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伊藤優市会場監督
奉仕の理想
出席率93.1％ 会員58人中 出席者54人
今井裕・川橋勝美・黒田康敬・野英俊・中川涼一
ふれあい広場(7/4･5) 谷 温恵・吉川紀雄・大野裕一郎・神田英一・千葉繁夫・菊地博・
北村浩史・國森和麿・志村孝幸

大野裕一郎(会長就任)・志村孝幸(幹事就任)・山本ガバナー(寸志)・住友ガバナー補佐(寸
志)・藤吉敏博(誕生祝)・泉谷勇(誕生祝)

累計 42,000円

●７月 6日（月） ガバナー公式訪問例会
●７月13日（月） 普通例会・理事会
●７月20日（月） 休会(法定休日：海の日)
●７月27日（月） 夜間例会・役員会

●８月 3日（月） 普通例会･理事会
●８月10日（月） 普通例会
●８月17日（月） 特別休会
●21～23日(金-日) ライラーセミナー(帯広)
●８月24日（月） 普通例会
●８月31日（月） 夜間例会・役員会

■ ■ [会員増強及び拡大月間]

今日のプログラム

前回 （７月６日） の記録

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／大野 裕一郎
副会長／福澤 丹治
幹 事／志村 孝幸

2009-2010年度国際ロータリーのテーマ
2009-2010年度ＲＩ会長 ジョン・ケニー

2009-2010年度士別ロータリーのテーマ

ロータリーを楽しく・学び・奉仕しよう
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■来訪者紹介・・・・・・・・・大野裕一郎会長

