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第 2253 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００7 年４月２日（月）

本日のプログラム
・普通例会・理事会

■前

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 﨑 英 男
幹 事／菊 地
博

回（３月 26 日、月曜日）の記録■

・士別 RC 創立記念日例会 ( 夜間 )・卓話（西條輝光会員）
司

会

若森

斉

唱

それでこそロータリー

本 日 の 出 席

孝

会場監督

出席率 100%

会員 67 名中

出席者 67 名

本 日 の 欠 席
メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ

ス

ト

ニコニコＢＯＸ
累計 333,000 円
例
４月・ロータリー雑誌月間
４月 ２日（月） 普通例会・理事会
４月 ９日（月） 普通例会
４月 16 日（月） 普通例会
４月 23 日（月） 夜間例会
４月 30 日（月） 休会 ( 振替休日・みどりの日 )

会

予

定

５月
５月 ７日（月）
５月 14 日（月）
５月 21 日（月）
５月 28 日（月）

普通例会・理事会
普通例会
普通例会
夜間例会（夫人同伴例会）

■会務報告 大塚勝人会長
●３月２４日、紋別でＲＩ第 2500 地区では始めて試みた、
地区広報委員会と社会奉仕委員会が合同で主催する、市民
公開フオーラムに、千葉ガバナー補佐、野﨑副会長､ 渡辺
寿男広報委員､ 志村会報委員長と私の５人で参加してきま
した。医師不足の問題を考え「地域の産声を守ろう！」と
産婦人科医療をテーマにした、基調講演、パネルディスカッ
ションが行はれました。基調講演は最初に小野ガバナーと
同期ガバナーのＲＩ第 2510 地区の丸山淳士ガバナーが周
産期医療の現状と展望についての講演がありました。周産
期医療とは（母体 ･ 胎児 ･ 新生児を総合的に管理して母と
子の健康を守る医療）。近年､ 放射線、産婦人科の医師が
減少しているのですが、産婦人科医が急激に激減している
その大きな原因は、晩婚、晩産化により仕事が厳しく訴訟
が多い、又給料も安い、女性医師が増えても家庭があり、
まるまる働く事は不可能である。この様な状況の中、医師
の確保は非常に難しく、国の対策にしても一枚の指導通達
書を出す程度であり、周産期医療センターに医師が来ない
のが現状です。やはり国が力を入れモデルを示す等対策し、
１０年位をスパンとした長期的な方針をたて制度を改革す
べきである、又、丸山ガバナーは退職をした医師を病院に
紹介し、派遣医として働いてもらうのも一つの方法であり、
医者たるものはロータリアンを見習い無償の奉仕をする必
要があると話していました。香川大学の原量宏、産婦人科
教授はＩＴを用いた遠隔医療のお話でありました。この分
野では日本では最先の国立大学で天皇家でも利用している
ようですが、電子カルテおよび在宅の管理システムを作
り、電子的なネットワーク、遠隔地、離島の在宅妊婦への
指導が出来るそうです。講演の最後は清水哲也ＲＩ第 2500
地区パストガバナー（旭川医大）の地域の実情についての
お話がありました。北大、旭川医大による学校自体の医師
不足、今は卒業後月収 13.4 万しか貰えない大学より月給が
倍以上でマンションを付けるような条件の良い所で実習が
出来るようになり、出身大学に戻らなくなったそうです。
昔は６割学校に残り実習をした医学生が今は１割しか残ら
ないのが現状のようです。この後パネルディスカッション
入った訳ですが、内容は時間がありませんのでかつあいし
ますが、素晴らしい内容だったと思います。質疑応答の中
でＩＴを用いた遠隔医療、また制度の改革など時間や技術
を要するものではなく、我々が直ぐ出来ることは何かと言
う問に、予防検診であると答えを頂きました。日本人は予
防検診を受ける率が低すぎる、他の先進国の三割しか受け
ていない。出産時の死亡率が低いのは検診率が 100％であ
るからだそうです。病気になり重くなる程お金も掛かるの
です。予防検診する事により病気を減らし、医療費の軽減
に繋がる訳です。

