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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 2401 回例会　２０10 年 10 月 25 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 87.2%
本 日 の 欠 席　加藤　博、川橋勝美、北村浩史、汐川泰晴、中川涼一、鍋島　秀、今井　裕、
　　　　　　　　黒田康敬、藤吉敏博
メークアップ　神田英一、伊藤優市、岡田　晃、大野裕一郎、加藤　博、菊地　博、北村浩史、
　　　　　　　　輿水広志、志村孝幸、近井孝義、千葉繁夫、中村徹雄、奈良康弘、藤吉敏博、
　　　　　　　　山本　榮、山本俊一、宮崎隆雄（9 月 21 日人の波・旗の波）
ゲ ス ト　郵便事業株式会社 士別支店 支店長　菊地　茂氏
ニコニコＢＯＸ　深尾幸夫（最終ゴルフ優勝）
　　　　　　　國森和麿（ゴルフ年間優勝）
　　　　　　　宮崎隆雄（パークゴルフ優勝）
　　　　　　　野　英俊（10 月誕生祝）
　　　　　　　佐藤和彦（日甜本年度操業開始）　　　　　　　　　　　　　　　累計 141,000 円

例　会　予　定
● 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

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」

・例会・ゲスト卓話 ( 郵便事業株式会社 士別支店 支店長　菊地　茂氏 )
前回（10月18日）の記録

● 11月例会日（ロータリー財団月間）
　　11 月   １日（月）　例会・理事会
　　11 月   ８日（月）　例会
　　11 月 15 日（月）　例会
　　11 月 22 日（月）　早朝例会
　　11 月 29 日（月）　夜間例会



■会務報告　神田英一会長
　急に寒くなりました、雪のところもあるか
もしれません。
　8 月 5 日チリ・サンホセ鉱山で落盤事故が
発生してから 69 日ぶりとなる 10 月 13 日世
界中が注目する中救出作業が始まり奇跡とも
言われるように、33 名 全員が救出されまし
た。その喜び、感動がテレビの画面からつた
わり、心から良かったなと思いました。事故
の背景には、休止していた鉱山を需要の増加
により 銅の価格が４倍ほどに上がったこと
から、安全面の確認無く再開したことによる
事故で、危険性は高かったこと、同じ様な事
故が、中国などでも起きていると聞 きます
と、倫理観の欠如と国としての責務に疑念を
もってしまいます。
　中国の内陸都市での反日デモが報じられて
いますが、日本に対する怒りがあるのでしょ
うが、自国での就職難、指導部への不満等中
国国内で抱えているさまざまな 問題の負の
エネルギーもたまっているように感じます。
　ネット上の書き込みを削除して情報をコン
トロールする様は、何処の国でもやっている
ことなのか不安に なります。情報は角度を
変えて見ていかなくてはと感じます。ここで
も四つのテストに当てはめて見るのも一つの
方法のように感じました。
　16 日はパークゴルフの最終例会でした。
一年間幹事をされました会員には大変ご苦労
様でした。
　昨日はゴルフの最終例会で 14 名 の参加が
あり、途中から雨と寒さと暗さで途中でやめ
てしまいましたが、懇親会では欠席の会員の
参加もあり、なごやかに大変楽しい懇親会と
なりました。本年度ゴルフ同好会本山幹事を
はじめお手伝い頂きました國森、志村会員ご
くろうさまでした。次年度は私に幹事の指名
があり、是非多くの会員の参加をいただき、
ゴルフを楽しみたいと思います。

■幹事報告　宮崎隆雄幹事
１．先日の理事会に於いて、9 月 21 日に行

われました、人の波・旗の波参加者のメー
クアップが承認されましたので、対象者を
確認致します。神田英一会長・伊藤優市会
員・岡田晃会員・大野裕一郎会員・加藤博
会員・菊地博会員・北村浩史会員・輿水広
志会員・志村孝幸会員・近井孝義会員・千
葉繁夫会員・中村徹雄会員・奈良康弘会員・
藤吉敏博会員・山本榮会員・山本俊一会員・
宮崎隆雄幹事、以上 17 名。もし、洩れて
いる方がいらっしゃいましたら幹事までお
知らせ下さい。

