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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 2717 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６月 11 日（月）

今日のプログラム：・普通例会
●前回（6 月 4 日）の記録／・普通例会・理事会
司
会
斉
唱
本日の出席
本日の欠席

千葉道夫 会場監督
奉仕の理想
会員 48 人中 出席者 37 名 出席率 77.08％ 修正 79.17％
川島 啓、國森和麿、近藤峯世、佐藤元保、谷 温恵、深尾幸夫、細川博司、
松塚信雄、水田孝志、渡辺正一、大江智宣、

ビ ジ タ ー
メークアップ 菊地

仁、本山忠之 (5/26・27

2510 地区ライラセミナー参加・大沼 )

ニコニコ BOX 千葉道夫、近井孝義（6 月誕生祝いとして）
織戸俊二（パークゴルフ同好会５月例会優勝）
累計 240,000 円

●例会予定
◆ ６月例会（ロータリー親睦活動月間）

◆ ７月例会

■６月 ４日
■６月１１日
■６月１８日
■６月２５日

■７月 ２日
■７月 ９日
■７月１６日
■７月２４日
■７月３０日

㈪
㈪
㈪
㈪

普通例会・理事会
普通例会
普通例会
夜間例会

㈪
㈪
㈪
㈫
㈪

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

千葉道夫・近井孝義・谷温恵
各会員おめでとうございます︒

来週の月曜日までに私までご連絡をお願い致します。
多くの参加をよろしくお願いいたします。
■次年度幹事報告・・・・・・穴田俊昭 次年度幹事
１．６月 11 日㈪例会終了後、第３回目の理事会を開催
致します。役員・理事の出席をお願い致します。
２．７月７・８日、第 35 回ふれあいの夕べが開催され
ます。会券購入の依頼が来ています。１枚、1,500
円となっておりますので、ご協力をお願い致しま
す。
■地区ライラ委員会・・・・本山忠之 次年度委員長
５月 26・27 日にグリークピア大沼にて 2510 地区ライ
ラセミナーに菊地仁と私とで参加してまいりました。
受付ではパンフレット（プログラム）を頂き、お土産
等はございませんでした。2510 地区は３年委員会で今
年の地区ライラ委員長は岩見沢の方で、ホストクラブ
は函館ＲＣと森ＲＣです。ホストクラブの仕事は会場
の設営と受付等です。運営に関しては全て地区のライ
ラ委員会が努めます。2500 地区ですとセレモニーに国
歌斉唱・ロータリーソング等をやりますが、2510 地区
のライラセミナーは無く、ロータリー色の出ないセミ
ナーになっていました。また、プログラムにもガバナー
や委員長挨拶なども載っていませんでした。講師には
2008 年度に函館青年会議所で理事長を務めた寺井 慎
一郎氏で一般社団法人はこだて地方創生研究会代表理
事を務める方で、自分で研究会を立ち上げて学生や社
会人と一緒に函館を何とか良くしようと研究会を立ち
上げて行動をしています。また、副代表も講師で努め
ていました。グループ討議でははこだて地方創生研究
会の会員の方がグループのアドバイザーなって色々な
意見を引き出すように努めていました。夕食は卓盛り
では無くお膳盛りで食事を頂きました。朝はラジオ体
操、レポート作成と続きました。私たちはここで退席
致しました。2510 地区の委員長には内容が固まり次第
ご案内をさせて頂きますと言ってまいりましたので 2
名ほどの参加を期待しています。これから当地区のラ
イラセミナーの内容も固まりつつあります。皆様のご
協力をお願い致します。
■パークゴルフ同好会・・・・・・・宮崎隆雄 会員
先週５月 30 日㈬は士別のチャレンジデーに絡め天塩川
河川敷パーク場にて例会を開催致しました。9 名の会員
に参加頂きました。例会は月に 1 回開催致しますので、
６月は第 2 週の木曜日 12 時から不動大橋のパークゴル
フ場で開催致しますので、会員の皆様の参加をお願い
致します。

■６月の誕生祝い

■会務報告・・・・・・・・・・・・北村浩史 会長
■「チャレンジデー２０１８」が 30 日に行われれまし
た。当クラブでもパークゴルフの同好会の会員の方々
が参加しました。私も夕方、ウォーキングを 25 分ほど
行い、事務局に報告いたしました。
士別市の対戦相手は鹿児島県阿久根市でしたが敗北
いたしました。士別市は参加率 27．１％で銅メダルで
した。実はこの数字、ほとんど報道されていませんが、
チャレンジデーに参加した全国 130 自治体の中で最下
位の参加率だったそうです。ちなみに最下位を 0.1 ポ
イント差で争った茨城県取手市も士別市同様、初出場
だそうです。
今後も継続して行われるようなので、とりあえず「参
加率を上げる」という大きな目標はできたわけですか
ら、次年度以降に期待したいと思います。
■國森会員のお母様の葬儀に参列してまいりました。
なんとなく気になりまして、神道の挨拶の場合は何と
言うのだろうと調べてみましたら、「御霊（みたま）の
ご平安をお祈りいたします」とか「拝礼させていただ
きます」とか言うのだそうです。こんなことも書いて
ありました。「神式、キリスト教式では、
「ご冥福」「ご
供養」
「成仏」
「往生」などの仏教用語が忌み言葉になる」。
つまり仏教用語は使えないということです。
当たり前のことなのでしょうが、昔はこういうこと
を一人前の礼儀として先輩から教えられてのでしょう
が、今ではネットですぐに調べられるので、便利な時
代になったなあと感心したしだいです。
■北海道銀行の６月調査ニュースにこんな記事が載っ
ていました。
ニュージーランド政府が 2018 年度から道産の羊の
肉の生産拡大に向けた支援を行うという内容です。道
や北海道めん羊協議会とも連携し、牧場に専門家を派
遣し、技術や管理の助言を行うとのことです。
道内では白糠町、滝川市、恵庭市の３自治にある牧
場が対象です。10 年をかけて道内の羊産業を現状の約
10 倍の飼養頭数 10 万匹、市場規模１００億円にした
い考えだそうです。
残念ながら士別市はこの中に含まれていません。な
んとなく取り残されたような寂しい思いがするのは、
私１人だけでしょうか。
■幹事報告・・・・・・・・・・・・谷村一文 幹事
１．今月のロータリーレートは 110 円となっています。
２．美深 RC 様より RI 第２５００地区第２分区 IM 終了
の礼状が当クラブ会長宛に届いております。立派
なスナップ写真も共に届いているので是非ご覧に
なってください。
３．本日の例会終了後理事会を開催致しますので、役員・
理事の方は出席の程宜しくお願い致します。
■家族親睦活動委員会・・・・・・宮崎隆雄 委員長
本日、今年度最終夜間例会のご案内を皆様に配布致し
ました。例年同様ご夫婦同伴の例会になっております。
会費につきましては、例会はご婦人 2,000 円、二次会
は会員・ご婦人各 2,000 円になります。出欠の締切は

