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メークアップ

ビ ジ タ ー
ゲ ス ト
ニコニコＢＯＸ

伊藤優市会場監督
奉仕の理想
出席率 78.9％ 会員 57人中 出席者 45人 修正 80.7％
井上建雄・加藤博・黒田康敬・鍋島秀・野英俊・日沼政和・深尾幸夫・山本俊一・吉川紀雄・

中川涼一・汐川泰晴・渡辺正一

大野裕一郎・志村孝幸・近井孝義・織戸俊二・坂口芳一・武田修・神田英一・千葉道夫

福島栄三・山本俊一・高山稔 (３クラブ交流ＰＧ大会)

秋元利文様・前田亜美様

國森和麿 (誕生日)・野﨑英男 (誕生日)・竹内栄一 (喜寿祝)・百瀬達夫 (米寿祝)

織戸俊二 (ＰＧ同好会優勝)・北村浩史 (長女 英キングスカレッジ大学留学)

累計 117,400円

●10月 5日（月） 普通例会・理事会

●10月12日（月） 休会(体育の日)

●10月19日（月） 普通例会

●10月26日（月） 夜間例会・役員会

●11月 2日（月） 普通例会・理事会

●11月 9日（月） 普通例会

●11月16日（月） 普通例会

●11月23日（月） 休会(勤労感謝の日)

●11月30日（月） 夜間例会・役員会

■ [職業奉仕月間･米山月間] ■ [ロータリー財団月間]

今日のプログラム

前回 （１０月５日） の記録 ・普通例会・理事会

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
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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■会務報告・・・・・・・・・・大野裕一郎会長

