
ＳＨＩＢＥＴＳＵ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ　ＤＩＳＴＲＩＣＴ　２５００　ＪＡＰＡＮ

    士別ロータリークラブ会報
創立1960・３・24　　ＲＩ第2500地区

Vol. 042　 　No. 2184

率先しよう
2006 ～ 2007 年度　RI 会長
　　　　　　　ウィリアム　ビル・ボイド 士別市朝日町サンライズホール　　　　画／百瀬達夫

例会場／士別グランドホテル
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　　　　　　　　　TEL  0165-23-1234
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副会長／野　﨑　英　男
幹　事／菊　地　　　博

第2264回例会　２００7年６月25日（月）

本日のプログラム
夜間例会

第2261回例会　■前　回（６月４ 日、月曜日）の記録■　
普通例会（卓話：谷温恵会員）

司 会　若森　孝　会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　出席率 72.7%　会員 66名中　出席者 48名
本 日 の 欠 席　阿達　勇、犬伏彰吾、江端捷浩、扇谷雅樹、加藤　博、黒田康敬、西條輝光、
　　　　　　　　斉藤　進、汐川康晴、田中義博、鍋島　秀、福澤丹治、三野博司、宮田喜久三郎、
　　　　　　　　山本　栄、渡辺正一、南部哲男、吉倉慶次郎
メークアップ　
ビ ジ タ ー　山崎晴一ガバナー補佐（2007 ～ 2008 年度、国際ロータリー第 2500 地区第２分区）
　　　　　　　　千葉　智会長（2007 ～ 2008 年度、美深ロータリークラブ）　
ニコニコＢＯＸ　菊地　博（長女ご結婚）
　　　　　　　　本山忠之（第２回ゴルフ大会優勝）
　　　　　　　　尾崎　学（韓国政府、日本教職員プログラム参加）　　　　　　　累計 435,000 円

例　会　予　定
６月・ロータリー親睦活動月間
６月　４日（月）　普通例会・次年度理事会
６月 11日（月）　早朝例会
６月 18日（月）　普通例会（卓話：谷温恵会員）
６月 25 日（月）　夜間例会・理事会（本年度最終例会）

７月・識字率向上月間
７月　２日（月）　新年度例会・理事会
７月　９日（月）　普通例会（卓話：斉藤進会員）
７月 16 日（月）　法定休会（海の日）
７月 23日（月）　普通例会（卓話：尾崎学会員）
７月 30 日（月）　夜間例会
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★次年度報告
◎千葉繁夫次年度幹事
❶ 6 月 4 日に第 1回目の理事会を開催致しました。
審議内容は年間スケジュール・スポーツ少年団等
の協賛金の件・ガバナー公式訪問の日程・名誉会
員の選任・予算につきまして審議を致しました。
活動計画書等に載って参りますのでよろしくお願
いします。
❷本日、年会費納入のお願い文書並びに振込用紙
を皆様のお手元に行っていると思いますが、例年
7月上旬にＲＩ等の負担金並びに印刷代等の支出
がございますので、7月中にご入金頂きますよう
ご協力をお願いいたします。
❸ 7月の例会予定は、7月 2日（普通例会・理事会）、
7月 9 日（普通例会・卓話：斉藤進会員）、7月 16
日（法定休会・海の日）、7月 23 日（普通例会・卓話：
尾崎学会員）、7月 30 日（夜間例会）。
❹サフォークランド士別サッカークラブより大会
協賛と大会開催案内が来ています。大会協賛につ
きましては 6月 4 日の理事会にてご承認を頂いて
おります。大会につきましては 8月 3 日から 5日
の３日間の開催です。つきましては、会長、副会長、
幹事、新世代Ｐ委員長、社会奉仕委員長の開会式
の出席をお願いいたします。
❺７月７日に開催致しますふれあいの夕べの券の
購入お願いの案内ですが、本日すでに川原委員長
が皆様の所に回り完売させて頂きましたので、あ
りがとうございました。
❻活動計画書を只今作成中で御座いますので近々
出来上がると思いますが、例年、百瀬先生にお願
いをしていました表紙の絵を今回は武田吉夫会員
にお願いしています。内容は新築の士別中学校で
す。
❼次年度関連委員会の会議を例会終了後、行いま
すので宜しくお願い致します。

