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●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
士別ＲＣテーマ ：
孝
「ロータリーを見つめ、明日の地域へつなごう」 ●会 長／神田 英一 ●副会長／若森
●幹 事／宮崎 隆雄

第 2416 回例会
本日のプログラム

２０11 年 3 月 7 日（月）

・例会・理事会

前回（2 月 28 日）の記録
・夜間例会・吉川紀雄会員送別会
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

メークアップ
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

阿達 勇副会場監督
それでこそロータリー
会員 54 名中 出席者 54 名

泉谷

出席率 100%

修正

%

勇（ロータリー塾修了御礼）
累計 246,000 円

例

会

●３月例会日（識字率向上月間）
3 月 ７日（月）
3 月 14 日（月）
3 月 21 日（月）
3 月 28 日（月）

例会・理事会
例会
休会 ( 法定休日：春分の日 )
夜間例会

予 定
●４月例会日（ロータリー雑誌月間）
４月 ４日（月）
４月 11 日（月）
４月 18 日（月）
４月 23 ～ 24 日
４月 25 日（月）

例会・理事会
例会
例会
PETS・地区協議会 ( 旭川 )
夜間例会

■会務報告 神田英一会長
●当初は３月２８日の夜間例会に吉川
会員の送別会を開催予定でしたが吉川
会員の予定で急遽、本日の例会で吉川
会員の送別会と云うことで開催をする
ことに成りました。後程ごあいさつを
頂きたいと思います。

ます。理事の皆様のご出席をお願い
いたします。
３．名寄ＲＣより１２月・１月・２月
の会報、３月４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。

■神田会長より贈る言葉
吉川紀雄会員は平成２年１月１日
に入会で当時の会長は故江端会員であ
ります。在籍は２１年と３ヶ月になり
ます。委員会は職業奉仕、国際奉仕、
●２２日午後６時よりゴールバーン交 社会奉仕の委員会を多くやって頂きま
流事業の報告会が開催され出席をして した。理事、役員の指名はありません
参りました。まず初めに短期留学生の でしたが、これは市立病院の医院長と
報告があり、良い経験をさせていただ いう職業から皆さんお願いできなかっ
いた、皆さんが優しくフレンドリーで たのだと思います。私の思い出として
したとの報告がありました。次に姉妹 は平成３年に私が青少年委員長を承け
都市１０周年と云うことで牧野市長な たときに委員会のメンバーに吉川会員
どの報告がありました。当クラブから がおりました。その時に名寄ロータ
は商工会議所副会頭として鈴木勉会員 リークラブのローターアクトの例会へ
が報告をされております。
吉川会員と一緒に訪問をさせて頂きま
した。その時の名寄ロータリークラブ
●２３日には今年度２回目のロータ の会長さんが是非、士別にもローター
リー塾が開催されました。今回は百瀬 アクトをと問いかけを頂きましたが、
達夫会員に講師をお願いいたしまし 私は何も返事が出来ませんでしたが、
て、クラブの創立期の思い出や苦労話 吉川会員が私を肘で突いて返事をしな
そして国際ロータリー加盟認証状伝達 くて良いのか？と云う思い出がありま
式のプログラムや当時の写真など大変 す。また、吉川会員はゴルフをしてお
貴重な資料などを見せて頂きました。 りまして、余りでられないのは分かっ
四つのテストや綱領などについてお話 ているのですが毎年士別ロータリーク
を頂きました。大変ありがとうござい ラブのゴルフ同好会の年会員として登
ました。百瀬会員にはこれからも元気 録をして頂いておりました。今回、長
で私達に御指導や懐かしいお話をして 年にわたり地域医療に貢献をされたと
頂ければと思います。
云うことで、士別市功労賞が贈られま
す。表彰式は３月１８日に行われます。
■幹事報告 宮崎隆雄幹事
これからも健康には気をつけて頂き
１．地区合同セミナー申込は、締切の 士別にお越しの節は例会やゴルフに出
都合上本日を最終日とさせて頂きま て頂ければと思っております。
す。宜しくお願いいたします。
■吉川紀雄会員ごあいさつ
２．次週、３月 7 日㈪例会終了後、当
この度、３月３１日をもちまして士
ホテル２階にて理事会を開催いたし 別市立病院を退職することになり、３
●先週の２１日の月曜日にＩＭの第１
回運営委員会を開催し、大枠決めさせ
て頂きました。テーマにつきましては
次回の例会にてご報告いたします。

月末にて士別ロータリークラブを退会
することに成りました。士別市立病院
の医院長に就任して直ぐにゲスト卓話
として呼ばれたことがございますが、
たぶん３分の１ぐらいの会員の顔は分
かると思って会場に来てみましたが、
知っている顔は２人ぐらいしかおりま
せんでした。皆さん病気をしないわけ
が無いのでたぶん民間の病院に行って
いるのだと思いました。これは病院長
としては何とかしなければと思い入会
をいたしました。会員歴は２１年と
長いのですが、役員には１回もなら
ず、歴代の会長や委員長には大変ご迷
惑をおかけしたと思っております。医
療の世界は非常に狭い世界であります
ので、ロータリークラブに入ることで
色々な方とお知り合いになれたと云う
ことは私にとって重要な財産でもござ
いますし、回数は少なかったですが楽
しくゴルフもさせて頂きました。４月
からは伊達にて地域医療に力を尽くし
たいと考えております。近くにお寄り
の節はお声をかけて頂きたいと思いま
す。
長い間何も出来ませんでしたが、暖
かく迎えて頂きましたことを心から感
謝申し上げます。ありがとうござまし
た。

◆３月は識字率向上月間です。◆
ロータリーの友３月号
特集 識字率向上月間
識字が広げる世界 P5 ～ P13
今月は識字率向上月間です。国内では、
海外では、どのような活動が行われて
いるでしょうか。
識字率向上月間（Literacy Month）と、
その意義
識字率向上は 1986 年以来、国際ロー
タリーの強調事項です。地域社会で、
読み書きを向上させるプロジェクトを
支援します。地域の識字水準が、その
地域の生活水準に直結する、という観
点から、この月間中に読み書き、計算
のできない人たちを援助するために、
ロータリー地域社会共同体、ローター
アクトクラブ､ インターアクトクラブ、
世界社会奉仕、ロータリーボランティ
ア、その他の既存プログラムを通して、
識字率向上に取り組んでいます。今回、
国際ロータリーは、世界的な識字推進
団体・国際読書協会と協力し合い、世
界的な識字推進を目指す社会奉仕プロ
ジェクトを、開発中です。
ユネスコ（国連教育科学文化機関）
によると、世界で 9 億人以上の人々は
読み書きができません。その 3 分の 2
は女性です。成人、そして子どもに向
けて､ 読書のプログラムを企画するこ
とや学校に本を寄贈すること、そして
地元の図書館を援助することが要請さ
れています。
なお、2006 － 07 年度から、識字率向
上月間は 3 月に変更になりました。
※ 2005 － 06 ＲＩ理事会第 1 回会合（7
月）の決定により変更になりました。
※ロータリージャパンホーム > ロー
タリー関連資料 > ロータリーの特別
月間 Special Months in Rotary > 3 月
識字率向上月間（Literacy Month）よ
り。

