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職業奉仕の委員長さんが年度のはじめに何をしたらよいか悩むことの多いのが職業奉仕であるようです。

そのような中、例年の事業に倣って計画する事が多いのではないでしょうか。

私達は事業および専門職種に基づいて入会しました。自らの生業について常に考え行動しています。その

行動のもととなる指針はどんなものでしょう。

ロータリーでは「ロータリアンの職業宣言」（1989年規定審議会）で私達の倫理規範、行動指針を示してい

ます。さらに「四つのテスト」は具体的に私達の日常の多くの場面で応用できる指針です。

「四つのテスト」はキリスト教勤労者財団を通して世界中に認められるようになりましたが、1942年「四つ

のテスト」を使う権利を国際ロータリーに与え、1954年テーラーが国際ロータリーの会長になった時にその

著作権をロータリーに譲りました。

私達はロータリーへ入会してこれらの倫理規範、行動指針を知ることになります。

改めて価値あるものに触れた感じが致します。

私達の企業や団体では、社訓、社是、綱領、方針、規範など様々な言い方で進むべき道を示しています。

いずれもそれぞれの考えに基づいて作られ、守られています。

しかしロータリーの職業宣言、４つのテストは万人に向けて発することのできる優れた指標ではないでし

ょうか。

それこそあらゆる事業と専門職種に対応します。さらに４つのテストは、家庭において職場においてまた

人々の交流においてもその力を発揮します。

例会で皆さんが唱和するのも良いでしょう。もっと言うならば４つのテストを外へ持ち出してみてはいか

がでしょう。

様々な場面でうまく使えれば、ロータリアンの評価が変わるのではないでしょうか。

職業奉仕はロータリーの金看板と言われます。それは外に向けたものでしょうか、それとも私達ロータリ

アンに向けてのものでしょうか。

私達の生業が皆さんのためになって初めて外の人々が金看板を理解し信頼を得ることになります。自らを

律し正直な行いを続けて私達の生業が評価されます。

戦略計画のサークルにある高潔性を担保するのは私達が真摯に職業宣言、４つのテストの倫理規範、行動

指針を実現することだと思います。

私達と世の中との関係で２つの例を考えてみます。

ひとつは詩人の金子みすずさんが言われる「あなたがあって、私がいる」という言葉にはあなたの存在が

はじめにあります。「私がいるからあなたがいる」ではないのです。

もう一つ近江商人が大切にする「三方よし」があります。（三方よしとは「売り手よし、買い手よし、世間

よし」。 売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域

社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない。）

ロータリーが公共性を持ち世間から評価されるためには奉仕を行うもの、奉仕を受けるものの満足が大切

です。その上で世間のためになるかどうか検証することが大事です。

顧客満足という考えは最近良く言われます。いっときの「お客様は神様です」とは違います。相手を第一

に考え、相手の気持ちになって接し行動する、取引の基本です。

顧客という言葉は立場によって変えて見ても良いと思います。

あれこれ考えているうちにひと月はすぐに過ぎてゆきますが職業奉仕はあらゆる場面で求められます。

皆さんとともに私達の生業と行動を検証してみましょう。

10月は職業奉仕について考える月間
国際ロータリー第2510地区

2013－2014年度ガバナー　安孫子　建　雄
（江別ＲＣ）
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職業奉仕月間に因んで

