）下川町にて開催されますＩＭで
すが、登録料自己負担分４，０００円をまだ収め
ていない方に付きましては、早急に会計さんの方
に収めて頂きますようにお願い致します、なお、
お願いですが、参加登録は頂きましたが、都合で
当日は出席出来なくなった会員に付きましては、
車の手配のため、次回２１日の例会まで幹事まで
ご報告をお願い致します、ご協力をお願い致しま
す。乗り物は、士別ハイヤー様のマイクロバス並
びにジャンボタクシーで、士別グランドホテルを、
１２時に出発をしたいと計画を致しております。



あります。海田次期ガバナーが熱心に説明されま
したが、正直に言いましてこの時点では私には残
念ながら話を良く理解できませんでした。午後か
らは、会員増強及び退会防止の講話が若干あり主
に財団と米山記念奨学会のことについて説明があ
りました。一日が終わる頃には PETS とは次期会
長予定者に如何に気持ちよく財団及び米山奨学会
に寄付をしてもらうかの為に行われているのかと
思う気持ちになりました。ただそれは決して嫌な
気持ちだけが残るものではありません。　財団が
如何に大事な団体であるか理解できたような気が
します。会議終了後は懇親会が開催され、第２分
区の他の会長・幹事予定者と名刺交換をしました
が、残念ながら二次会は美深の山崎ガバナー補佐
が参加せず、枝幸・中頓別の会長・幹事予定者の
みとなり昨年とは趣が変わっているようでした。
翌日の地区協議会で分科会があり、会長予定者に
対しては再度ＲＩテーマ並びに地区の方針が説明
されました。足立会長ノミニーは、「ROTARY　
ＳＨＡＲＥＳ」分かち合いの心とは、思いやりの
心・親切心・愛のことである。私たちを感動させ
るロータリーの親切心と愛とは、理屈とはかけ離
れたものであり、ロータリーは思いやりの心があ
るからこそ、分かち合うのです。自分が要らなく
なったものを与えるのではなく、ロータリアンと
して口先で人類愛を語るだけでなく、その愛を実
践し、分かち合い、互いに助け合うそのことがロー
タリーたる所以である。
※ロータリーの組織は常に他の組織と分かち合っ
ている：地域の組織、ユネスコ、国連等との協力
関係等の説明かありました。引き続き海田次期ガ
バナーのテーマ「自然環境にロータリーを活かそ
う」
１．人類は地球というかけがえの無い自然環境の
中に暮らしその恩恵を受けている。
２．しかし、その環境は、人々の利益追求のため
に破壊されてきている。

３．今こそ少しでも，自分たちの「奉仕の心」を
地球環境の保護に向けて活動しよう。
それこそが、皆でＳＨＡＲＥＳして、助け合いの
生活をすることになる。

地区の目標
１．会員増強・退会防止（地区としての力をつけ
よう）
２．例会出席（親睦を持って奉仕の心をつくり、
その心で実践しましょう。
３．Ｒ財団・米山記念奨学会への協力（次代を担
う若者の育成と国際理解と親睦）

私のテーマはまだ漠然としていますが、ＲＩ並び
に地区テーマを元に決めたいと思います。今回
PETS 及び地区協議会に出席し、あらためてロー
タリーが世界と通じていることを認識し、大塚現
会長が常々ロータリーを知ろうと会員に話してい
た意味を考えました
ロータリーは目先のこと、身近にあることだけに
とらわれるのではなく、ロータリアンは世界人で
あることを意識して日々の生活、職業を通じての
実践をしなければならないと教わりました。
最後に、地区協議会に出席するため朝早くから士
別を出発しました委員長各位、又代理出席をお願
いしました山口会員には特に有難うございまし
た、お疲れ様でした。

★第１回ゴルフ同好会成績（５月 12日：士別CC）
順　位 氏　　名 OUT IN TOTAL HC NET
優　勝 河原賢治 47 49 96 20 76
準優勝 佐藤元信 42 49 91 13 78
１　位 國森和麿 47 49 96 18 78
２　位 寺下隆通 43 51 94 13 81
３　位 斉藤　進 45 51 96 14 82
４　位 川橋勝美 49 52 101 18 83
５　位 武田吉夫 56 54 110 22 88

（参加者９名）
次回第２例会６月 10日 ( 日 )13：00スタートです。

★第１回パークゴルフ同好会成績（５月 14日：不動）
順　位 氏　　名 スコア
優　勝 武　田　　　修 53
１　位 佐　藤　元　信 54
２　位 大　塚　勝　人 56
３　位 織　戸　俊　二 57
４　位 福　澤　丹　治 61
５　位 渡　辺　寿　男 61

（参加者６名）


