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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 2393 回例会　２０10 年 8 月 9 日（月）

本日のプログラム ・普通例会・会員卓話 ( 奈良康弘会員 )

司 会　本山忠之会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　出席率 81.8%　会員 55 名中　出席者 45 名　修正 87.2%
本 日 の 欠 席　今井　裕、佐藤元保、谷　温恵、鍋島　秀、吉川紀雄、川橋勝美、西條輝光
　　　　　　　中川涼一、佐藤和彦、野　英俊

メークアップ　若森　孝、伊藤優市、汐川泰晴、今井　裕、近井孝義、千葉道夫、尾崎　学
　　　　　　　北村浩史、宮崎隆雄（7 月 30 日、サフォークランド士別少年サッカー大会）
ビ ジ タ ー　2500 地区ガバナー柴田和明氏、地区副幹事久保且佳氏
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　ガバナー柴田和明、ガバナー補佐佐藤元信（ガバナー公式訪問祝い）
　　　　　　　汐川泰晴、北村浩史、佐藤元信（誕生祝い）
　　　　　　　  　　　　　　

累計 69,000 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」

・ガバナー公式訪問例会・
前回（8月3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
　本日の 8 月第 1 例会は、火曜日に変更して
のガバナー公式訪問例会ですが、多くの会員
の出席ありがとうございました。9 時からの
会長幹事懇談会、10 時からのクラブ協議会
は無事終了いたしました。ガバナーから 50
周 年を迎えたクラブですから、活動計画書
について何も申し上げることがありませんと
おほめの言葉を頂きました。クラブ協議会で
は、各委員会からの活動計画を 発表し、そ
の後ガバナーから委員会に助言、提案を頂き
ました。クラブ協議会での助言、提案をこれ
から実施いたします事業計画に練りこんで活
動してまいりたいと思います。後ほど柴田ガ
バナーからスピーチを頂くことになっており
ます。よろしくお願いいたします。
○川橋会員が 6 月 27 日から札幌の太黒胃腸

科病院に入院されています、潰瘍性腸炎で
もともと持っている病気だそうです

○7月30日のサフォークランド士別少年カッ
プサッカー大会開会式へ宮崎幹事、伊藤優
市新世代プログラム委員長外が出席してい
ただきました。又関係する会員には大会中
ご苦労様でした。

○ 8 月 1 日日独スポーツ少年団同時交流事業
(6 名 ) の歓迎会に出席いたしました。この
事業は日独のスポーツ少年団および指導者
の相互交流により友好と親睦を深め、国際
的能力を高めると共に、両国の青少年ス
ポーツの発展に寄与すことを目的としてい
ます。士別には 6 日まで滞在しその後留萌
へ行きます

○ガバナー月信 8 月号の 12 ページに谷会員
の寄稿、「年齢を問わず、性別を問わず」
が掲載されています。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．ロータリー囲碁同好会日本支部より、「第

9 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が
来ております。日時は、10 月 16 日 ( 土 )9:30
より東京市ヶ谷にある日本碁院会館で登
録料は 6,000 円となっております。参加希

望の方は、宮崎幹事までご連絡下さい。
２．国際ロータリー第 2500 地区ガバナー事

務所より、地区大会登録のご案内が来てお
ります。開催日時は、10 月 1 日 ( 金 ) から
3 日 ( 日 ) の 3 日間で、1 日 ( 金 ) には、親
睦ゴルフ大会と親睦パークゴルフ大会が
予定されています。申込期限が今月 13 日
です。本年度活動計画で謳っております

「皆で行こう帯広」は神田会長の活動方針
でございます。各テーブルに地区大会の
登録申込書を置いておりますので、参加
者はご署名をお願い致します。是非沢山
のご参加をお願い致します。

３．「ロータリーの友」「ガバナー月信」の 8
月号が届いております。資料台に置いて
ございますので、お持ち帰り下さい。

４．枝幸 RC より 2010-2011 年度活動計画書
が・下川 RC と美深 RC より 7 月の会報及
び 8 月の例会予定が届いております。資
料台に置いてございますのでご観覧下さ
い。