本日、菊地会員が元気に出席して頂いておりま

す。術後の経過も大変良好のようで安心していま

す。改めて退院おめでとうございます。今後は、

健康に充分留意され「一病息災」の気持ちで過し

て下さい。

先月２８日、当クラブの５０周年記念事業に向

けての推進準備会を開催しました。

祝典委員長に百瀬達夫会員、実行委員長に山本

榮会員、副実行委員長に佐藤安司会員、西條輝光

会員が決定しました。

また、記念式典開催日を平成２２年５月２２日

（土）を予定しております。

実行委員会組織表、要領等が作成されましたの

で、本日の理事会で承認され次第特別委員会を発

会して行きたいと考えております。

１０月１日午前９時３０分より赤い羽根の職域

募金活動に参加協力をして来ました。３班体制で

手分けし、私達の班は１１ケ所の職域を訪問し各

個人に、募金のお願いをして参りました。また、

本日は例会場前にて皆様からのご寄付を頂戴し誠

にありがとうございました。１６日には、事業所

募金に参加協力して参ります。

先月３０日に発生したインドネシア、スマトラ

島地震で「パダンの在留邦人１２名の内３名の消

息不明者がいる」との情報で心配しておりました

が、全員の無事が確認されたことは不幸中の幸い

でした。多くの死傷者が出ていることに、改めて

心からお悔やみ申し上げるところです。

過日ＧＳＥチームの方々と交流をした矢先のこ

とでもあり２５００地区として、後日義捐金のお

願い要請があると思います。その節には、重ね重

ねではありますが何卒ご協力を宜しくお願い申し

上げます。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事

1. １０月のロータリーレートは１ドル、９０円

と成っております。

2. 米山記念奨学会より、２００８年度の事業報

告・決算報告が届いています。

3. 「ロータリーの友」・「ガバナー月信」の

１０月号、米山記念奨学会より豆辞典が届いてお

りますのでお持ち帰り願います。

4. １１月例会並びに予定（ロータリー財団月間）

について

１１月 ２日（月）例会・理事会

１１月 ９日（月）例会

１１月１６日（月）例会

１１月２３日（月）休会（勤労感謝の日）

１１月３０日（月）夜間例会・役員会

と成っております。

また、来週の例会は休会と成っておりますので、

お間違いのないようにお願いいたします。

5. 美深ロータリークラブより会報、士別市より

田苅子前市長退任の挨拶状、牧野新市長就任の挨

拶状が届いております。

6. 例会終了後、理事会を行いますので、理事及

び出席義務者の会員はご出席をお願いいたします。

■社会奉仕委員会・・・・・・・北村浩史委員長

赤い羽根共同募金の街頭募金が１０月１日から

４日迄行われましたが、当クラブでは街頭では思

うような効果が上がらないとのことから、例会に

合わせ、直接会員に協力を仰いでおります。

本日、５日に例会開会前、開会中に皆様のとこ

ろにお伺いしお願いしたところ、計６，８８７円

の募金額となりました。ありがとう御座います。

■ロータリー情報委員会・・・・千葉道夫委員長

職業奉仕委員会・プログラム委員会・ロータリー

情報委員会合同事業「ロータリー塾」のお知らせ

です。１０月１９日例会時に、ＲＩ２５００地区

職業奉仕委員長の草島博之様をお招きし卓話を、

さらに６時より当ホテルにてロータリー塾開講式

を行ないます。多数の参加を期待しています。

■お礼・・・・・・・・・・・・・・菊地博会員

深まり行く秋、士別ＲＣ会員各位には、ご健勝

でご活躍の事とご推察申し上げます。

早速ですが、この度は私の健康管理のなさから、

健康を害し９月１日から旭川医大に（病名横行結

腸ガン）まさしく大腸ガンで入院を余儀なくされ

ましたが、お蔭様で手術も成功し、去る９月１９

日一度退院をする事が出来ました、この間会員の

皆様を始め多くの皆様に、激励言葉並びにお見舞

い等を頂戴しました事に深く感謝を申し上げる次

第で御座います。



本年職業奉仕委員長と言う重責を引き受けなが

ら、大野会長様を始め理事並びに、会員各位様に

は会の運営等にご迷惑お掛けしています事に、心

よりお詫びを申し上げます。

今後の治療につきましては、若干、肝臓並びに

膵臓に転移がある為１０月１３日から一週間程度

再入院をし、科学療法と称して、大静脈からカテー

テルを入れ、点滴で抗ガン剤投入治療に入り、自

分の体に合った最大限副作用の少ない抗ガン剤処

方治療に入りますが、医大の主治医からは、少し

時間がかかるが近代医学の中でも、最も開発が進

んでいるのはガン治療と聞かされ、私自信並びに

家族もホットしている所で御座いますが、会員の

皆様には大変ご心配をお掛けしておりますが、ご

安心を頂きたいと思います。

何れにしましても、ここしばらくは、例会を欠

席がちに成りますが、引き続きご協力を、よろし

くお願い申し上げます。

とり急ぎ報告を兼ねてご挨拶させて頂きました