職業奉仕ということ
地区職業奉仕委員会

委員長　福　田　武　男
（千歳ＲＣ）

　10月は職業奉仕（理解推進）月間。そして職業奉仕はロータリーの金看板、すなわち職業奉仕が無ければ

それはもうロータリーとは言えないくらい職業奉仕はロータリーの中心をなしていると言われている。

　ところが「職業奉仕は難しくてよく分からない」と言うロータリアンがとても多い中で、いやいや「自分

の職業を通じて社会に奉仕する」ことだから、職業を持っているロータリアンなら日々誰でもできるので難

しいことではないと言うロータリアンもいる。

　しかし自分の職業に誇りを持ち熱意をもって顧客のために懸命に努力しているロータリアンではない方々

は大勢いるし、彼らはロータリアンと同様に或はそれ以上に、社会に奉仕しているといえる。では、ロータ

リアンの職業奉仕と一般のそれとではどこが違うのだろうか。また何故ロータリーの職業奉仕は理解し難い

のか。

①　職業奉仕という言葉はロータリー独特の言葉であり、社会奉仕や青少年奉仕は社会や青少年に対する奉

仕であるのに、職業奉仕は職業に対する奉仕ではなく「自分の職業を通じて社会に奉仕すること」であ

るので、言葉として理解し難いこと。

②　ロータリーの職業奉仕はロータリーの金看板と言われているようにロータリーそのものとも言えるもの

であり、従ってロータリーの職業奉仕を理解するにはロータリーを理解する必要がある。ところがその

ロータリーの独自の哲学・思想原理というのは簡単でもないし、またどうも完全な定説がないようであ

るということ。

③　他の奉仕部門の活動は、その実績がはっきり外から見えるのだが、職業奉仕は他の奉仕部門とは違って

眼にはみえない陰徳だということ。

④　昔は多くのクラブ内で熱く語られていたようであるが、昨今は職業奉仕の理念が先輩から若い後輩のロ

ータリアンに伝えられなくなったこと。

⑤　その大きな原因として、国際ロータリーが会員増強とロータリー財団に力を入れる反面、ロータリーの

職業奉仕を年々軽視し続けているので、地区やクラブの指導者も職業奉仕に対しては関心が薄くなって

きたこと。

⑥　そのような国際ロータリーのＮＰＯ化に伴い、職業奉仕に関する資料が徐々に軽視され、削除されつつ

あること。（第二モットー、道徳律、23-34決議、手続要覧の職業奉仕部門など）

⑦　ＤＬＰ-ＣＬＰの採用により職業奉仕部門の軽視化は更に進められ、また本来は個人で行うべき職業奉

仕をクラブでも団体で実施するようにということになり、大きな混乱を引き起こしているということ。

　以上、職業奉仕が解り難くなって来ている原因ではないかと思う。地区内71クラブのみんなで「ロータリ

ーの職業奉仕」とは何かを考えていこう。



3

2222222222000000000011111111113333333333－－－－－－－－－－2222222222000000000011111111114444444444年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度ＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩテテテテテテテテテテーーーーーーーーーーママママママママママ2013－2014年度ＲＩテーマ　ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーをををををををををを実実実実実実実実実実践践践践践践践践践践しししししししししし みみみみみみみみみみんんんんんんんんんんななななななななななにににににににににに豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊かかかかかかかかかかなななななななななな人人人人人人人人人人生生生生生生生生生生ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生ををををををををををを

 

地区米山記念奨学委員会の取り組み
地区米山記念奨学委員会

委員長　渡　邊　葉　子
（札幌西北ＲＣ）

　日頃から、米山奨学事業へご協力戴き有難うございます。10月は、米山月間ということで各クラブから奨

学生派遣・卓話依頼・お問い合わせ等がございまして、ロータリアンの皆様が米山に関心をお寄せ戴いてい

る事を大変嬉しく感じております。当委員会の取り組みをお話させて戴きます。

　以上の年間スケージュールとなっております。奨学生の学生年度に合わせ４月スタートとなりますので、

７月にはもう次年度へ向けた活動となり指定校・推薦者数の決定を行います。米山記念奨学会は、全てロー

タリアンの寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に対し奨学金を支給しております。

　当地区の場合、札幌・江別・小樽・室蘭・函館等に大学が集中している為、それ以外の地域の皆様と奨学生の

接点が無い為、サブクラブ・子クラブ制度を推進したいと考えているところでございます。年１～２度奨学生の

受け入れ経験のないクラブ例会等に、奨学生を派遣し皆様の寄付により奨学生が研究に邁進しその成果は将来社

会貢献出来るものである事をご理解戴くような交流を深めたいと思うところでございます。只、私の説明不

足の為、中々受け入れて戴けるクラブが見つからず苦慮しているところです。是非ご協力をお願い致します。

　４月の奨学生オリエンテーションの時、初めて受入れクラブカウンセラーとお目にかかり不安げに、緊張

していた奨学生が１年経過した３月、歓送会のスピーチでロータリアンの皆様への感謝、そして生き生きと

話す自分の将来の夢は頼もしく心温まるものがございます。この事業が、国際親善と平和への寄与が目的で

あり、カウウセラー・世話クラブの皆様が奨学生を温かく見守り育てて下さったと痛切に感じるひと時でも

あります。

　最後に、地区でお世話する奨学生の人数は、地区の寄付金額により決められます。多くの奨学生を支援し

国際親善と平和に寄与する為、ロータリアンの皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

第１回地区米山記念奨学委員会　・次年度奨学生の指定校、推薦者数決定７月

米山奨学生研修旅行９月

第2510地区、地区大会参加・米山月間卓話（積極的に奨学生・地区委員を各クラブへ派遣）10月

第２回地区米山記念奨学委員会及び面接官オリエンテーション11月

次年度奨学生候補の試験案内12月

第３回地区米山記念奨学委員会、次年度奨学生選考試験１月

奨学生修了者歓送会３月

第４回地区米山記念奨学委員会、カウンセラー研修・奨学生オリエンテーション４月
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地区米山学友委員会の活動について
地区米山学友委員会

