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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 2398 回例会　２０10 年 9 月 27 日（月）

本日のプログラム 夜間例会

司 会　本山　忠之会場監督
斉 唱　我等の生業
本 日 の 出 席　会員 55名中　出席者 46名　出席率 83.6%　修正　%
本 日 の 欠 席　今井　裕、川橋勝美、菊地　博、中川涼一、鍋島　秀、深尾幸夫、西條輝光、
　　　　　　　福島栄三、宮田喜久三郎

メークアップ　
ゲ ス ト　㈳士別青年会議所　理事長　窪田裕二氏
ニコニコＢＯＸ　泉谷　勇（ロータリーゴルフ初ラウンド記念）
　　　　　　　本山忠之（ライオンズクラブとの親睦ゴルフ対抗戦団体優勝）

累計 116,000 円

例　会　予　定
●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：敬老の日）
　　９月 27 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」

・普通例会・卓話 ｢㈳士別青年会議所　理事長　窪田裕二氏｣
前回（9月13日）の記録

● 10月例会日（職業奉仕月間・米山月間）
　　10 月   1 ～３日　 地区大会 ( 帯広 )
　　10 月   4 日（月）　例会・理事会
　　10 月 11 日（月）　休会（法定休日：体育の日）
　　10 月 18 日（月）　例会
　　10 月 25 日（月）　夜間例会



■会務報告　神田英一会長
士別青年会議所窪田理事長には、大変お忙し
いところ士別 RC の例会にお越しいただきあ
りがとうございます。
○ 9 月は新世代のための月間です、ロータ

リーの友には日本中のクラブでのさまざ
まな活動が掲載されています。身近で継
続した活動が多いと感じました。26 ペー
ジに米山記念奨学事業の基礎知識 ( 寄付
金・財政編 )、28 ページに社会奉仕に関す
る 1923 年の声明 ( 決議 23 － 34) が掲載さ
れています。

○ガバナー月信に 2012 ～ 13 年度 RI 会長に
第 2770 地区埼玉県八潮 RC の田中作治氏
が選出されました。日本では 3 人目で 30
年ぶりです

○ 7 日第 2 回まちづくり基本条例検討市民委
員会が開催、士別市の住民自治について、
①行政情報の共有②まちづくり活動への
参加③行政への意見提言(市民意見の反映)
について討議をし、市民がまちに関心を
持ち、参加の意識付けが重要と感じまし
た。

○ 12 日 20 回目を迎えたオリンピックデー
ランが開催されました。全国で 8 ケ所、
北海道では士別だけでの開催です。すが
すがしい秋空のもと幼児から最高齢 90 歳
までの多くの参加者が 2.6 キロのコースを
ジョギング、ウォーキングで心地よい汗
をかき、その後オリンピアンと記念写真
をとっていました。その後ライオンズク
ラブとのゴルフの対抗戦が開催され、好
天にも恵まれ親睦を図りながらラウンド
を楽しみました。午後6時からの懇親会で、
今日のプレーの話で盛り上がりました。

○ 16 日は３クラブ交流パークゴルフ大会が
ございます。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．来月、帯広で開催されます地区大会の

移動方法及び宿泊のご案内をさせて頂き
ます。10 月 2 日 ( 土 ) は朝 6 時 15 分集合

の 30 分出発となっております。集合場所
は士別グランドホテルロビーで朝食は各自
済ませてからお集まり下さい。また、当日
宿泊はルートイン帯広駅前となっておりま
す。3 日 ( 日 ) は午後 1 時 30 分頃、現地出
発にて士別に到着次第、居酒屋やまもとに
て安着を予定しております。費用は登録
費 13,000 円と宿泊費 6,000 円の 19,000 円
となりますが、クラブにて 7,000 円の助成
をさせて頂きますので、参加者の皆様には
12,000 円のお支払いをお願い致します。

２．士別天塩川まつり実行委員会より、｢第
35 回士別天塩川まつり納涼花火大会｣ 慶
弔花火の提供お礼と写真が届いておりま
す。資料台に置いてございますのでご観覧
下さい。

３．ＲＩ第 2500 地区パストガバナー山本信
男氏より佐古亮尊パストガバナーのスピー
チ集が届いております。資料台に置いてご
ざいますのでご観覧下さい。お持ち帰り頂
いてもけっこうでございます。

