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地域を育み、大陸をつなぐ
2010 ～ 2011 年度 RI 会長　レイ・クリンギンスミス

商工会館
　　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／神田　英一　●副会長／若森　　孝
●幹　事／宮崎　隆雄

第 2392 回例会　２０10 年 8 月 3 日（火）

本日のプログラム ・ガバナー公式訪問例会

司 会　本山忠之会場監督
斉 唱　それでこそロータリー
本 日 の 出 席　出席率 100%　会員 55 名中　出席者 55 名　修正　　%
本 日 の 欠 席　

メークアップ　神田英一、宮崎隆雄、近井孝義、奈良康弘
　　　　　　　　（７日 20 日、人の波・旗の波）
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　千葉道夫、佐藤元保（御創祀 111 周年平成 22 年度士別神社例大祭終了御礼）
　　　　　　　  　　　　　　

累計 48,000 円

例　会　予　定
●８月例会日（会員増強及び拡大月間）
　　８月   3 日（火）　ガバナー公式訪問例会
　　８月   9 日（月）　例会・理事会
　　８月 16 日（月）　特別休会
　　８月 23 日（月）　例会
　　８月 30 日（月）　夜間例会

士別ＲＣテーマ ：
　　「ロータリーを見つめ、明日の地域へつなごう」

・夜間例会・会員卓話 ( 山本榮会員 )
前回（7月26日）の記録

●９月例会日（新世代のための月間）
　　９月   6 日（月）　例会・理事会
　　９月 13 日（月）　例会
　　９月 20 日（月）　休会（法定休日：体育の日）
　　９月 27 日（月）　夜間例会



■会務報告　神田英一会長
○早いもので 7 月も最後の週を迎えました
が、熱い日が続きます。35 度以上の猛暑
日が各地で観測されておりますが、地球に
異変が起きているのでしょうか。
１．20 日には交通安全啓蒙運動の人の波旗
の波に参加いたしました。士別市内では昨
年交通事故死が 0だったそうです。是非今
年も 0を続けたいということもあり警察や
関係団体も力が入っているように感じまし
た。参加された皆様にはご苦労様でした。
２．22 日に、毎年行われておりますサフォー
クランド士別少年カップサッカー大会への
支援金を宮崎幹事、伊藤優市新世代プログ
ラム委員長の三人で贈呈してまいりまし
た。7月 30日から 8月 1日まで天塩川サッ
カー場で開催されます。是非観戦し子供た
ちを激励していただきたく思います。
３．22 日午後 5時 30 分から第 1回クラブ協
議会を開催いたしました。各委員会から今
年度の活動計画について報告していただき
ました。各委員長さんとも熱心に取り組ん
でいただいており感謝と期待をしておりま
す。新しい試みもお願いいたしました。
４．8 月 3 日 ( 火曜日 ) ガバナー公式訪問で
あります。幹事からも説明がありますが、
全員の出席をお願いいたします。
５．25 日第 24 回士別ハーフマラソン大会が
開催され、過去最高の約 2,000 名の参加者
がありました。多くの市民が沿道で声援を
送っており、特に女子のハーフにはホクレ
ンの赤羽選手が出場し、ワコールの福士選
手とデッドヒートをくりひろげひときわ大
きな声援を受けていました。一般参加者も
体力にあった距離をゆっくりと走り、大会
を楽しんでいるふうでした。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．交通安全啓発に、神田会長・近井会員・
奈良会員・宮崎幹事とで参加して参りまし
た。
尚、加藤社会奉仕委員長が欠席となりまし
たのは、私が、お渡しすべき書類を取り違
えた為、委員長はこのイベント開催を知ら
なかった事が、後で判明致しました。お詫
び申し上げます。
２．本日皆様に配付させて頂きましたが、念
の為再度ご報告させて頂きます。来る 8月
第 1例会は、8月 3日 ( 火 )、ガバナー公式
訪問例会となっております。通常の 8月 2
日 ( 月 ) の例会はございません。また、例
年、会員全員での記念写真撮影もあり、ま
た、50 周年用の顔写真もまだ 20 名程写せ
ておりませんので、当日、この写真も撮り
たいと予定しておりますので、バッジ・ネ
クタイ着用にて 100%出席をお願いする所
でございます。よろしくお願い致します。
３．8月「会員増強及び拡大月間」の例会案
内を致します。
3日 ( 火 ) ガバナー公式訪問例会、9日 ( 月 )
普通例会・理事会、16 日 ( 月 ) 特別休会、
23 日 ( 月 ) 普通例会となっております。
４．美深ＲＣより会報、活動計画書、下川Ｒ
Ｃより活動計画書、士別ライオンズクラブ
より広報誌が届いております。資料台に置
いてございますのでご観覧下さい。
５．毎年恒例の 3クラブ交流パークゴルフ大
会の日時のご案内が来ております。日時は
9月 16 日（木）を予定されているようで、
詳細は後程連絡があります。

