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2009-2010年度士別ロータリーのテーマ
ロータリーを楽しく・学び・奉仕しよう

第２３５０回例会 ２００９年７月２７日（月）
今日のプログラム

・夜間例会

前回 （７月１３日） の記録
司
会
斉
唱
本 日 の 出 席
本 日 の 欠 席

伊藤優市会場監督
我等の生業
出席率72.4％ 会員58人中

出席者42人

阿達勇・井上建雄・今井裕 ・加藤博・黒田康敬・小竹一男・汐川泰晴・中川涼一・鍋島秀・
野英俊・野崎英男・日沼政和・深尾幸夫・藤吉敏博・福澤丹治・吉川紀雄

メークアップ
ビ ジ タ ー
ゲ
ス
ト
ニコニコＢＯＸ

川橋勝美

(対抗戦２位)・志村孝幸(ゴルフ特別賞)・百瀬達夫(祭典委員長就任)

累計

49,000円

例会予定
■

■

●７月 6日（月）
●７月13日（月）
●７月20日（月）
●７月27日（月）

ガバナー公式訪問例会
普通例会・理事会
休会(法定休日：海の日)
夜間例会・役員会

●８月 3日（月）
●８月10日（月）
●８月17日（月）
●21〜23日(金-日)
●８月24日（月）
●８月31日（月）

[会員増強及び拡大月間]

普通例会･理事会
普通例会
特別休会
ライラーセミナー(帯広)
普通例会
夜間例会・役員会

■会務報告・・・・・・・・・・大野裕一郎会長
先週のガバナー公式訪問例会には、多くの会員
の方々で例会を盛り上げて頂きました。

■幹事報告・・・・・・・・・・・志村孝幸幹事
先週のガバナー公式訪問お疲れ様でした。おか
げさまで、出席率100％には成りませんでしたが、

特に志村幹事、伊藤会場監督、藤吉出席委員長

91.3％を超える出席率で大変うれしく思います｡そ

の努力と皆様のご協力の下、出席率が実に91.3％に

の時に撮影しました写真を配付致しましたので、

なりましたこと、改めて会員皆様のクラブﾟ奉仕心

お持ち帰り下さい。また、前回の会報で出席者54

に心より感謝、御礼申し上げる次第です。ありが

名出席率93.1％と記載されておりますが正しくは、

とうございました。

出席者53名出席率91.3％です。

又、山本ガバナーの、ご挨拶で話された事を改

1. 先週ご案内致しました、９月１２・１３日に

めて振り返って見ますと、実に飾らない、実直で

旭川にて開催されます地区大会の参加申込書を今

素朴な話し方の中に、正に中身の濃い｢ロータリー

回も各テーブルにおいてあります。地区への登録

の本質｣について語っておられました。

締切は、７月２０日と成っております。また、地

ロータリーとは、「自分の事を後回しにして、

区への登録料納入締切が７月３１日までと成って

他人の為に役立つことをしよう」という「善意の

おりますので、７月２７日(月)夜間例会までに会計

心（＝奉仕の理想）」が実は、自分の為になる。

へお支払い頂きますよう重ねてお願い致します。

此の事を体験的に信じている人の集いがロータリー
なのです。
「善意の心」を端的に表現すると「他人に対す

2. 先週７月１０日に大野会長と報道機関、ライ
オンズクラブ、国際ソロプチミスト、市長、大野
チャーターメンバーヘ挨拶をして参りました．

る思いやりと献身」（service＝奉仕）であり、その

3. 2008-2009年度ガバナーより１年間のお礼と、

心は例会の場を通じて育まれます。だからこそ、

2008-2009年度カバナー事務所より事務所閉鎖のお

ロータリーの素晴らしさは「例会」にあり会員一

知らせが来ております。

人ひとりがクラブを素晴らしきものに充実させる
ことなのです。ジョン・ケニーＲＩ会長も「ロー

4. 阿寒湖ロータリークラブよりクラブ解散のご
挨拶状が来ております。

タリーの未来はあなたの手の中に」と提唱されて

5. ガバナー事務所よりロータリー日韓・韓日親

おります。新年度の初回例会に山本ガバナーの来

善会議のご案内とロータリーカードのご案内が来

訪を賜り、素晴らしい機会を皆様と共有できまし

ております。

た。今後、これらを実践できるよう努力していく

6. 美深ロータリークラブより活動計画書が来て

所存ですので、宜しくご協力の程お願い致します。 おります。
１２日に開催されました士別ＲＣゴルフ同好会
に参加して来ました。今回は士別ライオンズクラ
ブさんとの対抗戦で私は、鍋島会員と一諸にプレー
してまいりました。戦力には成りませんでしたが

