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第 2543 回例会

2014年3月17日（月）

本日のプログラム：普通例会

● 前回（3月10日、月曜日）の記録：普通例会・会員卓話
司
会／近井孝義 会場監督
斉
唱／我らの生業
本 日 の 出 席／会員 48 名中 出席者 37 名 出席率 77.08％
本 日 の 欠 席／今井 裕、岡田 晃、近藤峯世、汐川泰晴、鈴木
野 英俊、細川博司、加藤 博、二井内亮太
ビジター・ゲスト／
メークアップ／

勉、田中道也、松塚信雄、

ニコニコＢＯＸ／

●

累計 230,000 円

例会予定

３月例会日(識字率向上月間)
■３月 ３日
■３月10日
■３月17日
■３月24日
■３月31日

㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会 士別RC創立記念日
㈪ 特別休会

４月例会日(ロータリー雑誌月間)
■４月 ７日
■４月14日
■４月21日
■４月28日

㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 普通例会
㈪ 夜間例会

■会務報告 千葉繁夫 会長
●本日配布致しましたガバナー月信12ページ
の我がクラブ自慢欄に｢喜んで支える｣と題し
て、谷会員に寄稿して頂いた、当クラブの奉
仕活動状況についての投稿記事が掲載されて
います。是非、ご一読して下さい。谷会員あ
りがとうございました。
●月日の経つのが早いもので、東日本大震災
発生から11日で３年になります。被災地では
復興に向け進められておりますが、種々な問
題などで復興の歩は遅く、安心できる日はま
だ遠いようです。震災を｢わすれない｣とテレ
ビ、新聞等で報道されています。ご承知のと
うり、士別市は｢絆｣を大切にする気持ちか
ら、福島県川内村と｢絆づくり｣協定書を結
び、いろいろと交流を深めています。また、
明日11日に三周年追悼式の中の午後２時46
分、震災が発生した時刻に、市内でサイレン
を鳴らし、亡くなられた方のご冥福をお祈り
し、黙祷を呼びかけています。会員の皆さん
ご協力お願いします。
●ソチパラリンピックが開幕致しました。競
技２日でメダル５個を獲得し大健闘しており
ます。メダル10個の獲得目標は達成できそう
な勢いです。(網走市出身の狩野選手金メダル
２個を獲得)あとの競技も｢チーム力｣を発揮
し、健闘して頂きたいと思います。
●今月は士別ロータリークラブの創立記念日
です。毎年は先輩会員に卓話をお願い致して
おります。今年は千葉道夫会員に３月24日の
夜間例会で卓話をお願い致しました。
■幹事報告 奈良康弘 幹事
❶下川RC様より２月度クラブ会報、名寄RC様
より1・2月度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。
❷３月号ガバナー月信が届いております。会
員の皆様お持ち帰り下さい。
❸RI第2500地区葭本ガバナー事務所より、『
葭本正美ｾﾐﾅｰ・懇親会』開催の案内がきてお
ります。
❹訃報です。1984-1985年度RI第2500地区ガ
バナー道下俊一様（浜中RC）が3月4日ご逝去
されました。通夜・告別式は終了しておりま
す。心より哀悼の意を表します。
❺2月25日に開催致しました、新入会員セミナ
ー出席者15名につきましては、先週の理事会
にてメークアップ対象と決定いたしましたの
で報告いたします。
❻先週、美深RC創立50周年記念式典及び祝賀
会開催の案内及び新旧クラブ協議会の案内を
させて頂きました。出欠の連絡頂きます様、

宜しくお願い致します。
■委員会報告
◆職業奉仕委員会 山口哲雄 委員長
毎年継続事業として行っております図書館の
ロータリー文庫への寄贈のセレモニーを本日
例会終了後、図書館にて会長、幹事私の３人
で行って参ります。品物に関しては前もって
納入されています。
■次年度報告 坂口芳一 次年度幹事
先週配布致しました次年度の組織表に漏れが
ございましたので、再度本日訂正版を配布さ
せて頂きましたのでよろしくお願いします。
■会員卓話
◆プログラム委員会 北村浩史 委員長
本日のプログラムは、新入会員卓話を行いま
す。相山会員よろしくお願い致します。な
お、次回はゲスト卓話で絵本読み聞かせ｢しべ
つ鳩の会｣の斉藤敏子さんです。お孫さんのい
る会員には参考になると思いますので、お楽
しみに。
●相山佳則 会員
北村プログラム委員長から会員卓話で副市長
について話をして欲しいと要望がございまし
たが、副市長は全般をやっており、全てをお
話するのは時間的に難しいので、私はロータ
リーの会員でございますので、副市長と云う
よりも副市長を仰せつかっている個人として
考えていることを制限時間の中で何点かお話
をさせて頂きます。副市長は元は助役でござ
いましたが平成19年から副市長と云うことに
なりました。助役は市長の補佐や代理そして
各事務事業の監督をすると云う役割でした。
地方分権が進み地方の業務が大きくなったと
云うことで、それに加えて政策、企画を市長
の命によって司ると云うことが付け加えられ
た事から、それまでの助役が副市長となり