同様に後援協力をさせて頂きたいと思います。
❹百瀬達夫会員より、３月１９日付けで病気治療のため、
当分の間例会に欠席をすることになりました。クラブ定款
により、出席規定の適用を免除されたいので、書面をもっ
て通告いたします。何分宜しくお願い致しますとのお手紙
を頂いた次第でございます。百瀬会員は、退院後自宅療養
中で御座いまして、比較的元気でお過ごしの事との奥様か
らのお話しで御座います。百瀬会員の一日も早いＲＣへの
復帰を願うものであります。
◆プログラム
◎プログラム委員会 神田英一委員長
本日は当クラブの創立記念例会と言うことで、当委員会メ
ンバーの西條会員に卓話を頂きますので宜しくお願いいた
します。

◆卓話
◎西條輝光会員
神田委員長から創立記念日にちなんだ卓話をお願いします
との事ですが、私は創立して大分経ってから入会致しま
したので当時の事は分かりませんが、幸いにも２０年誌、
３０年誌、４０年誌が手元に有りましたので、記念誌を紐
解きながら題場にさせて頂きました。士別ロータリークラ
ブは１９６０年、昭和３５年３月２４日は加盟承認申請し
た日です。この日を創立日としました。同年５月２０日加
盟承認されました。
これまでの経過については、毎年諸先輩が卓話で語り継が
れて来ましたから皆さんご存じの事と思います、本日は創
立以来の当クラブの足跡を辿ってみたいと思います。時間
の関係もあり社会奉仕活動に焦点をあてたいと思います。
始めに、各年度に実施された社会奉仕活動を記念誌よりひ
ろい、単年度事業、継続事業、周年事業、各地震災等の見
舞いと大別したのが之からの要点です。単年度事業は長く
なりますから省略して継続，周年事業に触れたいと思いま
す。
継続事業
◎敬老会
初代森実会長に始まり自治会に移行する３７代斉藤会長ま
で続く。今の「敬老の日」は改正された１９６６年（Ｓ
４１年）に「国民の祝日」となる。
寄贈品 多種
老人杖，茶碗，敷布，座椅子，電器炬燵，
電気毛布，（対称 米寿） 毛布，座布団
人数：Ｓ５８年／２８名， Ｓ６０年／３０名、Ｓ６２年
／２９名、Ｈ２年／４３名
◎僻地教育振興（Ｓ３６〜４４年）西條初太郎、教育委員
の頃。
●伊文，湖南小 訪問
■幹事報告 菊地 博幹事
●東陽，北静川小慰問（腹話術，教育資金，菓子）
❶国際ＲＣ第 2510 地区第１２グループ苫小牧ＲＣ阿部善 ●北温小中生招待，市庁舎見学，続いて雪祭り参加
則会長より、苫小牧 RC 創立５０周年記念式典の案内が届 ●僻地校音楽の集い，伊文小参加支度金，旅費は会員２名
いております。日時は、６月９日（土）午後２時より、会
が出す
場はグランドホテルニュー王子、登録料は１ ２，０００円 ●湖南小開校１０周年記念に映写機を贈る
登録締めきりは、３月３１日となっております。登録参加 ●大英小にテレビ受信用アンテナ寄贈
されます会員は、幹事まで申し出下さい。
●僻地の集い 5 校 71 名招待 つくも青少年の家で一泊研修
現在は廃校になっている
❷米山梅吉記念館より、館報（春）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、ご一読下さい。 ◎精神科 Ｓ 37 〜 47 年
なお、財団法人米山梅吉記念館より、１００円募金、賛助 市立病院に衣料，慰問，衣料２５０点，１０周年に万国旗，
会費、記念誌代の協力のお願いが、参っておりますのでご オルガン寄贈
◎母子会（一日父親デー）Ｓ３８から中断あるもＳ６２年
協力頂けます方は幹事までお話し下さい。
❸士別市子ども会育成連絡協議会川副春夫会長様より、第 まで母子家庭の子に資金援助，行事，中学生の激励会等協
１１回しべつわんぱくフェステバル開催に伴う、後援のお 賛、参加して子供達に元気をあたえた。
願いが参っております。日時は５月２０日（日）１０時開 Ｓ５５年よりＳ６０年の間中断されていたが犬伏会長の時
会式 会場は士別市総合体育館府です。ＲＣとしては昨年 に復活旭山動物園に大型バスで父親代わりの会員が同行一