■委員会報告
●国際奉仕委員会　藤吉敏博委員長
　地区の国際奉仕委員会から協力のお願いで
ございますが、RI の課題の一つであります、
識字率向上などの向上のために皆様方に、募
金・書き損じのはがき・古切手などの提供を
お願い致します。収集箱は例会時、入口に置
いてございますので、ご協力をお願い致しま



す。期間は 8月より来年 5月末までと成って
います。今年度の当委員会の計画にも識字率
向上、国際奉仕活動の強化、士別国際交流委
員会への協力等、様々な国際事業を計画して
おりますので、ご協力をお願い致します。

■会員卓話
●山本榮会員（世界大会報告）
　6 月 19 日成田発、同日モントリオールに
到着でRI 世界大会に行って参りました。
　カナダは 1983 年（27 年前）トロントで世
界大会がありました。その時は渋川写真店の
ご夫婦と私夫婦の 4人で一緒に行った記憶が
ございます。
　話はそれますが、ロータリー 100 年の記念
の時、シカゴで世界大会がありまして、その
時ポール・ハリス氏の元住んでいた家やお墓、
最後にロータリー本部のビルに行きました
が、色々な部屋がありますが毎年変わる RI
会長の写真がズラリと並んでおりまして昨年
で 100 人に成った筈です。
　その中で日本から会長は 100 人中わずか 2
人しかおりません。1人目は東京ＲＣから出
た、東ヶ崎　潔さん（1968 － 69 年度）アメ
リカ生まれで、2人目は中津ＲＣから出た、
向笠　廣次さん（1982 － 83 年度）でした。
　この時は、国旗と会長とその家族が舞台に
出て参りまして国旗の掲揚があり日本人は皆
声を出して君が代を歌い感激致しました。
　100 年のシカゴ大会の後は病気入院や家内
の病気の看護のため、世界大会は行かれませ
んでした。もう外国旅行は出来ないと思って
おりましたが、世界大会がカナダ、モントリ

オールと言うことで親戚もあり、弟がマッ
ギール大学付属病院の脳神経外科の教授をし
ておりましたので、１回目は弟に観光を案内
して頂き、２回目は７年前に亡くなった弟の
お葬式、3回目は今回、お墓にも行って参り
ました。弟は以前この士別ロータリークラブ
の例会にもゲストとして出席し講演をした事
もございます。
　モントリオールはケベック州にあり以前は
カナダで１番人口の多い都市でありました
が、ご存じのようにケベック州の独立の運動
があったときにケベック州はフランス人の１
番多い都市でもあったために政府がフランス
語を公用語とし、工場や店など全部フランス
語でなければならないと決められ、英語の人
たちは、オンタリオ州、トロントへ移り住み、
現在ではトロントがカナダで１番人口が多い
大都市と成りました。
　カナダの面積は世界第２位で日本の２７
倍、人口は 3,387 万人、日本の３分の１です。
　カナダの東部で見所はナイアガラの滝、ケ
ベック州のケベック市は昔からの古い建物で
城塞都市であります。ユネスコの世界文化遺
産として登録されている都市です。
　世界大会は開会式のみ５カ国語で同時通訳
がありますが、その他は同時通訳がありませ
んので日本人は２日目からは殆どの人が観光
に出かけてしまいます。
　今回の世界大会は不景気のせいか大会参加
者が少なく、日本からの参加者が特に少ない
ようでした。
　大会前に集計された情報によりますと、大
会直前の登録者数は 16,538 名で、日本から
の参加者は 952 名で国別登録では第 3位の登
録人数に成っております。
　因みに、2004 年の大阪大会の登録人数は
43,381 名、1978 年の東京大会は 39,843 名、
2005 年のシカゴ大会は 39,460 名と成ってお
り、日本や RI100 周年のシカゴ大会とは比
べものには成りませんが、上記の数字からも
凄く少ない登録だった事はおわかりになると
思います。