委員長　半　田　善　行
（小樽ＲＣ）

　日頃ロータリアンの皆様には、ご支援・ご協力に感謝申し上げます。

　昨年は学友会も目標の改革も一部進み、役員の増員で現在は陳会長を先頭に副会長２名、会計１名、幹事

７名で運営しております。しかし今年度はさらに会の運営強化のために増員をしたいと思っています。米山

学友は現在道内には100名近く登録されておりますが、メールなどで連絡が取れるメンバーは30名位で更なる

確実な名簿の整理登録が必要と思います。

　国外には現在学友会が台湾、韓国、中国（上海2009年）と2012年にタイに設立されました。これらもロー

タリアンの皆様からの長年のご支援が着実に成果として表れております。また、ご存じでしょうが2010年に

は米山学友が中心で作られた「東京米山友愛ＲＣ」、2012年に「東京米山ロータリーＥクラブ2750」もありま

す。政治的には色々ありますが、この時こそロータ

リアンと学友、奨学生の絆を強め「オモテナシ」の

心を持って今一度米山梅吉翁の原点を振り返りまし

ょう。

　今年の５月には昨年に続き学友幹事の一人、姜連

甲（キョウ　レンコウ、世話クラブ小樽ＲＣ））君

が小樽在住の女性とめでたくご結婚されました。年

度の始まり７月27日には「小樽潮まつり」に便乗し

「米山家族懇親会」を開き、安孫子ガバナーを先頭

に小樽３クラブが集合し、学友数名も参加して踊り

に参加しました。やはり親睦を中心に交流を深める

のが一番と思います。

　11月16日（土）には｢米山学友会総会・懇親会」を開催しますので多くのロータリアンのご参加をお願いし

ます。

　ロータリー米山記念事業は1952年11月、東京ＲＣの古沢丈作会長が「米山基金」の構想を発表し60年が経

過いたしました。これまでに121の国と地域から17,000人の奨学生を支援し民間最大の国際奨学事業となっ

ております。

　ロータリアン皆様が築いた平和と友情の種は確実に実を結んで進んでいます。これからもご理解を願い、

今年度も宜しくお願い申し上げます。
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高　成　大 様
国際ロータリー第3650地区　パスト・ガバナー

ソウル漢陽ＲＣ

　ロン Ｄ.バートンＲＩ会長は、2013－14年度当地区大会に国際ロータリー第3650地区の高成大パスト・ガ

バナーをＲＩ会長代理として任命されました。第3650地区は1927年８月に誕生した大韓民国でも古い地区で、

ソウル漢江（ハンガン）北側地域を管轄地域とし現在96クラブ、3,000人あまりの会員数を誇り、李東建ＲＩ

元会長を輩出した地区です。

　ここに高成大ＲＩ会長代理をご紹介致します。

「生年月日」　　　1936年 12月７日生

「学　　歴」

　　　ソウル 東國大學校 法政大學 法學科 卒業

「職　　歴」

1979年　　　　株式會社 高盛開發 設立  代表理事

1985年　　　　株式會社 高盛貿易 設立  代表理事

1986年　　　　株式會社 高盛電子 設立  代表理事

2013年　　　　現在 株式會社 高盛開發  會長

「ロータリー歴」

1994年　　　　ソウル 漢陽ロータリークラブ 入會

2004年　　　　同　漢陽ロータリークラブ 會長

2005－06年度　D3650地區  總裁地域代表

2006－07年度　同 地區 財政委員長

2007－08年度　同 地區 總裁地域代表

2008－09年度　同 地區 總裁地域代表 

2009－10年度　D3650地區 總裁指名 (地區 財政委員)

2010－11年度　同 地區  RI Program 委員長

2011－12年度　D3650地區 次期總裁 (地區大會 委員長)

2012－13年度　D3650地區 總裁

「表彰関係」

2004年　　　　アーチ Ｃ. クランフ・ソサエティ會員（US 250,000ドル寄付）

2008年　　　　遺贈友の会會員（US 500,000ドル）

2013年　　　　べネファクター（計 US 356,000ドル寄付）

2013-12013-144年度年度

地区大地区大会会ＲＲＩＩ会長代理のご紹会長代理のご紹介介
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2014年シドニー国際大会のご案内（第一報）