★次年度国際ロータリー第 2500 地区　第２分区
　ガバナー補佐ご挨拶

◎山崎晴一ガバナー補佐
千葉道夫ガバナー補佐の後を受けて次年度、ガバ
ナー補佐に就任致します美深ロータリークラブの
山崎晴一です。よろしくお願いします。本日は次
年度美深ロータリークラブ会長の千葉智会員と出
席させて頂いています。
ガバナー補佐の役目と言うことで分区内の例会に
顔を出して次年度ＲＩ会長の方針・ガバナーの方
針等を伝えて行くのが役目です。先週、中頓別Ｒ
Ｃをかわきりに本日、士別・明日、名寄・７月に
枝幸、下川と回る予定に成っています。７月１９
日に第２分区の会長・幹事懇談会を開催致します
ので宜しくお願い致します。ＲＩ会長の方針は
ロータリーは分かちあいの心で、ガバナー方針は
自然環境にロータリーを生かそうです。地区の目
標としては例会の重要性を見つめなおしましょ

■会務報告　大塚勝人会長
●今日は本年度最後の普通例会です。２５日の最
終夜間例会が過ぎるといよいよ次年度がスタート
いたします。６月４日の例会終了後、第１回目
の次年度理事会が開催され、新年度の年間スケ
ジュール、予算等数々の審議を行い、各理事より
活発なご意見が出されました。
●昨日は、初夏にふさわしい晴天のもと、市内の
幼稚園で運動会がありました。お孫さんの応援に
駆けつけた会員もいたようですが、近所にある瑞
祥幼稚園の歓声が我が家にまで届いてきました。
私は昼からゴルフをしましたが２７度の暑さと普
段の運動不足で体力の限界を感じながらもホール
アウトできました。前日の菊地幹事のお嬢さんの
結婚式で飲んだ祝い酒が残っていたのか、暑さの
せいなのか残念ながら近年はたいた事のない除夜
の鐘に一つ多い 109 という成績でありました。こ
れから益々暑くなりますが、ゴルフ、パークゴル
フをする人は油断をしないで、よく水分をとりな
がらプレーすべきだと思います。

■幹事報告　菊地　博幹事
❶名寄並びに下川ＲＣより、６月の例会案内及び
５月クラブ会報が届いておりますので、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美深ＲＣ次年度会長千葉智氏より、７月より例
会曜日の変更案内が届いております、現在毎週木
曜日でしたが、諸般の事情によりまして、毎週金
曜日に変更になるとのご案内で御座います
❸６月理事会ですが、先の例会でもご案内致しま
したが、６月２５日（月）午後４時３０分より、
本年度最終夜間例会前に開催をさせて頂きますの
で、理事並びに関係役員のご出席ご協力をお願い
致します。
❹クラブ会費の納入のお願いですが、本年度の会
計閉鎖期を向かえ、決算書作成に入りました、誠
に恐れいりますが、都合でまだ収めておられませ
ん方につきましては、今週中に収めて頂きますよ
うにご協力をお願い致します。

★その他の報告
◎國森和麿会員
第３回目のゴルフコンペを７月１日（日）に開催
致します。今回は士別ライオンズクラブとの対抗
戦と言うかたちで執り行いますので会員大勢のご
出席をお願い致します。

◎伊藤優市会員
５月 22 日の父の葬儀に対しメンバーのお参り又、
ご香料、ご供花等頂き大変ありがとうございまし
た。



う、会員増強退会防止です。ガバナー公式訪問の
日程がすでに来ていると思いますが、８月２７日
に成っています。活動計画書は出来次第早急にガ
バナー事務所へ送付願います。次年度の財団地区
補所金は中頓別ＲＣの方向で進めていますのでご
理解をお願い致します。最後に美深ＲＣの例会日
が金曜日に変更に成っていますのでご報告致しま
す。一年間一生懸命勤めますので宜しくお願い致
します。