7. ふれあい広場より終了のお礼来ております。
8. 士別ライオンズクラブより会報が来ておりま
す。
9. 北海道ＹＭＣＡより第４１回中高生国際キャ

元気に和気藹々で楽しんで来ました。結果は後程、 ンプのご案内が届いております｡資料台に置いてお
國森同好会幹事より報告があると､思います。
明日１４日の宵宮祭より「例大祭」が始まりま

りますので、ご観覧下さい。
10．８月の例会予定を御案内致します．

す。７月１５日と言う日は「明治３２年７月に２

８月

３日(月)

例会・理事会

８県人からなる屯田兵舎の百番目の家が焼失する

８月１０日(月)

例会

災害が発生し、その動揺を静めるために名越源五

８月１７日(月)

特別休会

郎中隊長は、天照大神の木札を祭って入隊式を挙

８月２１日(金)〜２３日(日)

行した」のが由来だそうです。

ライラセミナー(帯広)

本年は、百瀬会員がご奉仕の祭典委員長という

８月２４日(月)

例会

大役を担っております。どうか無理をなさらぬよ

８月３１日(月)

夜間例会・役員会

う、又お手伝いのメンバーの方々も無事盛況のう

11．本日、例会終了後、第４回理事会を開催致

ちに終わりますよう、ご祈念申し上げる次第です。 しますので、ご出席をお願い致します。

■プログラム委員会 ・・・・・・佐藤元信委員長
ガバナー公式訪問でも委員会報告として伝えま

4.

ロータリー情報委員会及び職業奉仕委員会と

共同し、「ロータリー塾」を企画する。

したが、本日から例会毎に、３委員会位づつ各委

●クラブ会報委員会・・・・・宮崎隆雄委員長

員長さんに年間の活動計画を簡単に報告・説明し

クラブの活動状況や各委員会並びに会員の動向

て頂き、各委員会の活動内容を充分に理解して頂

やゲストの卓話等の情報を会報及びホームページ

き、併せて皆さんのご協力もお願いする所で御座

で紹介し、記録していきます。

います。凡そ、８月一杯には終了する予定になっ
て居りますので各委員長さんには宜しくお願い致
します。

1. 会長、幹事の報告事項、各委員会の活動予定、
会員の連絡事項。
2. 会員の慶祝・記念日・会員の事業活動など。

まず、本日はプログラム委員会から始まり、ク
ラブ会報委員会（宮崎隆雄委員長）、親睦活動・

3. 諸会議等のハイライト・プログラム等の予告
の掲載。

家族委員会（泉谷勇委員長）、雑誌・広報委員会

4. クラブ会報都度デジタルデーターで保存する。

（谷温恵委員長）の４委員長にお願いしたいと思

5. よりわかり易く読み易い会報の充実に努めま
す。

います。
又、今後は下記の予定で進みたいと思いますの
で、各委員長さんへは担当日が近づいたら再度確

●親睦活動家族委員会・・・・・泉谷勇委員長
ロータリークラブメンバーと家族皆様との相互
の理解・親睦を深めるための活動をしてまいりま

認の連絡を致します。

す。
出席委員会（藤吉敏博

1. メンバー全員の誕生日を第１例会において紹

委員長）、会員増強委員会（本山忠之委員長）、

介し、記念品を贈呈しメンバー全員で祝福致しま

ロータリー情報委員会（千葉道夫委員長）

す。

○８月

３日（第1例会）

○８月１０日（第2例会）

伊藤優市会場監督、職

業奉仕委員会（菊地博委員長）、新世代プログラ
ム委員会（山口哲雄委員長）
○８月２４日（第3例会）

社会奉仕委員会（北村

2. 親睦を深めるためのレクリエーションの後、
同伴夜間例会を開催いたします。
3. 12 月に開催するファミリーパーティーにおい
ては、出席委員会と連携しメンバー全員とその家

浩史委員長）、国際奉仕委員会（國森和磨委員長）、 族が楽しい一時を共有できる有意義なパーティー
財団・米山奨学委員会（尾崎学委員長代行）

を企画いたします。
●雑誌・広報委員会・・・・

・谷温恵委員長

会員が「ロータリーの友」、「ガバナー月信」
等のロータリアン雑誌に対して、興味関心を持ち
各委員会発表
●プログラム委員会・・・・・佐藤元信委員長
今年度クラブ会長の掲げた「ロータリーを楽し
く・学び・奉仕しよう」のテーマに沿いながら、
又、創立50周年と言う節目を意識して多くの情報
を皆さんにお知らせ出来る様な楽しい内容にして
行きたい。具体的には下記の4項目を実施する予定。
1.