地区ＲＩ国際大会推進委員会

委員長　熊　澤　隆　樹
（小樽ＲＣ・ＰＧ）

　2014年ＲＩ国際大会は2014年６月１日（日）から４日（水）にかけてオーストラリア・シドニーで開催されま

す。当地区ＲＩ国際大会推進委員会は国際大会のためＡ、Ｂの２コースを企画いたしました。

　　※　Ａコースはシドニー大会出席を主体としてあります。

　　※　Ｂコースは大会参加後、シドニーからメルボルンを周遊いたします。

　又Ａ、Ｂ両コース共に北海道ナイトを企画しており、日本人親善朝食会にも参加できます。ご家族お誘い

合わせになり参加して世界中のロータリアンと知り合い、新たな出会いをみつけませんか。

　尚詳細は【旅行費用、ホテル、登録方等】のご案内については11月又は12月、ガバナー月信にてご案内い

たします。

Ａコース
国際大会参加６日間【旅行代金の確定ご案内はガバナー月信11月又は12月を予定しています。】

Ｂコース
国際大会参加とシドニー・メルボルン８日間【旅行代金の確定ご案内はガバナー月信11月又は12月を予定し

ています。】

◆2014年度の飛行機スケジュールが確定していないため、香港経由とソウル経由案にて日程を作成していま

す。確定後ガバナー月信にて改めて決定コースをご案内いたします。

夕食昼食朝食行　　　程交通機関現地時刻地　名日　時

 ――

＊国内線にて成田へ

＊着後、最終待合室へ移動
＊一路シドニーへ向け出発

（機中泊）

航空機

航空機

午後

夕方
夜

新千歳発

成田着
成田発

５/30
（金）

1

×× 
＊着後：ホテルへ＜アーリーチェックイン＞
　　　＜Ｂコースの観光に参加も可能です＞

（シドニー泊）

専用車朝シドニー着

ホテル

５/31
（土）

2

××
ホ
テ
ル

◆日本人親善朝食会（希望者のみ）
◆世界大会　開会式参加
　　＊　一回目　９：45～12：15分予定
　　＊　二回目　15：30～18：00予定
◆北海道ナイト　19：00～予定

（シドニー泊）

終日
シドニー滞在

６/１
（日）

3

××
ホ
テ
ル

＊終日自由行動
　　　＜Ｂコースの観光に参加も可能です＞

（シドニー泊）
終日シドニー滞在

６/２
（月）

4

××
ホ
テ
ル

＊終日自由行動
（シドニー泊）

終日シドニー滞在
６/３
（火）

5

×  

＊出国手続き後、シドニーを後に成田へ向け出発。

＊成田にて乗り継ぎ
＊国内線へ移動し、新千歳空港へ向け出発

＊着後、入国手続きを済ませ無事解散

航空機

航空機

朝

午後
夕方

夜

シドニー発

成田着
成田発

新千歳着

６/４
（水）

6

この日程は2013年9月10日現在のスケジュールです。発着時間、交通機関などは変更になることがございます。
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Ｂコース：

【お問合せ・お申込先】

　㈱日本旅行北海道札幌支店　札幌市中央区南１条西４丁目　日本旅行札幌ビル４階

　電話：011－208－0170　FAX 011－208－0174　担当：西村・前野

夕食昼食朝食行　　　程交通機関現地時刻地　名日　時

 ――

＊出国手続き後、香港又はソウル経由にてシドニーへ向け出発

＊香港又はソウルにて乗り継ぎ
＊飛行機を乗り継ぎ、一路シドニーへ向け出発 円円円円円円 （機中泊）

航空機

航空機

午後

夜
夜

新千歳発

香港又はソウル着
香港又はソウル発

5/30
（金）

1

レ
ス
ト
ラ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

 

＊着後：シドニー市内観光
「シドニーの発祥の地ロックスを徒歩にて観光～ダーリングハーバー～オペラハウス
～ハイドパークバラックスとセントメリアー大聖堂～シドニータワー等」

＊早目のチェックイン 円円円円円円円円円円円円円円円 （シドニー泊）

専用車朝

午後

シドニー着

ホテル

5/31
（土）

2

××
ホ
テ
ル

◆日本人親善朝食会（希望者のみ）
◆世界大会　開会式参加
　　＊　一回目　９：45～12：15分予定
　　＊　二回目　15：30～18：00予定
◆北海道ナイト　19：00～予定 円円円円円円円円円円円 （シドニー泊）

