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伝えたい、心の息吹を隣人に
士別市環境センター ( リサイクルセンター )

■R I HP https://www.rotary.org/ja
■2500 地区 HP http://www.abashiri-rc.jp/2017/
■士別 RC HP http://www.douhoku.jp/sibeturc/
■例会場／士別グランドホテル
■例会日／毎週月曜日 12：10 〜 13：10

第 2695 回例会

■会 長／北 村 浩 史
■副会長／近 井 孝 義
■幹 事／谷 村 一 文
■事務所／士別グランドホテル（東 3 条 6 丁目）
TEL 0165-23-1234

2017 年 11 月 27 日（月）

今日のプログラム：・夜間例会
●前回（11 月 20 日）の記録／・普通例会
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

千葉道夫 会場監督
奉仕の理想
会員 46 人中 出席者 36 名 出席率 78.23％ 修正 80.43％
相山佳則、國森和磨、近藤峯世、鈴木 勉、但木行久、谷 温恵、千葉繁夫、
細川博司、松塚信雄、本山忠之

メークアップ

ニコニコ BOX 千葉道夫（快気祝）
奈良康弘（11 月誕生祝）
累計 133,000 円

●例会予定
◆ 1２月例会（家族月間）

◆ 1 月例会（ロータリー理解推進月間）

■１２月 ４日
■１２月 1１日
■１２月１８日
■１２月２５日

■１月 １日
■１月 ８日
■１月１５日
■１月２２日
■１月２９日

㈪ 普通例会、年次総会、理事会
㈪ 夜間例会、ファミリーパーティー
㈪ 普通例会
㈪ 特別休会

㈪
㈪
㈪
㈪
㈪

休会（法定休日：元旦）
休会（法定休日：成人の日）
普通例会・理事会
普通例会
夜間例会

■会務報告・・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■去る 17 日、2017 年─2018 年度「パスト会会長会」
が行われました。議案は役員改選の件などです。2018
年度─2019 年度パスト会会長には、大野裕一郎会員、
副会長には神田英一会員、渡辺正一会員が選出されま
した。
■もうひとつ、ロータリー関係ですが、実は今、ロー
タリーの第 2500 地区事務所の固定化で、事態が少し
複雑化していることを報告したいと思います。内容に
ついては近井副会長からいただきました資料をもとに
話させていただきます。少し長くなりますが、おつき
あいください。
先に要点を並べておきます。
●ガバナー事務所の固定化は決議事項
●賛否は賛成多数だったが、その多数が固定化なのか
流動化なのか、はっきりしない
●ガバナー補佐会議の諮問会議では、どうやら旭川に
事務所を置くらしいとの報告
●事実はガバナー輩出地区に事務所が置かれている
●大会決議と諮問委員会の報告に食い違いがあるよう
にみえ、会員たちは疑心暗鬼
実は第 2500 地区でのこの関係はあまりネットでの
情報がありません。地区内でも積極的に発信していな
いようです。ようやっと見つけたのが、駒形ガバナー
の時の 2016 年 10 月に行われた地区大会特別委員会の
結果です。ここでの議題は「地区大会決議委員会報告
2016 年」となっています。委員会では 2016 -17 年度
地区大会決議 ( 案 ) 決議第９号というものが提出されて
います。決議事項は「2500 地区ガバナー事務所固定化
についての件」です。賛否については地区内 67 クラブ
の中で、賛成 44 クラブ、反対６クラブ 、どちらとも
言えない 16 クラブということから、ガバナーの意向に
従うという結果になりました、というふうに書いてあ
ります。「従いまして賛成多数により 2018─19 年細川
年度より実施することを決議いたします」とまとめて
いるのですが、これだけではガバナー事務所の地区固
定化が賛成多数なのか、はたまたガバナーの意向しだ
いで固定化でも流動化でも可能と、どとらともとれる
ような玉虫色の内容です。ちなみに次年度のガバナー
事務所は帯広での設置が決まっています。さらにその
後なのですが、近井副会長からいただいた資料では、
先に述べました地区委員会の後の第３回ガバナー補佐
会議では、ガバナー事務所の設置場所の検討を行いま
したとあります。この日、即日ですが検討結果を諮問
委員会にはかり、異議なく承認されましたとあります。
続いてこの結果に基づいてしょうか、「ガバナー事務所
は旭川市内に設置すると 2016-17 年度地区報告書にて
報告を受けている」とあるところから、私たち多くの
会員はガバナー事務所が旭川に固定化、常設していく
ものだと判断したと思います。話している私も実は内
容が見えて来ず、戸惑うばかりです。このふたつの資
料からはガバナー事務所の固定化が決定事項なのか、
それともガバナーの意向にそってガバナーの地元でも
旭川でもどちらでもいいのか、はっきりしてきません。
このような重要な案件がどうして、かように曖昧な内
容のまま、一般会員の前に提出されているのか、いさ
さか謎めいていますが、とりあえず、わからないのに

わかる範囲でという、宙ぶらりんな報告となってしま
いました。
参考になったかどうかわかりませんが、ガバナー事
務所の固定化についてはもう少し様子見みたいな感じ
でしか受け取れなかったことも付け加え、内容に訂正
があれば遠慮なくアドバイスをお願いして、会務報告
を終わります。
■幹事報告・・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．先週の１７日金曜日パスト会長会総会を１４名出
席の中開催致しました。出席いただいた会員の皆
様お疲れ様でした。
２．平成３０年士別市新年交礼会の案内が来ておりま
す。日時は平成３０年１月５日午後６時より士別
グランドホテルで行なわれます。会券希望の方は、
商工会議所で販売していますが幹事の私まで連絡
いただければご用意いたします。尚会費は 2,000
円となっています。
３．ボランティアサークルむぎの会より当クラブ宛に
歳末チャリティー「第３６回ふれあい演芸会」開
催に伴う協力のお願いとして入場券販売の依頼が
１０枚きております。希望者がいれば幹事の私ま
でお願いします。尚日時は１２月３日日曜日士別
市民文化センター大ホールとなっています。
４．来週の例会は夜間例会ですので時間にお間違えの
ないようにお集まり下さい。
■会員卓話・・・・・・・・・・・・川島 啓 会員
本年度の創業は 10 月 17 日より開始致しました。今の
ところ操業期間は 1 月末までを予定しております。昨
年は 88 日の創業でしたが、本年度は 100 日創業を目
ざしております。100 日稼働すれば工場のコストも下
がります。今年はおかげさまで生産量も昨年よりも多
い 28 万トンの原料を見込んでおり現在トラックも多く
走っており、大変ご迷惑をおかけしておりますがご理
解を賜りたいと思います。今年のビートは天候にも恵
まれ反収は全道で２番目です。糖分は国が査定した数
値は 16.3 で士別は 16.85 と成っておりますので、国の
査定を上回っておりますので、農家の方も喜んでいる
と思います。原料の受入は 12 月 20 日迄となっており
ます。昨日まで 65％の出荷を完了し、今週中には工内
の貯蔵作業も終わりトラックの台数も減ると思います
ので少しは市内も静かになると思います。残り１ヶ月
お騒がせ致しますがよろしくお願いします。工場も今、
最盛期でございますので、見学して頂ける時間がござ
いましたら見学者対応をさせて頂きたいと思います。
今後も無事故・無災害で頑張りますので、引き続きご
指導ご協力をお願い致します。