日楽しく遊んできた。続いて翌年は日向森林公園のアスレ
チック遊具で共に遊び代役を務めた。
これ以前に納内？へ林檎狩に連れて行った記憶があるが記
念誌は記載無し。
◎スポーツ少年団
Ｓ３７年度工藤熊雄会長の時スケート場運営資金援助から
始まる，Ｓ６１年度にスポーツ少年団の発足があって，以
来活動資金援助をしてきた。この間リトルリーグ，にいま
ではサッカー少年団に毎年活動資金の援助を続けている。
◎歳末助け合い運動
Ｓ３９年第５代赤岡会長の時より現在まで続いている。共
同募金街頭参加，クラブ会員による募金協力，外チャリティ
に協賛。以上が単年度事業と継続事業のあらましです。
◎外に市立病院，声の図書館，ロータリー文庫，など継続
性のある事業がある。
追記として
◎各地地震見舞金，義援金が増えてきた。
１）92 〜 93 年（Ｈ４〜５年）釧路沖地震
２）93 〜 94 年（５〜６年）北海道南西沖
地震，鹿児島県大洪水、シシッピー川大洪水
３）94 〜 95 年（６〜７年）東方沖地震，
兵庫県南部地震
４）99 〜 2000 年（11 〜 12 年）トルコ地震，
台湾地震

周年事業
１０周年 式典，祝賀会
記念誌は編纂委員会あるも未完に終わる。
２０周年 式典不用 時の深澤会長
記念事業 太陽電池時計 ３基 設置
水郷公園，不動森林公園，グリーンベルト 5 丁目
３０周年 記念誌 式典，祝賀会
記念事業 天塩川護岸ブロックに
『サホークをモザイクブロックに施行』
４０周年 記念誌、 式典，祝賀会
記念事業
１）入浴用昇降ストレッチャー１台
桜ヶ丘ディサービスセンター
２）訪問リハビリー用車輛１台
（士別ロータリー号）市立病院に
各年度主な事業
６０〜６１年（Ｓ３５年）初代 会長松田栄，森実易逸
○マイクロホン関係器具一式
商工会館え
○敬老会 ８５才以上の老人に敬老杖を贈る
○孫殿下誕生奉祝記念事業 金２万８千円寄贈
６１〜６２年（Ｓ３６年） ２代会長 西條初太郎
○敬老会 杖，茶碗 ○市立病院精神か 衣料
○僻地教育振興 伊文，湖南小学校訪問、映画「キクと
サム」上映，無量健康相談，図書，及び慰問品贈呈
○成美小学校にベルタイマー設置寄贈
６２〜６３年（Ｓ３７〜３８年）３代会長工藤熊雄
○敬老会 杖，茶碗 ○精神科 衣料
○高松宮 朝日町来訪につき記念品贈呈