が、今後共大野会長を中心に士別ＲＣがより一層

発展する事をご祈念申し上げます。

■プログラム委員会・・・・・・佐藤元信委員長

本日は、新世代Ｐ委員会による、ライラーセミ

ナー報告会を行ないます。

●新世代Ｐ委員会・・・・・・山口哲雄委員長

今回参加された、秋山さん、前田さんをお招き

しておりますので、ライラー修了証書の授与並び

に、参加感想報告をお願い致します。

●参加者報告・・・・・・・・・秋元利文様

８月２１日から２４日までライラセミナーが開

講され、グランドホテルの前田さんと共に音更町

の十勝川温泉へロータリーカウンセラーの方々に

送っていただき参加させて頂きました。

登録・受付を済ませ、開講式を行い１日目が始

まり、最初にグループ会議で、自己紹介を行い、

スポーツ交流としてミニバレーを行いました。年

齢も職業も違う１０名ですがスポーツ交流の途中

にはもう、名前で呼び合い試合を終える頃には皆

うちとける事ができ、勝利に向けて一丸となって

いたような気が致します。試合の結果は残念でし

たが、夜に行われた歓迎親睦会ではグループ内で

大変楽しい時間を過ごすことが出来ました。

また、夜コテージに戻ってからも遅くまで仕事

の事、地域のこと等多くを語り合い有意義な時間

を持てたと思います。

２日目にはラフティング（川下り）を行い、グ

ループ皆初めての経験ということもあり、前日の

寝不足を忘れ、楽しむことが出来ました。出来る

事ならもう一度会社の仲間や友達・家族とラフティ

ング楽しむ機会があればと思います。

また、午後からの講習会では、前日からの疲れ

もピークだったのですが、PartIでは『見えないっ

て何？』PartⅡでは『馬鹿の壁と利口の天秤』と言

うテーマで講演を聞かせていただき、社会人とし

て今後の個人生活・社会生活での気持ちの持ち方・

考え方を気づくことが出来る話を聞かせていただ

きました。

その後のグループでのディスカッションでは、

『思いやりのある社会の実現に向け』と言うテー

マで話しあったのですが、正直すぐ終わらせ、グ



ループの皆で遊ぶ予定もしていたのですが、熱い

意見が飛び交い、楽しみにしていた温泉にも入ら

ず、また用意して頂いた時間の中では足りず、宿

泊先のコテージに戻ってからも話しあいました。

皆の様々な考え方を聞くこともできました。また

ホテルにいる女性からも発表についてメールが届

き、発表に向け皆で一丸となり最終日を向かえる

準備が出来ました。最終的に寝たのは翌朝４時に

なってしまったのは正直辛かったのですが・・・。

３日目の発表の時、昨日一生懸命話あったテー

マについて、各グループからの発表も傍聴出来た

ことも大変勉強になりました。

このセミナーに参加させていただいたことは、

これからの自分にとても有意義なものとなり、セ

ミナーを通じ交流を深めた青年達と話を出来たこ

と、また、普段接する事のない異業種の方々の話

は今後の自分の仕事や生活での糧に出来ることが

沢山ありました。

なお、このセミナーの紹介や向かうにあたりお

世話していただきました山口様をはじめ、ロータ

リークラブ会員の方々に参加させていただいた事

を感謝したいと思います。

本当にありがとうございました。

●参加者報告・・・・・・・・・前田亜美様

士別グランドホテルに勤めている前田亜美と申

します。

この度はライラセミナーに参加させて頂き、あ

りがとうございました。３日間という短い期間で

したが、とても充実した時間を過ごす事ができま

した。たくさんの同世代の方たちと交流を深める

こともでき、貴重な体験ばかりで楽しい研修会で

した。

初日のミニバレーでは、会って間もなかったの

で初めはぎこちなくて初戦で負けてしまったので

すが、スポーツを通して一気に打ち解ける事がで

きて、敗者復活戦ではグループみんなで協力して

準優勝という結果になり、とても嬉しかったです。

２日目のラフティングもとてもいい体験でした。

川下りは初めてだったので不安もあったのですが、

十勝川の広い自然を身近に感じる事ができ、２時

間ほどの時間があっという間に過ぎました。

この後に基調講演があり、この講演に基づいて

グループごとにディスカッションがありました。

私たちのグループのテーマは｢明るい日本の実現

に向けて｣というもので、様々な意見を話し合いま

した。主に"食"についてしぼり、話し合ったのです

が、みんなのしっかりとした意見に驚かされ、自

分の無知に気づき、反省しました。

最初、このセミナーに参加が決まってから不安

や緊張もあったのですが、勉強になったのはもち

ろん、様々な地区からのたくさんの方と知り合え

た事はとても良い経験でした。今回経験した多く

の事をこれからの日常に生かしていきたいと思い

ます。

最後になりますが、山口さん、汐川さん、今井

さん、野崎さんには３日間大変お世話になりまし

た。

ありがとうございました。

野﨑英男会員 國森和麿会員