★プログラム
◎神田英一委員長
本年度最後の卓話に成ります。当初、尾崎会員に
お願いをしていましたが昨日、韓国から帰ってき
たばっかりで原稿を纏める時間が無いと言うこと
で急遽、谷会員にお願いを致しました。宜しくお
願い致します。

★卓話
◎谷　温恵会員
私がクラブに入会してから１年半たとうとしてお
ります、前園長が亡くなって間もなく、青年会議
所とロータリーからのお誘いを一度に受け、私の
ような小さな人間にとってそのお誘いは重大であ
り大変悩みましたが、子どもの時から知っていて、
士別でご活躍されている皆様の中で、成長させて
いただこうと決意を持って入会させて頂きまし
た。入会後すぐに先輩の皆さんが「ロータリーは
奉仕の精神だからね」ＮＯは無いよ、と口々に言
われましたが、私にとって奉仕という言葉は前園
長からいつの時も教えられてきていましたので、
今回もこの場にいる人間としてふさわしく有りま
せんが、神田さんから、尾崎さんのピンチヒッター
ということでのお話がありましたので、自分の勉
強の為にも勇気をもってお話をさせていただきま
す。どうぞよろしくお願い致します。
では、はじめに、自園のお話を少しさせていただ
きます。
士別幼稚園は今年で５９周年を迎えました。園舎
改築等、多くのご支援をいただいたのが５０周年
の時で、ついこの間に思っていましたが、来年は
６０周年と言うことで驚いております。はじまり
は、敗戦後の混乱期に物質的にも精神的にも希望

を失っている世相の中で育つ幼子が、次の時代を
背負ってたつ事を考えるとき、人格形成の基礎作
りの幼児教育の重要性を痛感し、幼稚園の開設を
決意したのが前園長　谷　義信でありました。神
戸で生まれ､ 士別の前は福井から来た人間ですか
ら、資金的には当然知人に頼る事も出来ませんし、
日本キリスト教会としても負担は負えないとの事
で、開園をするならば、教会と経済的な関係なし
に個人の責任においてやるべきであるとのスター
トだったそうです。その後は、昭和２３年５月、
学校教育法に依る私立幼稚園の認可を提出しまし
たが、上川支庁より支庁内に保育所１ケ所もない
ため、福祉法による保育所をとの要請をうけ、７
月１０日、子どもの家士別保育園として、入園児
８０名をもって開園式を行ったとのことです。昭
和３１年に、ようやく市立あけぼの保育所が開設
されましたので、もともとの目的であった私立士
別幼稚園の設立を北海道庁より認可されスタート
しました。その頃は、上士別町より１５名の園児
もいたそうで、冬の登園が困難ということで、上
士別に分園も開設したそうです。その後、昭和
５３年学校法人谷学園としての認可をうけ、現在
に至っております。ちなみに私は平成５年４月か
ら教諭として働いてきたところです。少子化時代
に見まわれて幼児教育の現場も困難な状況であり
ますけれども、たくさんの方々のご協力とご支援
のもとに設立当時の前園長の思いを子ども達に伝
えられる環境がありますことを感謝しておりま
す。さて、士別においての子どもをとりまく現状
ですが、先日も会議で人口を２万人に設定した士
別市の総合計画が作成されました。市の人口がど
んどん減る中で、出生率も平成１４年では１９０
人から平成１８年では１７０人と２０人の減と
なってきております。市内には士別市立の幼稚園
はありませんが、わたく私立からの学校法人の幼
稚園が３園、士別市立の保育所が朝日を含め４箇
所、ちなみに以前の計画ではすでに統合されるべ
きあすなろ保育所につきましては、一部反対によ
り、当面、北星保育所との合併は白紙とのお話で
す。その他、自治体が運営する保育園、認可外保
育園、ＮＰＯ法人保育園、僻地保育園等、１０以
上の施設、他の市に類がないほどの幼児施設があ
るというのが士別のまちの現状であり、どこの施
設も集団生活という点においては、苦戦している
というのが、士別市の現状であると思います。ま
た、どの業種でもそうですが最近では民間委託が
多くなり、士別近隣では、市が保育所を手放し、
学校法人に委託、保育園と幼稚園を経営するケー
スも増え、確実に時代の流れで子ども達の大事な
時期に影響が出てきているのは間違いありませ
ん。そんな中、幼稚園の役割もどんどんふえてき
ていまして、社会状況に合わせての、子育て支援
や地域連携等、働く者も一昔前とは違い、さらに
教員の資質が問われる今日この頃です。ただ、ど



