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士別市／世界のめん羊館

2013-14年度RI会長

ロン D. バートン

第 2530 回例会

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／千 葉 繁 夫
副会長／阿 達
勇
幹 事／奈 良 康 弘

2013年11月18日（月）

本日のプログラム：普通例会

● 前回（11月11日、月曜日）の記録：普通例会・ゲスト卓話・理事会
司
会／近井孝義 会場監督
斉
唱／国歌斉唱・奉仕の理想
本 日 の 出 席／会員 48 名中 出席者 39 名 出席率 81.25％
本 日 の 欠 席／穴田俊昭、近藤峯世、片庭隆暁、鈴木 勉、佐藤和彦、田中道也、深尾幸夫、
藤吉敏博、松塚信雄、
ビジター・ゲスト／日本生命保険相互会社 旭川支社 支社法人職域部長 岡 隆征 氏
メークアップ／千葉繁夫、奈良康弘、織戸俊二、坂口芳一、佐藤元信、宮崎隆雄、山口哲雄、
（10/11・12・13 地区大会）
ニコニコＢＯＸ／千葉繁夫、奈良康弘、山本 榮、本山忠之（誕生祝い）
千葉道夫（商工会議所会頭就任）、神田英一（次男結婚・長男に孫誕生）
岡田 晃（士別市文化賞受賞）
累計 163,000 円

● 例会予定

11月例会日(ロータリー財団月間)
■11月 ４日
■11月11日
■11月18日
■11月25日

㈪ 休会（振替休日）
㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

12月例会日(家族月間)
■12月 ２日
■12月 ９日
■12月16日
■12月23日
■12月30日

㈪
㈪
㈪
㈪
㈪

普通例会・年次総会・理事会
夜間例会・ファミリパティー
普通例会
休会（法定休日：天皇誕生日）
特別休会

■会務報告 千葉繁夫 会長
●チャーターメンバーとして、当クラブを築
きあげて頂いた百瀬名誉会員が４日に亡くな
られました。会報の挿絵、創立時以来の貴重
な資料保存などクラブのために尽くしていた
だきました。
ロータリーが大好きな人でしたとの奥様が言
われておりました。大変残念です。私が入会
して間もなくの、会員卓話で百瀬先生が創立
時の苦労した内容の卓話でしたが、最後に「
年月の経つのは早いもので、歳も早く過ぎて
しまうものです。
成すべきことは早くやりなさい、古い新しい
などと言わずに働くことがロータリーとして
大切なことです。」と言われたことが、印象
に残っています。ここに謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。
●１日、士別市の文化賞、功労賞、社会貢献
賞の合同表彰式がグランドホテル思親花で開
催され、岡田晃会員が３年ぶりの文化賞を受
賞されました。また、士別市体育館の「スポ
ーツ功績賞」とのダブル受賞、心からお祝い
申し上げます。
士別ロータリークラブも平成18年からの継続
的な児童図書の寄付、平成22年の「あいの実
保育園」の寄付により、社会貢献賞の感謝状
を戴いてまいりました。
入口に展示しておりますのでご覧下さい。
●また、技術者として永年市内の産業発展に
貢献してきた功績を讃えられ、士別市市長が
表彰する士別市技能功労者表彰に坂口会員が
選ばれました。
今後も益々のご活躍をご期待致しておりま
す。おめでとうございます。
●１日、士別商工会議所の臨時議員総会が開
催され、任期満了に伴う役員改選で、千葉道
夫会頭、鈴木勉副会頭が再選されまして、千
葉会頭の３期目がスタートいたしました。
商工会議所の26年問題、地域の抱える諸課題
等山積しておりますが、３年間健康に留意さ
れ、リーダーシップを大いに発揮し、ご活躍
されますことを願っております。
●３日、プロ野球日本シリーズの第７戦、感
動しましたね。球団創設９年目の東北楽天が
初の日本一になりました。
40年ぶりとなる巨人の２年連続日本一を阻ん
だのは、選手・ファンはじめ東日本大震災で
犠牲と成られた約２万人の魂が復興途上の東
北を後押しし歓喜を与えたのだろうと思いま
す。