４．名寄ＲＣより 9 月・10 月の例会案内と
会報が届いております。資料台に置いてご
ざいますのでご観覧下さい。

■その他の報告　　●本山忠之会員
　昨日、9 月 12 日 ( 日 ) に第４回目に成りま
すライオンズクラブとの親睦ゴルフの対抗戦
を開催致しました。第１回目はロータリーが
優勝致しましたが、２・３回目はライオンズ
さんが優勝致しましたが、今回やっとロータ
リーが優勝し優勝カップが帰ってきました。

■ゲスト卓話
　●㈳士別青年会議所　理事長　窪田 裕二 氏
　本日はロータリー・クラブの例会にお招き
頂き大変感謝しております。
顔触れを見ますと、青年会議所の先輩が大勢
いて新年の交例会の理事長挨拶よりも緊張を
致します。
　私の経歴は、生まれた場所は士別の大谷病
院で育ちは和寒、高校は旭川に進学致しまし



た。　父は左官業の職人で母は飲食店でアル
バイトをしておりました。現在私は冬音と言
う食店を営んでおりますが、お店を開くきっ
かけは母が以前アルバイトをしていた居酒屋
のママが、｢私が 60 歳になったら貴方が商売
を引き継いで欲しい｣ と私が 15 歳の時に言
われ、その時に決意を致しました。
　高校卒業後、旭川の花月会館に就職をし、
5 年間勤めた後、札幌に就職をし、ママが 60
歳に成るときは私が 30 歳に成りますので、
丁度 30 歳の時に和寒で開業を致しました。
　親は和寒で開業するよりも札幌の様な都会
で勤めていた方が安心と、親の反対を押し切
りながら開業をしたのが本当に記憶に残って
おります。

　これからは地方の時代だと私は強く思って
おりました。都会では 1 個 500 円のトマトを
平気で仕入れてそれを商売にし、高額な家賃・
賃金を払っています。何所にメリットがある
のかと考えてしまいます。
　これからは地方と言うところは必ずキー
ワードになると思いますし、農産物に付いて
は地方が中心に成ってきますので、必ず商売
は成功すると思い商売をスタートさせて頂き
ました。
　和寒は 4,000 人を切った人口しかおりませ
んが、現在は高速もございますので、20 ～
30 分圏内の旭川や、士別などの広域を考え
ると商売に成るのかなと考えましたし、実際
にやってみますと、地方からのお客様も大勢
来て頂いております。
　会社を作ると言う事はどの様な事なのかと

勉強をしたく、青年会議所に入る前に、和寒
の商工会青年部にも入って色々と活動をして
参りましたが、私が考えるものとは少し違う
と思い青年会議所に入会致しました。
　青年会議所との出会いは、札幌で働いてい
るときに丁度、青年会議所の世界大会が札幌
で開催されており、私が店長をしていたお店
に大阪の青年会議所のメンバーが来ており名
刺を頂いて少しお話をする機会があり、多少
なりとも青年会議所を知るきっかけです。
　入会のきっかけは和寒のお店にお客様とし
て来ていた青年会議所の奥山先輩と仲良くな
り青年会議所の事を色々聞き、商工会とは違
う活動をしていると言う事を聞き、入会して
みようかと言うのがきっかけで、今から４年
前の 2006 年で現在、北海道地区協議会の会
長片庭くんが理事長の時に準会員を 1 年やっ
て次の年に正会員として入会致しました。
　今回、泉谷さんから青年会議所の事を話し
て欲しいと言う事でありますのでお話しさせ
て頂きます。
　元々は北海道の青年会議所の組織は、㈳日
本青年会議所の中に北海道地区協議会があ
り、またその中にブロック協議会がありまし
た。
　北海道のブロック協議会は道央ブロック、
道北ブロック、道南ブロック、道東ブロック
の４つにわかれておりましたが、どこの団体
も会員減少、会員拡大は大きな問題でありま
すが、青年会議所も私が準会員として入会し
た年、片庭理事長の年にブロック協議会が廃
止され、北海道地区のみに成った年でもあり
ます。
　士別青年会議所は道北ブロックに所属して
おりましたが、現在は北海道地区協議会会長
が１人、ブロック会長が１人、エリア副会長
が４人、の組織へとスリム化されました。
　士別青年会議所のメンバー数は 1980 年の
78 人をピークに私が入会した 2006 年には 13
人と組織が衰退しているのを感じます。地域
の中では青年雄志と言う団体は必ずキーワー
ドに成ってくると思います。