★第２回パークゴルフ同好会成績
（６月２０日：天塩川緑地）

順　位 氏　　名 スコア
優　勝 織　戸　俊　二 53
１　位 武　田　　　修 54
２　位 大　塚　勝　人 54
３　位 山　口　哲　雄 55
４　位 福　島　栄　三 58
５　位 山　本　俊　二 63

（織戸俊二会員はハンディ＋２）

んな状況においても、教育方針をしっかりとまっ
とうし、士別市の子どもを温かく成長させていく
ことが、幼稚園や士別市の大人の重要な努めとし
て考えていかなければ、士別に未来はないといっ
ても過言ではないと日々感じておりますことをク
ラブの皆様にもご理解を頂ければと思います。限
られた時間ですので、話がとびますが、昨日は幼
稚園の運動会がありまして、私の腕も日焼けでこ
のようになってしまいました。　ロータリーの会
員においてもお孫さんのおじいちゃんとして参加
して下さった万もいらっしゃいまして大変嬉しく
思いました。ありがとうございました。炎天下の
中でしたが、子ども達はグズッたり泣いたりする
こともなく、最後までやり遂げたことが何よりで
したし、私はいつも心をひとつにということを子
ども達に伝えていますが、心という目には見えな
いものがはっきりと昨日の運動会で見えたこと
が、大きな喜びです。子どもはもちろんですが、
親も係など関係無しに子どもの為に何事も協力し
て下さいましたし、卒園児や関係者もたくさん応
援にお越しいただき、競技にもたくさん参加して
下さり、文字通りの心をひとつにして運動会が盛
会に終わり、感動と感謝の一日でした。その後の
反省懇親会では、お酒の力もあってか、お父さま
方が子ども達の成長に感動し涙を流されたり、有
意義な時を過ごし、私も今日は充実感と疲労でヨ
レヨレですが、逆に今日の卓話のことが頭にあり
ましたので、倒れることもなく良かったです。最
後になりますが、私は、祖父の職業柄、子ども
の時から、常に愛情の深い環境に育ってきまし
た。特に耳にたこができるぐらいに何度も繰り返
し教えられてきたことがあります。それは何にお
いて礼犠牲と奉仕の愛を持ってと教えられて育っ
てきました。ただの好きとか嫌い、ほれたという
ような愛ではなくして、犠牲と奉仕の愛です。そ
のことばの理解は、恥ずかしながら、今、自分が
仕事の長になってようやくわかりはじめてきたの
かもしれません。だからこそ、年齢もみなさんに
迫いつかず、しかも女である私がこの場にいて何
か自分にできることはあるだろうかと奉仕につい
て考え、ロータリーにいることができるのかもし
れません。皆さんには大変よくしていただく中、
子ども達の指導や行事の関係上、毎回の例会に
１００％参加できないことに、大変恐縮してしま
いますが、これからも私のできることは小さいな
がらも、頑張っていきたいと切に願っております
ので、先輩方、御指導をよろしくお願い致します。
最後の最後になりますが、ここにいらっしゃる方
は、日々お忙しい方たちと思います。そこで、私
の得意な手遊びを通じて、頭と身体の体操をして
みたいと思いますので、ご一緒にお願い致します。
以上ありがとうございます