○老人ホームにステージ贈呈 ○スケート場運営資金
○第１回道北スキー大回転競技大会に優勝カップを
６３〜６４年（Ｓ３８〜３９年）４代会長鈴木輝明
○精神科慰問
○僻地校（東陽，北静川小学校）慰問，腹話 劇を供覧，
教育資金及び菓子贈呈
○南大通防犯灯設置基金贈呈 ○母子会に１日父親
６４〜６５年（３９〜４０年）５代会長赤岡豊
○敬老会 杖，茶碗 贈る ○マザームホームの児童慰問
○歳末助け合い運動に参加，精神科慰問
○北温小中学校（僻地校）の児童生徒招待，市庁舎を見学
続いて雪祭りに参加
○母子会１日父親会のため資金贈る
６５〜６６年（４０〜４１年）６代会長工藤村雄
○僻地校音楽の集い 伊文小参加，支度金を工藤会長が，
旅費を斉藤茂義が。 ○精神科慰問 衣料２５０点贈る
○市庁舎前庭に国旗掲揚塔を建設贈呈（工事施工者西條良
男氏）
○交通信号機（大通１丁目）設置贈呈
６６〜６７年（４１〜４２年）７代会長小野宗一，木島金之助
○敬老会米寿以上の人に杖，敷布を贈る
○精神科１０周年記念に万国旗を贈る
○士別駅舎新築落成祝い，花台を贈る
○僻地校湖南小開校１０周年
映写機贈る
６７〜６８年（４２〜４３年）８代会長大野忠義
○敬老の日米寿祝に座椅子贈る
○僻地校慰問大英小にテレビ受信用アンテナ寄贈
○士別ＲＣ奨学資金設立，基金２５万円，１９６８年４月
より運用開始，大学生２名に対し月額３千円支給
○母子会行事協賛 ○グリーンベルトにナナカマド４０本
植樹、全員にて，木は樫木実氏の寄贈による
６８〜６９年（４３〜４４年）９代会長石垣嘉二
○交通安全運動街頭補導に協力出動した
○僻地の集い５校７１名招待，つくも青少年の家で１泊研修
○母子家庭中学卒業生激励会に出席
６９〜７０年（４４〜４５年）１０代会長楠本一雄
○桜ヶ丘老人ホームに楽器６点外寄贈
○敬老会 米寿に電器炬燵贈る
○士別市体協に 3 万円贈る
○１０周年記念式典 記念事業委員長
石垣嘉二
記念誌編纂委員長に 工藤熊雄
７０〜７１年（４５〜４６年） １１代会長百瀬達夫
○創立１０周年記念事業
市役所前庭に噴水池贈呈
○温根別公園にごみ箱設置 ○韓国に図書贈呈
７１〜７２年（４６〜４７年） １２代会長加藤信行
○士別市防犯少年野球大会に協力
○士別市立病院精神科にオルガン寄贈
○敬老の日米寿の老人に電器毛布を寄贈
○歳末助け合いチャリティーショーに協力
７２〜７３年（４７〜４８年）１３代会長 渡辺恒夫
○敬老の日 毛布を贈る
７３〜７４年（４８〜４９年）１４代会長吉尾政治
○敬老の日
記念品？贈る
７４〜７５年（４９〜５０年）１５代会長河合正春
○敬老の日 記念品？米寿
○ゴミ箱５個 水郷公園，総合体育館
７５〜７６年（５０〜５１年）１６代会長深尾 浩
○敬老の日 記念品？米寿
○救急車（ッ士別ロータリー号）寄贈
７６〜７７年（５１〜５２年）１７代会長尾本幸一
７７〜７８年（５２〜５３年）１８代会長田中義人
○一日父親デー
○敬老会

○寝たきり老人用浴槽運搬車 市え寄贈
７８〜７９年（５３〜５４年）１９代会長村木秀敏
○一日父親デー
○敬老の日
７９〜８０年（５４〜５５年）２０代会長深澤宏紹
○士別図書館に士別ロータリー文庫創設 国際児童年を記
念して、図書５４０冊，７０万円を寄贈
○一日父親デー ○敬老の日
○創立２０周年記念事業として，太陽電池時計３基を水郷
公園，不動公園，グリーンベルト（５丁目）に設置
８０〜８１年（５５〜５６年） ２１代会長 幸田常寿
○歳末助け合い運動寄付
○士別声の図書館に３０万円助成 （早川淳子会長）
○敬老の日
８１〜８２年 (56 〜５７年 ) ２２代会長 今井清次
○歳末助け合い
○声の図書館にダビングセット機器２台寄贈
○敬老の日 米寿祝座布団
○図書館に図書寄贈（ロータリー文庫）
８２〜８３年（５７〜５８年） ２３代会長 渋川国雄
○敬老の日 米寿２８名祝贈る
○図書館ロータリ文庫に図書補充
○精神障害者社会復帰学級に訓練用具寄贈
○士別リトルリーグ・士別スポーツ少年団のたいする助成
８３〜８４（５８〜５９年） ２４代会長 山本 栄
○敬老の日
○歳末助け合い
○スポーツ少年団・ボーイスカウト・リトルリーグ・ス
イートピー交通少年団に寄付
８４〜８５年（５９〜６０年） ２５代会長 高橋義隆
○敬老の日米寿祝３０名
８５〜８６年（６０〜６１年） ２６代会長 犬伏彰吾
○敬老の日 布団
○声の図書館に寄付
○市にゴミ箱寄贈
○観光協会に桜の苗木贈呈
○一日父親デー復活 旭山動物園に行く
８６〜８７年（６１〜６２年） ２７代会長 佐藤安司
○一日父親デー 日向森林公園
○敬老の日 ２９名 ○スポーツ少年団
○歳末助け合い募金，共同募金会へ贈呈
○総合体育館に表彰台寄贈（国体に向けて）
８７〜８８年（６２〜６３年） ２８代会長 西條輝光
○敬老の日
○ポリオプラス
○スポーツ少年団・ボーイスカウト資金援助
○市立病院に屑篭寄贈
８８〜８９年（６３〜Ｈ０１年） ２９代 武田 修
○敬老の日
○スポーツ少年団
○第４４回国民体育大会にＴシャツ贈呈
※第９回ライラセミナー実施
８９〜９０年（０１〜０２年） ３０代会長 江端捷浩
○敬老の日 米寿４３名
○共同募金
○従業員表彰を新設
○歳末助け合い
○スポーツ少年団
※３０周年記念事業、天塩川護岸ブロック『サ ホーク
をモザイクブロック施行』
９０〜９１年 (02 〜０３年 ) ３１代会長 中村徹雄
○ふれあいセンターにカセット棚寄贈
○天塩川環境保全植樹