ました。今、今後のことを考えておりますが
一番大きな事はこれからの高齢化の社会の中
で士別市がどのような姿になるのが良いかを
考えています。と云うのは、今の人口が約
21,000人その中で高齢化率は約35％で約7,300
人の方が高齢化の中に入ります。２月の段階

で65才で一人住まいの方が1,734人で、ますま
す増えていくとなると、買い物に行くのにも
だんだん歳劣っていくと辛くなると云うこと
もありますし体の事を考えますと医療のこと
も心配になります。まづは市立病院の事をし
っかりしていかなければならないと云うこと
であります。ご承知のように毎年市立病院は
一般会計から繰り入れをして収支のバランス
を保っていて、市の税収が約22から23億でそ
のうちの半分以上が市立病院に繰り入れをし
なければならないと云う異常事態が続いてお
ります。この様になったというのは、平成16
年に研修医制度が変わって地方からどんどん
引き上げて行き医者がいなくなって行く中で
赤字体質になってきた、これは士別だけでな
くどこの自治体も同じようになっています。
今のような状況は直ぐには変わらない状況に
ありますので、この中でしっかりと経営をし
ていける市立病院のあり方を探っていかなく
てはならないと云うことが今大きな問題であ
ります。それから今は高齢化時代と云うこと
で、千葉会長、佐藤元信会員にも参加して頂
いております地域公共交通活性化協議会でバ
ス路線のことやタクシーやその他いろいろと
市民の方の足をどのように確保するかなどを
話し合っています。これは、市民の方が必要
とする足をどのように確保できるかを実態に
沿った形で組み立てて行かなくてはならない
と考えています。それと最近心配しているこ
とは最終処分場の事で、学田の処分場が満杯
状態になっておりますので、新しい環境セン
ターとして建てていこうと云うことで今やっ
ているところでありますが、12月10日に入札
を行う予定がご承知のとうり今の経済状況の
中で人材、資材、機材などが全部不足してお
り全てが値上がりをしており当初の予定価格
では入札に参加して頂ける業者がなかったと
云うことで今やり直しをしております。学田
の残容量がギリギリまできていますので平成
28年度中に完成させなければならないと云う
ことで、今月の末には再度入札を行い今回は
しっかりと入札が出来て発注もしていけると
考えております。市民の方にご心配がかから
ないようにしていきたいと考えます。それと
本日午前10時から勤労者センターで農業経営
確立対策協議会でTPPの話をして参りました。
ご承知の通りTPPは農業に限らず混合診療から
簡易保険制度が壊れるのではないかとか、あ
るいは雇用の問題などあらゆるところで係わ
ってきます。士別の基幹産業は農業でありま
すのでアメリカとの二国間交渉がどのように

成るのかがきわめて心配されるところでござ
いますが全く進展が見られないのが現実であ
ります。１年前に安倍総理が渡米してオバマ
大統領との話し合いの中で聖域なき関税撤廃
が前提でないと云う曖昧な言葉で、いわゆる
何でもかんでも関税撤廃しないよと云う合意
が成ったかのような報道がされてTPPに参加す
ることに成ったわけでありますが、その時に
日本経済新聞がアメリカの状況を伝えてくれ
ておりました。その中では日本側がオバマ政
権通り関税撤廃が全てではなければ日本は保
たないと何とかして欲しいと言っていた結果
があの言葉になってTPPに参加したと云うこと
です。ただアメリカサイドは米とて関税を撤
廃すると強い姿勢で臨むと云うことで日本は
そんな甘い考えでいてはいけないぞと１年前
にアメリカではそういう話になっていたと云
うことであります。日本側では重要品目が守
られると云うような話して続いておりました
がここのところのやり取りを見ておりますと
あの時のアメリカ側の強硬姿勢というのは本
当の姿だったのだと云うことでこの辺につい
ても今後の成り行きによっては我々としても
しっかりとした対応をしていかなくてはなら
ないと考えています。まだ何点かございます
が、時間となりましたので次の機会にお話を
させて頂ければと思います。
■今月の結婚祝い並びにホワイトデー

【結婚祝い】
相山佳則、高山 稔、宮崎隆雄、伊藤優市、
織戸俊二、佐藤安司、鈴木 勉、今井 裕
【ホワイトデー】
國森和麿、渡辺正一、田中道也
８名の会員が今月結婚記念日を迎えます。並
びに３名のホワイトデー。おめでとうござい
ます。