国際ロータリー第2500地区ガバナー並びに役員

の方々を紹介致します。

ＲＩ第2500地区ガバナー 山本信男様

第２分区ガバナー補佐 住友松男様

ＲＩ第2500地区副幹事 大隈卓也様

旭川東ＲＣ出席委員長 大沼克己様

■会務報告・・・・・・・・・・大野裕一郎会長

新年度の初回例会がガバナー公式訪問となり大

変緊張していますが、貴重な経験と機会を与えて

頂き光栄と存じます。

クラブの活動計画が

効果的に実践出来る様、

先程クラブ協議会にて

山本ガバナー・住友ガ

バナー補佐より、助言、

ご示唆頂きました。私

を初め志村幹事、役員、理事、委員長共々一生懸

命努めてまいります。

また、本年度は当クラブ創立50周年と言う記念

行事の年度でもあります。現下の極めて厳しい経

済、経営環境の中で多忙で気忙しい年度になるか

と思いますが、ロータリーの基本原則である奉仕

と寛容の心を持って何卒ご支援ご協力ご尽力賜り

ます様お願い申し上げます。

4日5日と「ふれあい広場'09IN しべつパート26'」

が総合体育館前にて開催されました。「ハンディ

キャップ者に対する偏見を無くし普段通りに生活

出来る環境にしましょう」との思いを目的に毎年

開催され、参加団体・個人のボランティア数は230

人に及んでいます。晴天の中、北村委員長始め多

くのロータリアンが参加協力し盛況の内に終了致

しました。大変ご苦労様でした。

先月25日から、メンバーである西條会員のご配

慮により店舗２Fを「ロータリー・ルーム」として

提供頂いております。今後50周年事業委員会の準

備室として使用すると共に新たに「ロータリー資

料室や会議室・談話室」として活用させて頂く事

になっております。この場をお借りして改めて西

條会員に感謝と御礼を申し上げます。

活動計画書の中のさし絵を百瀬会員にお願い致

しました。本年度50周年という事で1960年創立時

の例会場士別商工会館を描いて頂きました。例大

祭委員長でお忙しい中、大変ありがとうございま

した。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事

いよいよ、2009～2010年度が始まりました。皆

様のご指導ご協力友情を頂きながら努めさせて頂

きます。よろしくお願い致します。

１．9月12･13日に旭川にて開催される地区大会に多

数の参加をお願い致します。登録料12,000円のとこ

ろ自己負担金は10,000円です。

２．第20回サフォークランド士別カップ少年サッ

カー大会事務局より協賛の依頼が来ております。

３．今年度は、役員会に副幹事、理事会に副幹事、

副会場監督、副会計を、オブザーバーとして出席

義務者に追加致します。

４．7月13日例会終了後、理事会を開催致します。

５．「ロータリーの友」「ガバナー月信」の7月号

が届いております。本年度も各テーブルに配付し

ますので、活動計画書とあわせてお持ち帰り下さ

い。

６．美深ＲＣより会報、名寄ＲＣより7･8月の例会

案内と会報、交通安全推進委員会より会報が届い

ております。

■会員増強委員会 ・・・・・・・本山忠之委員長

第１例会でまたガバナー公式訪問例会で新入会

員の紹介と入会式が出来、とてもうれしく思いま

す。推薦者と共に紹介致いたします。

●推薦者・・・・・・・・・・・藤吉敏博会員

日頃お世話になっている当クラブ例会場でもあ

る士別グランドホテル社長の高山稔さんを紹介致

します。奥様は道代さんで皆様ご存じの方も多い

事と思います。

●新入会員あいさつ・・・・・・・高山稔会員

只今紹介を頂きました高山と申します。日頃当

会場をご利用頂き、真に有難うございます。自己

紹介といっても顔はご

存知頂いていると思い

ます。 私は昭和55年

に士別に来まして、59

年7月に当ホテルに入社

を致しました。当時加

藤社長がいなければ今

の私は無かったと思っ

ております。

長年ＲＣの例会場として当会場を利用して頂い

ておりますが表面的なことしか存じ上げておりま

せん。今後はロータリーの中身を十分理解出来る



ように皆さんのご指導を頂きたいと思います。

●推薦者・・・・・・・・・・大野裕一郎会長

奈良康弘君を紹介致します。宮武電機(株)の代表

取締、また士別電設業協会の会長でもあります。

趣味は剣道で３段の腕前とお聞きしています。

●新入会員あいさつ・・・・・・奈良康弘会員

宮武電気の奈良と申します。この度入会させて

頂きまして大変うれしく思っております。

父は転勤族であり士

別には昔からの知合い

は少ないですけれども、

母親は士別出身で私の

出生地は士別です。ま

た、中学３年の時士別

に来まして高校まで計

4年間士別にいました。

５年前に当社の代表として士別に来て以来、日

頃皆様には工事業を通じ大変お世話になっており

ます。

今までＲＣについては新聞で見る程度しか知り

ませんでしたので、今後は皆さんと共にクラブの

一員として活動に参画し、ロータリーを学んでい

きたいと考えています。

■新世代Ｐ委員会 ・・・・・・・山口哲雄委員長

ライラー参加者申込みのご案内です。本年度ライ

ラーは30回目を迎え、場所は道立十勝エコロジー

パークにて、8月21日から23日迄開催されます。ホ

ストクラブは帯広ＲＣです。多くの参加者を期待

いたします。

■社会奉仕委員会 ・・・・・・・北村浩史委員長

去る４日５日、様々な障害を持つ人達やボラン

ティア団体、市民と交流を図る「ふれあい広場'09I

N しべつパート26'」が開催されました。当クラブ

より会長・幹事・社会奉仕委員会メンバーが実行

委員として参加し、パネルの展示等を手伝って来

ました。

●ゴルフ同好会 ・・・・・・・・・國森和麿委員

第３回士別ＲＣと士別ＬＣとの対抗戦が7月12日12:

30より開催されます。多くの皆様の参加を期待い

たします。

山本信男ガバナー挨拶

只今ご紹介を頂きました山本です。ガバナーに

なりたてですし、最初の公式訪問です。緊張して

おりますがよろしくお願い致します。また貴クラ

ブの新入会員入会式に立ち会うことが出来うれし

く思います。

ＲＣは1905

年に誕生し、

まだ10 0年し

かたっており

ません。私が

もっとも尊敬

する長崎県の

パストガバナー

佐古亮尊さん

の「ロータリーの森を歩く」という本の中でロー

タリーはひとつの思想であると書かれております。

入るも出るも自由であることから社交クラブだと

も言われていますが、その違いは会員がロータリー

哲学の実践と探求を怠り無く続けることにありま

す。一般の方はロータリーを奉仕団体と思ってい

ますが、親睦団体が正しいです。毎回例会に出席

し親睦の中に切磋琢磨し、親睦の心と奉仕の心を

育んで行くのです。 ＲＣは一人一人の会員の心

の高揚により世を明るくすることが期待されてい

ます。三浦綾子さんの言葉に「暗闇の中に一本の

ロウソクのともしびでありたい」と言う言葉があ

ります。一人一人の心の明るさや、思いやりの心

が、ＲＣの根本です。

初期のＲＣは、一業種一人であり会員間の取引

きは経済的相互扶

助が原則でした。

しかし会員・非会

員とで不公平との

批判があり1912年

職業倫理に関する

綱領が採択されま

した。ＲＣの根底

の思想に会員の職業が繁栄する事こそ最高の功徳

であると認識されていたので、取引の奨励があっ

たと思いますが、自分の利益のみを考え入会する

のは間違いであり受け入れられません。



また、ＲＣ内の地位を利用して取引を強要する

ことは当然禁じられています。適正マージン適正

価格で取引し、すべての人に対して公正な取引き

が求められます。利益ばかりを追う人は必ず失敗

します。近年は、自由経済の原則で他を排除し寡

占状態を求め、自分だけ儲けて生き残ろうとする

傾向が見られます。元来ＲＣは自分の持っている

技術・情報をお互いに交換し合い助け合う、また、

企業を安定的に作り上げる基礎になる心を磨く場

です。

昨年は100年に一度と言われる大不況に突入致し

ました。われわれは過去に起きた1929年の大恐慌

は経験しておりませんが、当時のロータリアンは

無事に危機を乗り越えたと言われております。日

本はこれから少子高齢化に突入していきますし、

色々な変化に対応していく準備が必要です。今後

は、何を視点としてＲＣ活動に日常の業務を展開

していくべきか、皆さんと共に真剣に考えて行き

たいと思います。

第１回パークゴルフ同好会成績 6月25日(木)

順位 氏名 ジャコブ サフォーク 計

優勝 織戸俊二 ２７ ２２ ４９

１位 佐藤元信 ２７ ２５ ５２

２位 武田 修 ２９ ２６ ５５

３位 坂口芳一 ３０ ２６ ５６

４位 福澤丹治 ３１ ３０ ６１

５位 山本俊一 ３２ ３０ ６２

６位 志村孝幸 ３２ ３０ ６２

７位 輿水広志 ３６ ３０ ６６

藤吉敏博会員 泉谷勇会員

クラブ協議会風景
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