○歳末助け合い
９１〜９２年（０３〜０４年） ３２代会長 菅原清人
○天塩川環境保全植樹
○敬老の日
○スポーツ少年団
○歳末助け合い
９２〜９３年（０４〜０５年） ３３代会長 今井忠則
○士別霊園 桜の植樹
○敬老の日
○釧路沖地震見舞金
○スポーツ少年団・歳末助け合い
９３〜９４年（０５〜０６年） ３４代会長 輿水広志
○市立病院待合室に書架寄贈
○敬老会祝
○スポーツ少年団，子供会育成協議会善導大会助成
○歳末チャリティ参加，歳末助け合い
○北海道南西沖地震見舞金，鹿児島県大雨洪水、ミシシッ
ピー川大洪水見舞い
９４〜９５年（０６〜０７年） ３５代会長 吉倉慶次郎
○市立病院談話室にテーブル５セット寄贈
○敬老の日
○歳末助け合いチャリティ
○東方沖地震見舞金、兵庫県南部地震義援金
９５〜９６年（０７〜０８年） ３６代会長 清水昭一
○市立病院 車椅子、枠付ストレッチャー等７台寄贈
○歳末助け合い
○士中ブラスバンド全国大会出場協力
○敬老会記念品
９６〜９７年（０８〜０９年） ３７代会長 斉藤 進
○テント３張り コスモス苑 ○年末助け合い
○敬老会への参加（この年より自治会主催となる）
９７〜９８年（０９〜１０年） ３８代会長 宮田喜久三郎
○コスモス苑 テント１張り
○バングラヂッシュにセルター建設支援
○つくも青少年の家 パークゴルフ用スコアカード
６０００枚寄贈
○歳末チャリティ，歳末助け合い
○スポーツ少年団，サッカー少年団，第２回わんぱくフェ
スティバル協力
○ユネスコ寺小屋運動募金
９８〜９９年（１０〜１１年） ３９代会長 谷口日出男
○つくもパークゴルフ場にベンチ６脚，テーブル３台寄贈
○スポーツ少年団，サッカー少年団，わんぱくフェスティバル
○歳末助け合い
９９〜２０００年（１１〜１２年）４０代会長 田中 全
○歳末助け合い
○スポーツ少年団，サッカー少年団，第４回わんぱくフェス
○トルコ地震見舞金，台湾地震見舞金
００〜０１年（１２〜１３年）４１代会長 市田孝一
○継続事業
０１〜０２年（１３〜１４年）４２代会長 竹内栄一
０２〜０３年（１４〜１５年）４３代会長 佐藤元信
０３〜０４年（１５〜１６年）４４代会長 加藤諭伸
○日本開催 国際大会 大阪にて 当会より１３名同伴夫
人３名の参加
０４〜０５年（１６〜１７年）４５代会長 千葉道夫
○交通安全運動への協力
０５〜０６年（１７〜１８年）４６代会長 汐川泰晴
以上，足跡を辿りましたが，時代背景が感じられること，
会長の考えが事業に強く反映していること，併せて，会員
の問題意識の高さに敬服させられました。
以上で創立記念の卓話として責任を終わります。

