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2006 ～ 2007 年度　RI 会長
　　　　　　　ウィリアム　ビル・ボイド 士別市朝日町サンライズホール　　　　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／大　塚　勝　人
副会長／野　崎　英　男
幹　事／菊　地　　　博

第2234回例会　２００６年10月30日（月）

本日のプログラム
・ガバナー公式訪問例会

■前　回（10 月 23 日、月曜日）の記録■　
・普通例会

司 会　若森　孝会場監督
斉 唱　奉仕の理想
本 日 の 出 席　出席率 80.5%　会員 67名中　出席者 54名
本 日 の 欠 席　足利光治、犬伏彰吾、今井忠則、扇谷雅樹、加藤　博、國森和麿、黒田康敬、
　　　　　　　　佐藤元保、汐川泰晴、田中　全、吉川紀雄、谷　温恵、中川涼一
メークアップ
ビ ジ タ ー　
ゲ ス ト　
ニコニコＢＯＸ　百瀬達夫（10/12、北海道社会貢献賞、公衆衛生功労受賞）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計 132,000 円

例　会　予　定
11月・ロータリー財団月間
11月　６日（月）　普通例会・理事会
11月 13 日（月）　普通例会
11月 20 日（月）　早朝例会
11月 27 日（月）　夜間例会

12月・家族月間
12 月　４日（月）　普通例会・年次総会・理事会
12月 11 日（月）　ファミリーパーティー（夜間例会）
12 月 18 日（月）　普通例会
12月 25 日（月）　普通例会



■会務報告　大塚勝人会長
●昨日士別同友会で今年最後のゴルフコ
ンペ、ラストコールがあり参加してきま
した。途中少し小雨にあたりましたが、
あがる頃には秋晴れに変わっていました。
この次期の 18 番ティーグランドから見る
景色は大変美しく、特に色鮮やかな紅葉
は私たちの心を和ましてくれます。しか
し朝晩の寒さがここのところ少しずつ増
しています。みなさん風邪はひいていな
いでしょうか、私は鼻水がとまらず本当
にいやな思いをしています。今の風邪は
長引くようなので油断をしないで下さい。
●後ほど紹介がありますが、伊藤優市さ
んが本日より新会員として出席していま
す。顔見知りの会員が大勢いると思いま
すが、これからはロ一タリーの仲間とし
て末永いお付き合いをお願い致します。
●先日の道北日報の紙面にも載っていま
したが、電話によるオレオレ詐欺が士別
市内でおきています。私の知り合いが二
人電話を受けたそうですが、本人からお
話をお伺い致しました。二人とも奥さん
が電語を受け、犯人は子供になりすまし、
自分が今危機的な状況にいるかのように
母さんに説明し助けて欲しいと訴えるそ
うです。当然声は違うのですが、声が変
だよと聞いても、今パニックだからと言
われ、子供の危機で母もパニック状態に
なっていますのですぐ信じたようです。
結果は未遂に終わったのですが、本人が
たまたま小さな孫を預かっていて、家を
出ることカミ出来ないので娘さんに相談
したようです。母さんに心配かけた息子
に意見でもしようと、お金を振り込まず
直接本人会って現金を渡そうとしたよう
です、本人と会い事件が発覚したようで
すが、私の母も嫁の母も一人暮らしでい
ますので、すぐこの事件のことを説明し
注意するようお願いしました。皆さんも
充分気をつけてください。

■幹事報告　菊地　博幹事
❶ 16 日の例会でもご案内致しましたが、
延期になっておりましたガバナー公式訪
問について、再度ごお知らせ致します、
10 月 30 日午後 3 時 10 分～ 4 時 10 分ま
で、会長幹事懇談会の開催、午後 4時 20
分～ 5時 45 分まで、第 3回クラブ協議会
の開催、午後 5時 50 分から記念写真撮影、

午後 6時～ 7時 30 分まで公式訪問例会と
なっております、クラブ協議会出席者は
午後 4時 10 分までに、ご集合をお願い致
します、尚、会員の皆様につきましては、
ガバナーを囲んでの記念写真撮影が御座
いますので、月末でお忙しいとは思いま
すが、午後 5時 50 分時間厳守で出席をお
願い致します。なお、席順につきましては、
本普通例会と同じとさせて頂きますので
ご協力をお願いいたします。
❷士別ロータリークラブパスト会長会総
会のご案内です、11 月 7 日 ( 火 ) 午後 6
時より開催を致しますので、恐れ入りま
すが、本日ご案内を致しました文書の下
段に出欠欄が御座いますので、30 日夜間
例会までに幹事の方にご連絡をお願い致
します。
❸国際ロータリー第 2500 地区 2007 ～
2008 年度ガバナーエレクト事務所開設の
案内が届いております、入り口資料テー
ブルに置いて御座いますので、ご覧下さ
い、ちなみに次期ガバナーは、北見ＲＣ
海田司ガバナーです。
❹本日例会終了後、パスト会長会役員会
を開催致しますので、関係者はご出席下
さい。