　青年会議所も 78 人いたメンバーが 13 人の
組織体に成った時は事業もままならない状態
でもありました。
　今回理事長職を受けやはり会員拡大の問題
は避けて通れない大きな問題だと思います。
しかし、皆様もご存じのように現在は企業の
衰退、高齢化もあり会員の入会が確実に減っ
ております。
　今、北海道の青年会議所のメンバーは 1,563
人、2015 年には 1,100 人を切るのではないか
と統計が出ております。北海道地区も運営が
厳しく 1 人あたりの負担金を増やす議論も最
近は増えて来ております。
　人数の減少、組織の衰退、青年会議所の組
織、地域と言う中で私達だけではどうしても
問題解決は出来ないと言うのが正直なところ
でございます。
　先週、北海道の青年会議所の地区大会が留
萌で開催されましたが、留萌も士別とたいし
て変わらない大きさの街で会員数も同じよう
な規模ではありますが、立派に開催致してお
ります。経済効果が 2,000 万から 3,000 万位
の大会でありますが、士別も青年会議所の先
輩や各団体に協力して頂ければ、士別の地域
はもっと元気に成るのではないかと思いま
す。和寒の人間ではありますが、まず士別か
元気に成らなくては和寒も元気に成らないと
私は考えております。
　この度、この様な卓話をする機会を頂きま
したので是非、40 歳前の後継者様又は会社
の従業員様を入れて頂ければ勉強に成ります
し、地区でも現在、資質向上に力を入れて研
修プログラム等を行っております。
　再来年には士別青年会議所も 55 周年、そ
の 5 年後には 60 周年となりますが、誰も 60
周年までに入会が無いと仮定しますとメン
バーは 10 人以下になってしまいます。
　青年会議所の伝統を引き継ぐ為、地域の活
性化の為、企業の向上のためにもご協力をお
願い致します。

●ゴルフ成績●
第４回例会／９月 12 日：午前 11 時 30 分
第４回ロータリークラブ・ライオンズクラブ

親睦ゴルフ対抗戦
（士別同友会カントリークラブ）

順　位 氏　名 OUT I  N GROSS HDCP NET
優　勝 中坪真佐雄 42 42 84 15.6 68.4
準優勝 本山　忠之 41 43 84 13.2 70.8
１ 位 佐藤　元信 46 47 93 20.4 72.6
２ 位 神田　英一 44 46 90 16.8 73.2
３ 位 佐藤　和彦 44 39 83 9.6 73.4
４ 位 阿部　英男 48 50 98 24.0 74.0
５ 位 志村　孝幸 52 50 102 26.4 75.6
６ 位 國森　和麿 44 45 89 13.2 75.8
７ 位 佐藤　政美 42 46 88 12.0 76.0
８ 位 川副　春夫 50 42 92 15.6 76.4
９ 位 深尾　幸夫 52 48 100 22.8 77.2
10 位 中川　道夫 54 45 99 21.6 77.4
11 位 加藤　英彦 47 44 91 13.2 77.8
12 位 阿達　　勇 48 54 102 24.0 78.0
13 位 喜多　武彦 44 52 96 16.8 79.2
14 位 近井　孝義 58 59 117 37.2 79.8
15 位 稲毛　幸雄 51 51 102 21.6 80.4
16 位 佐々木元晴 47 44 91 9.6 81.4
Ｂ Ｂ 伊藤　優市 63 63 126 36.0 90.0
Ｂ Ｍ 泉谷　　勇 82 94 176 40.0 136.0

※ハンディはダブルペリア方式
『隠しホール』1.2.4.6.7.8.10.11.12.15.17.18 ホール

対抗戦成績（各クラブ上位５名）
１位 ロータリークラブ 365.6
２位 ライオンズクラブ 372.2

●パークゴルフ成績●
第５回例会／９月１６日：午後 1 時

【士別ロータリークラブ・士別ライオンズクラブ・
国際ソロプチミスト士別　交流パークゴルフ大会】

（不動大橋パークゴルフ場）
順　位 氏　　名

１　Ｒ ２　Ｒ

計 HC NETサフォーク ジャコブ サフォーク ジャコブ
優　勝 織戸　俊二 26 27 26 23 102 4 106
準優勝 武田　　修 24 25 29 28 106 106
1 位 神田　英一 25 27 27 27 106 106
2 位 宮崎　隆雄 32 27 23 27 109 109
3 位 坂口　芳一 27 25 27 25 104 8 112
ＢＢ 山本　俊一 28 31 27 27 113 113
ＢＭ 奈良　康弘 30 32 25 28 115 115