８月末までに各委員会の活動計画を会員に報

告・説明し、理解と協力をお願いする。
2.

各ロータリー月間には担当委員長に卓話をお

願いし、その意義を学ぶ事の大切さを伝える。
3.

年間数回はゲスト卓話を実施して会員へ情報

提供し、学びと奉仕の実践に役立てて頂く。

ながら読み進めることができるように導くと共に、
雑誌が会員のみならず多くの人々にも役立たせて
頂けるように促す。ロータリー・クラブの活動を
広報すると共に理解を得ながら、関係各位や地域
とのつながりが持てるように努める。
1.

ロータリアンの三大義務の一つである「ロー

タリー雑誌を読むこと」を今一度会員に認識して
頂くように啓蒙する。また、例会前に各テーブル
に雑誌を配布し読みやすい環境を作る。
2.

毎年４月の雑誌月間には、例会日において雑

誌に関するプログラムを実施して頂けるように他
の委員会にはかる。
3.

ロータリー・クラブに対する地域の理解をよ

り深めることができるように、市役所・図書館・
病院等の待合室に置いてもらえるように協力を求
め、雑誌を通してクラブの目標や活動、また、そ

日本最初のロータリークラブは、1920年創立の

の功績等について誰でも知ることができるように

東京ロータリークラブですが、初めのころは「ロー

環境を整える。

タリー・ソング」として英語のまま歌っていたそ

4.

必要に応じて、毎月の雑誌の紹介、記事の要

うです。

約を解説する等して、会員がさらに興味関心を持

当初はアメリカ人会員Ｅ.Ｄ.バートンが会員に歌

ちながらロータリー雑誌を読み進められるように

を歌わせようとして指導したものの、皆「児戯に

導くと共に、それぞれが共通の話題について話し

類する……」としてあまり乗り気でなかったよう

合えるように配慮する。

です。彼は、日本におけるソングリーダーの草分

５．各委員会との連携を十分にとりながら、情
報の収集、伝達、広報活動に努める。

け的存在でしたが、その努力は1926年ころになっ
てようやく認められ、1927年のインターシティー・

６．地元紙や「ロータリーの友」誌等にロータ

ミーティングのときには、会議中にも会議後の観
光バスの中でも、会員の家族が中心となってロー

リー・クラブの活動を紹介する。

７．ロータリーソングの意義を確認すると共に、 タリー・ソングが歌われ、会員もやっと、歌うこ
当クラブで歌われている曲以外も学び知ることが

とが親睦の源であると理解した、と東京ＲＣの記

できるように促す。

録にあります。家族は、日本のロータリーに歌う
ことを推し進める大きな力となりました。
やがて、日本語によるロータリー・ソングを求
める声が高まり、「奉仕の理想」や「我等の生業」
が1935（昭和10）年、京都における地区大会にお
いて、日本語ロータリー・ソング入選作として発

●ゴルフ同好会 ・・・・・・・・・國森和麿委員

表されました。戦争中は、「君が代」の斉唱が始

第３回 ＲＣ・ＬＣ親睦対抗戦成績

まりました。1949年、日本は国際ロータリーに復

於

7月12日(日)

士別同友会カントリークラブ

帰しますが、1951年に ロータリー・ソングが募集
され、「手に手つないで」がつくられました。こ
れは、1952（昭和27）年7月から、日本のロータリー

ダブルぺリア方式

順位

氏名

OUT IN TOTAL HDCP

NET GROSS

が2つの地区に分かれるという事態に当たり、これ

２位 川橋

勝美 48

55

103

28.8 74.2

12

からも友情を確かめ合い、手に手つないでいこう、

５位 國森

和麿 48

50

98

22.8 75.2

10

と誓い合った歌です。「それでこそロータリー」

６位 本山

忠之 46

48

94

18.0 76.0

7

７位 武田

修 54

52

106

30.0 76.0

14

こうして、ロータリーの例会では歌を歌うこと

８位 神田

英一 45

44

89

12.0 77.0

6

が習慣となり、この習慣はアメリカの多くのクラ

12位 若森

孝 44

54

98

19.2 78.8

10

ブに波及し、今日では、オーストラリア、日本、

13位 志村

孝幸 53

51

104

25.2 78.8

13

ナイジェリア、ニュージーランド、カナダなどの

15位 鍋島

秀 69

47

116

28.8 87.2

18

さまざまな国のロータリー例会におけるポピュラー

16位 大野裕一郎 52

61

113

25.2 87.8

17

な親睦行事となっています。

18位 佐藤

66

131

40.0 91.0

20

安司 65

対抗戦成績(各クラブ上位5名)
1

ライオンズクラブ

366.2

2

ロータリークラブ

378.4

も古く、1953年に誕生しています。

