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会長 イアン H.S. ライズリー

ＲＩ第 2500 地区

2017-2018 年度 士別ロータリー・スローガン
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 2706 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

2018 年３月 12 日（月）

今日のプログラム：・普通例会
●前回（3 月 5）の記録／・普通例会・理事会
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

ゲ

ス

千葉道夫 会場監督
国歌斉唱、奉仕の理想
会員 48 人中 出席者 40 名 出席率 83.33％ 修正 ％
川島 啓、菊地昭通、國森和磨、近藤峯世、千葉繁夫、細川博司、松塚信雄
谷 温恵

ト

メークアップ
ニコニコ BOX 志村孝幸（長男結婚祝いとして）
阿達 勇、佐藤和也、但木行久（3 月誕生祝いとして）
累計 198,000 円

●例会予定
◆ ３月例会（識字率向上月間）

◆ ４月例会（ロータリー雑誌月間）

■３月 ５日
■３月１２日
■３月１９日
■３月２６日

■４月 ２日
■４月 ９日
■４月１６日
■４月２３日
■４月３０日

㈪ 普通例会・理事会
㈪ 普通例会
㈪ 特別休会 (24 日士別 RC 創立記念日 )
㈪ 夜間例会

㈪
㈪
㈪
㈪
㈪

普通例会・理事会
普通例会
普通例会
夜間例会
法定休日（昭和の日 振替休日）

います。
４．本日の例会終了後、理事会を開催しますので、
役員・理事の方は参加の程宜しくお願い致しま
す。
■次期ガバナー補佐報告・・・・織戸俊二 会員
３月３・４日に地区研修セミナーに参加して参りま
した。会長研修エレクトセミナー４月 21 日・22 日、
ガバナー公式訪問は７月 24 日㈫に決定致しました。
ご協力をお願い致します。ライラセミナーにつきま
しては、士別にて９月１・２日開催。9 月 28・29
日地区大会 ( 帯広 ) で開催。
■次期地区ライラセミナー委員長報告
・・・・本山忠之 会員
以前は２泊３日で開催していたライラセミナーです
が、現在は 1 泊 2 日の開催が支流になっております。
1 泊 2 日でライラセミナーは何をやったら良いの
か？。地区セミナーの後の懇親会の席ではありまし
たが、地区の皆様に意見を聞いて参りました。ライ
ラは 18 歳から 30 歳までの若い人を対象にロータ
リーを通じで色々なことを経験して頂くような集ま
りです。昨年の稚内では施設見学や講演会を聞き、
食事をしてその後、勉強会をすると言う内容でした。
私個人としては、東北海道の若い方が集まって意見
交換をしながら親睦を深め仲間作りをすると言うの
が私の考え方です。来年度の士別開催のライラは親
睦をメインに開催したいと考えています。ご協力を
よろしくお願いします。
■国際奉仕委員会・谷 温恵委員長／前号のつづき
10 日間の日程で、バッファ
ロー大学教授による「アメ
リカの幼稚園の現状と動向」
についての講義、マサチュー
セッツ工科大学の大学院生
との交流、マサチューセッ
ツ工科大学内にあるデイケ
ア セ ン タ ー、ま た、公 立 小
学校に併設されている幼稚
園、教育に関する研究実践校であるタフツ大学付属
幼稚園、西はフラートン地区教育委員会、レベルの
高い州立高であるローリングヒルズ小学校、公立校
ラグーナロードスクール、私立校のチルドレンズイ
ンターナショナルスクールへ行きました。
( 次号につつく )
阿達
勇・但木行久・佐藤和也会員

おめでとうございます︒

■３月の誕生祝い

■会務報告・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■今日はみなさんもひとつやふたつお持ちになって
いるスマホやパソコンで使う ID とパスワードの話を
したいと思います。近井副会長にご足労をかけ、こ
のほどなんとか「マイ・ロータリー」の登録を終え
ました。こちらの手続き上のミスで、以前の登録が
使用不能になっていたので、助かりました。これで
ようやっと「ロータリーの友・電子版」が Web で見
られると思い、そのページに行くと「ログインのた
めには ID とパスワードを入れろ」といいます。さっ
そく取得した ID とパスワードを入れたのですが、そ
のたびにエラーが出てしまい、入れません。いささ
か困惑してしまい、思い余ってロータリー・ジャパ
ンに電話して、
「ID とパスワードを取得したのにな
ぜ入れないのですか」と質問してみました。すると
事務局の女性の方が「どこのロータリーですか」と
クラブ名の確認とともに聞いてくるので、
「士別です」
と答えました。
「ID とパスワードは小文字の英文字
で『アール」
『オー』
『ティ』
『エー」
「アール』
『ワイ』です」
と言います。なんとなく「聞き覚えがあるような響
きだなあ」と思いながら、電話口で反復しようと思い、
「アール」と言いかけると、すかさず事務局の方が
「rotary です」とおっしゃいました。ID とパスワード
が「rotary ？」
。一瞬、「そんな簡単な」と思いつつ、
お礼を述べ、さっそく「ロータリーの友」に行き、
この rotary を打ってみると、確かに入れました。ID
とパスワードといえば、他人には知られたくない何
かしら秘匿感があるものですが、この ID とパスワー
ドは実にあっけらかんとしています。自分の所属す
る組織名が ID とパスワードなのですから。これはあ
る意味、あまりに単純すぎて「まさかあ？」という
感じです。逆にあまり思いつかない発想だなと、妙
に感心してしまいました。会員以外の人たちが見に
いくような雑誌ではないので、このパスワードでも
良しという感じですか。なのでみなさん、
「ロータリー
の友・電子版」にログインするときは「マイ・ロー
タリー」専用の ID とパスワードはいりません。単純
に rotary と打ち込んでみてください。バックナンバー
も見られます。
■先日、士別ロータリークラブの 1991 年に第 34 代
会長だった菅原清人さんの通夜に行ってまいりまし
た。菅原さんが会長だった時点で重なる現会員は今
や５人しかおりません。時の流れをを感じます。
故人のご冥福をお祈りいたします。
■幹事報告・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．先週は夜間例会終了後、新入会員歓迎会に多く
の参加を頂き有難うございました。総勢２４名
参加の中盛大に行なわれたことをご報告させて
いただきます。
２．名寄ロータリークラブ様より２月の会報及び 3・
４月例会のお知らせが届いております。回覧ファ
イルに入れておきます。
３．先日もご案内させていただきましたが、旭川北
ロータリークラブ様の創立５０周年記念式典登
録の申込が今月１０日までとなっております。
当クラブから今のところ４名の参加となってい
ますがご希望の方が他にいれば幹事まで連絡願