２．本日例会終了後、パスト会長会役員会を

2F 会議室にて開催致します。出席者は菅
原清人パスト会長・輿水広志副会長・宮田
喜久三郎副会長・神田英一会長・渡辺正一
会長エレクト・宮崎隆雄幹事・伊藤優市副
幹事です。

３．RI 第 2500 地区ガバナー事務所より、地
区大会参加御礼が来ております。資料台に
置いてございますのでご観覧下さい。

４．RI 第 2500 地区、2010 ～ 2011 年度ガバ
ナーエレクトより、RI 第 2500 地区、2010
～ 2011 年度ガバナーエレクト事務所開設
のご案内が来ております。住所は、070-
0032 旭川市 2 条 7 丁目右 1 号深沢ビル 2F、
TEL:0166-73-6888、FAX:0166-73-6887、
e-mai1:ri2500@tuba.o㎝ .ne.jp となっており
ます。

５．士別市交通安全運動推進委員会より、交
通安全啓発の実施案内が来ております。こ
れは、この地区内に於いて最近わずか 1 ヶ
月の間に 3 件の死亡事故が起きている事を
受け、急遽、「人の波・旗の波」を実施す
る事になった様です。
実施日は、10 月 21 日 ( 木 )AM10:00 より、
地区内 5 ヶ所 ( 市内は小泉鉄工前国道 ) で
す。今回出欠は取らない様ですので、都合
のつく方は当日直接ご参加ください。

６．士別市共同募金委員会より、赤い羽根街
頭募金協力の御礼が届いております。資料
台に置いてございますのでご観覧下さい。
7. 下川 RC と美深 RC より、9 月の会報と
10 月の例会案内が届いております。資料
台に置いてございますのでご観覧下さい。

■ゲスト卓話
　　●郵便事業株式会社　士別支店
　　　　　　　　　　　　　　　支店長　菊地　茂氏
　士別市内の日本郵政グループ概要及び郵便
サービスについてお話をさせて頂きます。
　まずは、支店長とは何かと言いますと、本
日お渡し致しました資料の中に日本郵政グ
ループ・ディスクロージャー誌が入っており
ますが、その９頁の右下に日本郵政グループ
の構成が載っております。日本郵政㈱の中に
郵便局㈱・郵便事業㈱・㈱ゆうちょ銀行・㈱
かんぽ生命保険があります。私はその中の郵
便事業㈱の支店長になります。士別郵便局長
は郵便局㈱と言う事になります。現在は同じ
建物の中に２社が入っている事に成ります。
大きなところに行きますと、郵便局㈱・郵便
事業㈱・㈱ゆうちょ銀行・㈱かんぽ生命保険
が同じ建物の中に入っているところも御座い
まして、非常に複雑な体系に成っております。
　今話題に成っておりますように郵政改革法
案と言う事で閣議決定がされているところで



は御座いますが、現状と致しましては郵便局
㈱と郵便事業㈱を日本郵政㈱の中に入れて、
その下に㈱ゆうちょ銀行と㈱かんぽ生命保険
がぶら下がると言う形を議案として提出をす
ると言う事に成ります。
　そうなりますと、士別郵便局の中には同じ
会社しかいなくなると言う事に成ります。今
まで局員が郵便保険を扱えないなどの事は無
くなり元のような郵便局スタイルに戻りま
す。
　それでは士別市内ではどの様に成るかと言
いますと、士別市内の事業所は①郵便事業㈱
( 北海道エリアでは５７支店 )、士別支店の業
務は士別市内の郵便、荷物の集荷・配達業務
( 注：朝日については、朝日集配センター ｢
名寄支店｣ が担当 ) になります。
　②郵便局㈱ ( 北海道エリアは 1,515 局 )、業
務は【渉外局】士別郵便局、朝日郵便局 ( 郵
政三事業の窓口業務、第三分野保険、物販な
ど新しい商品、サービス提供及び渉外業務 )。