５．今月のロータリーレートは 88 円との報
告が来ておりますのでお知らせいたしま
す。

■委員会報告
●プログラム委員会　泉谷　勇委員長
　8 月 9 日の卓話は奈良会員にお願いしてお
ります。お題は剣道の現状と課題です。

■その他の報告
●志村孝幸会員（前年度報告）
１．前年度の地区大会の報告書が来ておりま

す。資料台に置いておりますので、前年
度の地区大会登録会員はお持ち帰りをお
願い致します。

２．本日各テーブルに前年度のガバナー月信
合併号を配布させて頂きました。19 頁に
は当クラブの創立 50 周年の報告が記載さ
れておりますので、お読み下さい。



■ガバナー挨拶
●国際ロータリー第 2500 地区
　　　　　　　　　　　　　ガバナー　柴田　和明 氏
　本日は早朝より会長・幹事会並びにクラブ
協議会を開催して頂きましたが、会長・幹事
の方針並びに RI の方針を踏まえた中で各委
員会が計画を立て、趣旨を把握した、事業計
画を発表されていました。
　前日の士別ロータリー・クラブ創立 50 周
年記念式典にも出席させて頂きましたが、ガ
バナー月信の士別ロータリー・クラブ 50 周
年報告書を読み素晴らしい伝統のあるクラブ
だと再認識して本日士別の公式訪問に出席さ
せて頂きました。士別には過去に何度も来て
おりますが、いつ来ても素晴らしい街です。
　今年カリフォルニア州、サンディエゴに
行って参りましたが、カリフォルニア州は何
で有名かと言うと、俳優が多くいて、海兵隊
の基地が有ります。カリフォルニア州は日本
がすっぽり入る大きさです。サンディエゴは
リゾート地で有り綺麗な街であります。
　暴風雨が少ない都市でありますが、私が
行った一週間は暴風雨で一切外には出られま
せんでした。
　そう言った中で一週間缶詰教育を受けて参
りました。私は何とか持ち堪えて講習を受け
て参りましたが、環境が合わず体調を崩され
る方も数名いて講習を受けられない方もおり
ました。
　講習の中で RI 会長は各クラブが時代に
沿った事業・行動、変革を持って行動をして
欲しいと言うことでした。
　変革とは、過去にはロータリアンに対する
テーマが多いと思いますが今年の会長は外部
に向かってロータリーと言うものを理解して
貰うように工夫して頂きたいと言っておりま
す。
　ここが大きなポイントでありまして、私は
ロータリー環境においての奉仕のあり方、こ
れも幅が広く奥が深い問題で有りますが、一
番大切なことは、地域、地域で何が大事かと
言うとやはり社会奉仕で有ると思います。こ

の社会奉仕が今一度見直して行かなくてはな
らない問題で、自分たちの足下、何をしなく
てはならないと言うことは各地域によって変
わってきます。　隣がこうやったから我々も
同じにやるのではなく、士別は士別なりの社
会奉仕事業を作り上げていく事が今後大切な
問題だと思います。
　それと同時に国際的にも我々は橋を架けて
行かなくては成らないのです。日本の国は資
源のない国で有りますので、世界で友情を広
げなければ日本の経済を運営することは不可
能でございます。鉄も銅も燃料も全てが有り
ません。全て外国に頼っておりますので、外
国との友情を他の国以上に強くして行かなく
てはならない、そう言った人たちに少しでも
支援をして行かなくてはなりません。ポリオ
もその一つで後もう少しで絶滅出来るところ
まで来ておりますが、それが完了するまで、
皆様方には諦めることなくご協力をお願いし
て行かなくてはならないと思っております。
　米山に付きましては、最近は殆どのクラブ
が支援していただけるようになりました。
　海外に留学している方に支援をしているわ
けでございますが、今、この支援が未来の日
本を育ててくれるかもしれません。日本には
資源がございません、これから日本を背負っ
て立つ若い人たちに友情の橋を架けて行くの
は当然の事だと思っております。そう言う意
味も含めましてご協力をお願い致します。
　先般スイスで日本人観光客が犠牲になった
観光列車の事故がございましたが、私も 30
数年前にあの列車に 2 回程乗って、おそらく
ジュネーブからミラノに行く列車ではないか
と思いますが、その列車に乗って、また乗り



継いで、メーカーとの交渉行ったことも有り
ます。
　イギリスのメーカーとも 40 年来の付き合
いでございますが、ロータリーのバッジと言
うものに助けられた経緯がございまして、相
手の方はクラブの副会長で私はまだ入ったば
かりの新入会員でありましたが、同じロータ
リアンと言うことで、取引条件など面倒な事
は省いて、発注書だけ送ってくれれば何時で
も送りしますと言って頂きました。その後、
北海道にも来てお会いしましたが、私もあな
たもロータリーのバッジを付けているので信
用していると言うことです。そこのメーカー
は非常に精巧な物を作っている会社で、取引
を出来たことはロータリーの縁でございま
す。
　このバッチを付けていると言う重み、感謝
の意味を検証して頂ければと思います。
　私も現在多くの国とお取引をしております
が、必ずその中にロータリーのバッジを付け
ている方がいらっしゃいます。非常にグロー
バルなバッジであると感じている現在でござ
います。バッジを付けて外国に行きますと、
バッジを付けている外国人に「ヤぁ」と言う
と「ヤぁ」と帰ってきます。普通では出来な
い事でございますが、バッジをしているとい
うありがたさを大切にして頂きたいと思いま
す。
　社会情勢はどんどんグローバルに成ってき
ております。どの様な商売においても世界情
勢を知らないでは通らない時代に成っており
ます。ロータリアンで有ることを誇りに、そ
してバッジを大切に意義を大切に検証して頂
ければと思います。
　今回は佐藤元信ガバナー補佐とは夜、懇親
を深められませんでしたが、次回はチャンス
を作って頂ければと思います。
　地区大会 ( 帯広 ) には多くの会員が参加し
て頂けますようお願い致します。
　また、今回はなるべく各地域でのセミナー
等を開催する予定でございますので、多くの
ご出席をお願い致します。

●謝　辞　神田英一会長
　ガバナーの仕事を通じてのお話は、その苦
労がしみじみと伝わってきました。その苦労
の中で偶然でしょうがロータリーのバッジを
通して奉仕をうけた、そして今それを還そう
としていらっしゃるように感じました。
　その年度で 1 度 だけの公式訪問が、年度
のスタート時に開催されますことは、これか
ら事業活動を進めるうえで大変プラスになる
と考えております。ガバナーの助言、提案、
考え方を活かしながら、今年もロータリーを
大切にし、楽しみたいと感じております。柴
田ガバナーにおかれましては、公式訪問も始
まったばかりです。地区内の 事業や、地区
外へ出かけることも多いとおもいます、移動
時の交通安全には注意をしていただき、また
健康にも十分留意されまして、第 2500 地区
のためにご活躍されますことを願っておりま
す。10 月の帯広には多くの会員で行きたい
と思っております。また来年 6 月 5 日の第 2
分区の IM には是非ご出席していただきたく
お願いいたします。本日はまことにありがと
うございました。

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン授与
　●志村　孝幸会員

■スポーツ少年団寄付
　●体育協会会長　神田英一

★今月 (8 月 ) の誕生祝い★

佐藤元信会員・汐川泰晴会員・北村浩史会員