★その他の報告
◎パークゴルフ同好会　織戸俊二会員
本日、パークゴルフ同好会の最終例会と
考えていましたが、皆様の都合が悪いと
言うことで延期し、改めて日程を変更し
て開催致したいと思いますので、急なご
案内になるかと思いますが、宜しくお願
い致します。

★新入会員ご紹介
◎推薦者　菊地　博幹事
本来なら会員増強委員会國森委員長がご
紹介致すところでございますが、本日欠
席の為、推薦者の私の方からご紹介致し
ます。名前は伊藤優市さん、大通西５丁目、
有限会社三協、代表取締役、職業分類『衣
料販売』、主な経歴は青年会議所副理事長
等々活躍、士別中学校 PTA会長他、数々
の公職を歴任し現在に至る、お父さんは
古くからのロータリークラブの会員であ
のました。



二一ズに役立てる『職業奉仕は、ロータ
リークラブとクラブ会員両方の責務であ
る。クラブの役割は、模範となる実例を
示す事によって、また、クラブ会員が自
己の職業上の手腕を発揮できるようなプ
ロジェクトを開発することによって、目
標を実践、奨励すること。クラブ会員の
役割は、ロータリーの原則に沿って、自
らと自分の職業を律し、併せてクラブが
開発したプロジェクトに応える事であ
る。』職業奉仕の歴史いついて資料に詳し
く書かれていますが、ロータリーの誕生
は 1905 年、４人が集まり創った事が書か
れています。この時のポール・ハリスの
考えは、今考えるとこのようなことでは
なかったかと思われる。その地域の、い
ろいろな職業分野から、考えを同じくす
る会員を選び、例会を通じて交流を深め、
お互い助け合い、自らの人格を向上させ
て、その結果、その地域の人々の商売が
繁栄し、意識改革が行われれば良い。と
言うことではなかったかと書かれていま
す。奉仕活動の中には４つあり、クラブ
奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕と
有りますが、職業奉仕に付いては 40 年間
位、討論されていなかったようでありま
すが、職業奉仕が原点に戻ってやるとい
うことで、アーサー・Ｆ・シェルドンが
奉仕の概念を導入し、最もよく奉仕する
者、最も多く報いられると書いてありま
す。ロータリアンの職業宣言と共に、今
ロータリアンに対して職業奉仕は何かと
言う尺度として掲載されたのは、４つの
テストです。職業奉仕とは自分の職業、
すなわち職場にロータリー精神、奉仕の
精神を生かすことであります。そのため
にはロータリアンはまず、自分の職業に
誇りを持つ。ロータリークラブの原点は、
親睦を前提に職業奉仕の理念を下した奉
仕の心です。原点に戻り自分たちのクラ
ブの計画を作り目的を決め、自分達の夢
にむかって、進むことを通じて組織の成
長と親睦の深まりを得る事ができるので
はないかと書かれています。私も自分の
職業を原点に考えて行けば良いと思いま
す。資料には詳しく書いてありますので、
読んで頂ければもっと職業奉仕について
わかって頂けると思いますので、ご一読
下さい。

◎入会者　伊藤優市会員
10 月 10 日の新入会員セミナーにオブザ
バーとして出席させて頂きましたが、ロー
タリーの歴史を聴き大変な歴史をもつ会
に入会をしたと痛感いたしています。皆
様のご指導ご鞭撻を頂きながら一歩一歩
前進して行きたいと思いますので、宜し
くお願い致します。

◆プログラム
◎プログラム委員会　神田英一委員長
今月は職業月間ですので、藤吉委員長に
職業奉仕に付いてお願い致していますの
で、宜しくお願い致します。

◎職業奉仕委員会　藤吉敏博委員長
職業奉仕とは、ロータリーの金看板であ
り、原点であるといわれる。我々の委員
会は、本クラブの会員が、その職業関係
における諸責務を遂行し、各会員それぞ
れの職業における慣行の一般水準を引き
上げるうえに役立つ指導と援助を与える
ような方策考案し、これを実施するもの
とする。何とも難しい文言ですが、それ
では職業奉仕とは一体どういうものなの
か、手続き要覧によれば、職業奉仕とは
何かと問われると、あらゆる職業に携わ
る中で、奉仕の理想を生かしていくこと
を、ロータリーが育成、支援する方法で
ある。職業奉仕に求められている事は、
３つあります。１つ目はあらゆる職業に
おいて、最も高度の道徳水準を守り、推
進する事。その中には、雇い主、従業員、
同僚への誠実、忠実さ、また、この人た
ちや同業者、一般の人々、職業上の知己
すべての公正な取り扱いも含まれる。２
つ目は自己の職業またはロータリアンの
携わる職業のみならず、あらゆる有用な
職業の社会に対する価値を認める。３つ
目は自己の職業上の手腕を社会の問題や