■幹事報告 奈良康弘 幹事
❶11月号ガバナー月信・ロータリーの友誌が
届いております。会員の皆様お持ち帰り下さ
い。併せまして名寄RC様よりクラブ会報が届
いております。
回覧いたします。御一読下さい。
❷1１月のロータリーレート１ドル100円とな
っております。
❸士別地方技能士会菅原清隆会長様名にて、
当クラブ坂口芳一会員が受賞致しました「平
成25年度士別技能功労賞受賞者受賞合同祝賀
会」の案内が来ております。
当会で出席を希望される会員の名簿を作成
し、取りまとめをしたいと思います。
各テーブルに配布致しました名簿に本会終了
までに氏名の記載を御願い致します。
❹名寄RC様より事務局移転のお知らせが届い
ております。
移転先 名寄市東1条南7丁目 名寄商工会議
所内となっております。
❺今週13日（水曜日）当クラブパスト会長会
総会がやまもとにて、6時より開催されます。
日程お間違えの無い様出席下さい。
❻本日例会終了後クラブ理事会を開催致しま
す。役員・理事の皆様出席の方宜しくお願い
致します。
■委員会報告
◆親睦活動家族委員会 山本俊一 委員長
12月9日にファミリーパティーを企画しており
ます。ご案内をファックスにてお送り致しま
すので、よろしくお願いします。
■ゲスト卓話
●日本生命保険相互会社
旭川支社 支社法人職域部長 岡 隆征 氏

私は士別生まれで10歳まで住んでいました。
父の転勤の都合で今は旭川に実家がございま
す。
私は東京に１３年その後、中国に７年間、子会
社に出向と云う形で行っておりました。
上川管内に戻ってきましたのは24年ぶりです。

本日は中国でのお話をさせて頂きます。
私の中国での勤務内容は、日本生命が海外でも
同じ事業内容を展開したいと云う思いで2003年

に中国に進出して今年の３月まで子会社の立ち
上げと運用を上手く円滑にさせる様な団体保険
のマーケットで仕事をさせて頂きました。
中国に金融機関や保険会社が進出するためには
単独では進出が出来ませんので他の会社と手を
組んで進出致します。
中国の保険関係に付いてお話をさせて頂きます
と、日本の保険はもしも自分の身に何かがあっ
たとき自分の家族に何かを残してあげたいと云
う思いで保険をかけて頂くことが多いですが、
中国はご自身の為の医療やご自身の老後保障に
注目をしています。
死亡後保証と云う保険は殆ど売れていません。
中国にはアメリカやヨーロッパ、日本などの国
から多くの保険会社が進出しております。
私は中国マーケットで日本から中国に進出する
企業向けのコンサルティングをやらせて頂いて
おりました。
日本企業は1,210社が進出しております。
私が住んでいた地域にも日本人学校が有り
1,000人位の人がいました。
中国の経済成長と近代化に付いてですが、中
国のGDPは10%から20%の勢いで成長しておりま
す。
最低賃金は数年で倍以上に上がっております。
経済発展の中、空気汚染も問題になっておりま
すし水にも気お付けて頂ければと思います。
次はバス代ですが私が住んでいた地域では初乗
り15円でした。
昨年地下鉄が出来て初乗り30円、タクシーは初
乗り150円と云った水準でございます。医療費
用は毎年５から７％位上がっている状況に成っ
ております。

■誕生祝い

本山忠之、山本 榮、千葉繁夫、奈良康弘
４名の会員が今月誕生日を迎えます。おめで
とうございます。
■ロータリー特別月間とは？（４月・６月）
（ロータリージャパンＨＰより）
◆４月 雑誌月間（Magazine Month）
ＲＩの公式機関誌『ザ・ロータリアン』および
世界31の地域雑誌の購読と、活用促進に役立つ
プログラムを実施する月間です。ロータリーの
雑誌（『ロータリーの友』など）に対する会員
の認識を深め、それによってロータリーの情報
の普及を図ることが目的です。
クラブはこの月間中に雑誌に関するプログラム
を実施しなければなりません。チェスリー・ペ
リー国際ロータリー初代事務総長によって創刊
された、『ザ・ナショナル・ロータリアン』
（1912年に『ザ・ロータリアン』に改称）が発
刊された1911年1月25日を記念して、当初1月25
日を含む1週間を雑誌週間としていました。
『2007年手続要覧』の「ロータリークラブ定
款」の「第14条 ロータリーの雑誌」では、各
会員は、会員身分を保持する限りＲＩの機関雑
誌、またはＲＩ理事会から本クラブに対して承
認ならびに指定されている地域的なロータリー
雑誌（日本では『ロータリーの友』）を購読し
なければならない、と定めています。
◆６月 ロータリー親睦活動月間
（Rotary Fellowships Month）
「ロータリー親睦活動」は、国際奉仕の一部門
です。現在、約100近い親睦グループがあり、
趣味や職業活動を通じて、国際親善と奉仕に貢
献しています。ガバナーは、地区に地区親睦活
動委員会を設置するよう奨励されています。
より多くのロータリアンが、親睦活動に参加す
ることを奨励するために、この月間が設けられ
ました｡