【窓口のみの局】士別大通、士別中央通、中
士別、下士別、温根別、多寄。【簡易局】士
別東、下士別、武徳 ( 開局予定 )。
　次に郵便事業の確実な配達品質と致しま
して、毎年約 11％の人が転居しております。
なぜ郵便局は転居した人への配達が出来るか
と言いますと、転居している人の約 9 割が転
居届けを郵便局へ提出しており、そのデー
ターを日々更新しております。したがいまし
て、表札がない・電話帳にない・住宅地図に
ないご家庭にも配達が可能です。このデータ
は郵便事業の財産で何所にも開示しません
し、警察に聞かれても法的指示が無い限りお
教え致しません。プライバシー厳守に成って
おります。
　皆様のビジネスをサポートする郵便商品と
致しましては３つ御座いますが、１つ目は【ゆ
うパック】お手元の資料に料金等が載ってお
りますが、今までは本当の大口業者でなけれ
ば割引が御座いませんでしたが、民間に成り
まして支店長権限で値段を決められるように
成りました。年間 200 個以上のご利用なら郵
便事業の社員がお伺いしてお見積を出しま
す。宅配業者さまに負けない料金が出せると
思いますのでご利用願えればと思います。
　２つ目は【ゆうメール】書籍・雑誌・商品
カタログ・会報・マニュアル・ＣＤ・ＤＶＤ・
などが対象で、こちらは年間 500 通以上なら
特約運賃が適用に成ります。( 信書などの書
類は送付出来ません。)
　３つ目は【年賀タウンメール】年賀状の季
節に成って参りましたが、こちらの商品は宛
名記入が不要で配布したい地域をお客様が指
定して頂ければピンポイントでその地域に配

布致します。( 詳しくはお手元の資料、年賀
状タウンメールをご覧下さい。)
　枚数制限は御座いませんのでご利用頂けれ
ばと思います。
　今後とも郵便局㈱・郵便事業㈱をよろしく
お願いします。

●パークゴルフ成績●
第６回例会／ 10 月１６日：午前 10 時
（下川町 万里の長城パークゴルフ場）

順　位 氏　　名
長城 森林

計 HC NETA コース B コース A コース B コース
優　勝 宮崎　隆雄 28 22 29 31 110 110
準優勝 山本　俊一 29 27 27 33 116 116
1 位 武田　　修 29 29 30 30 118 118
2 位 織戸　俊二 29 26 34 24 113 8 121
ＢＢ 坂口　芳一 32 22 30 30 114 8 122
ＢＭ 奈良　康弘 33 28 31 35 127 127

●ゴルフ成績●
第５回例会／ 10 月 17 日：午後０時 36 分

（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 深尾　幸夫
準優勝 本山　忠之
１ 位 吉川　紀雄
２ 位 坂口　芳一
３ 位 志村　孝幸
４ 位 近井　孝義
５ 位 坂野　虎渓
６ 位 三野　博司
７ 位 千葉　道夫
８ 位 武田　　修
９ 位 阿達　　勇
10 位 神田　英一
Ｂ Ｂ 伊藤　優市
Ｂ Ｍ 佐藤　元信
※雨のため途中中止に成りましたので、順位
　は特別ルールにて決定させて頂きました。

年間順位
優　勝 國森　和麿 222 ポイント
準優勝 本山　忠之 231 ポイント
１　位 志村　孝幸 237 ポイント
２　位 吉川　紀雄 242 ポイント
３　位 近井　孝義 246 ポイント
４　位 阿達　　勇 255 ポイント

※年間順位対象者は３回以上、参加された会
員の NET 上位３回を足したスコアーで順位
を決定しております。