終日シドニー滞在
6/1
（日）

3

レ
ス
ト
ラ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

ホ
テ
ル

＊終日：ブルーマンテンズ・エコツアー
「世界自然遺産ブルーマウンテンズ。奇岩スリーシスターを観賞します。シーニック
ワールドウェイでは、世界遺産３大ライドのスカイウェイ、ケーブルウェイ、レールウ
ェイなどの乗り物などをお楽しみいただきます。その後、約３億５千年前から存在する
世界最古の鍾乳洞ジェノランケーブを訪れ、古代生物ストロマトライトを見学します。
又夕暮時には、秘密の展望台を訪れ夕暮れの鮮やかで荘厳な景観を観賞します。」

（シドニー泊）

専用車

早朝

夕方

ホテル

ブルーマンテンズ

ホテル

6/2
（月）

4

レ
ス
ト
ラ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

ホ
テ
ル

＊空路メルボルンへ向け出発
＊着後：メルボルン市内観光
「世界遺産ロイヤル・エキシビジョン・ビル＆カールトン庭園を散策します。その後、
メルボルン市内中心部を車窓観光をしながらセントパトリック大聖堂へ。市内見所を
実際に自身の足で歩いて観光します。」

＊午後：フイリップ島へ
＜リトルペンギンウオッチングと動物ふれあい体験＞
「ワイルドライフパークを訪れ、コアラ・カンガルーなどのオーストラリアの代表的な
動物をご覧いただきます。★可愛らしいリトルペンギンたちの行進ペンギンパレード
をお楽しみください」

＊夕食はロブスター料理をお楽しみいただきます。 円円 （メルボルン泊）

航空機
専用車

朝
午前

夜

シドニー発
メルボルン着

ホテル

6/3
（火）

5

レ
ス
ト
ラ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

ホ
テ
ル

＊パッフィンビリー鉄道とワイナリー観光
「１００年の歴史を持つパッフィンビリー鉄道に乗車。マウントダンデノンの美しい
景色を車窓からお楽しみください。」

※ヤーリング・ステーションでワインとグルメの買い物を満喫。
※ファーガソン・ワイナリーではワインとともに英国ローストビーフランチをお楽しみくださ
　い。
※世界的に有名なドメイン・シャンドンではワイン工場の見学、スパークリングワインの試飲。

（メルボルン泊）

専用車朝

夕方

ホテル

ホテル

6/4
（水）

6

機
内

レ
ス
ト
ラ
ン

ホ
テ
ル

◆＜香港経由の場合の日程＞
＊午前：野外市場として南半球最大規模のクイーン・ビクトリアマーケ

ットにてお買い物をお楽しみ下さい。
＊メルボルンを後にシドニーへ
＊着後、国際線へ移動
＊出国手続き後、シドニーを後に香港へ向け出発 円円円円円 （機中泊）

専用車

航空機

航空機

午前

午後
午後
夜

メルボルン発
シドニー着
シドニー発

6/5
（木）

≪香港経由≫

7

船
上

◆＜ソウル経由の場合の日程＞
＊午前：野外市場として南半球最大規模のクイーン・ビクトリアマーケ

ットにてお買い物をお楽しみ下さい。
＊メルボルンを後にシドニーへ
＊着後ホテルへ。　
　夕食はサンセット・デイナークルーズでお楽しみいただきます。

（シドニー泊）

専用車

航空機

午前

午後
午後

メルボルン発
シドニー着

6/5
（木）

≪ソウル経由≫

×  

◆＜香港経由の場合の日程＞
＊香港にて乗り継ぎ
＊飛行機を乗り継ぎ羽田へ向け出発
＊羽田にて入国手続きを済ませ国内線にて新千歳空港へ
＊着後、無事解散

航空機
早朝
朝

夕方

香港着
香港発
羽田経由
新千歳

6/6
（金）

≪香港経由≫

8

◆＜ソウル経由の場合の日程＞　
＊出国手続き後、シドニーを後にソウルへ向け出発
＊ソウルにて乗り継ぎ
＊飛行機を乗り継ぎ新千歳空港へ向け出発
＊着後、入国手続きを済ませ無事解散

朝
夕方
夕方
夜

シドニー発
ソウル着
ソウル発
新千歳着

6/6
（金）

≪ソウル経由≫

この日程は2013年9月10日現在のスケジュールです。発着時間、交通機関などは変更になることがあります。
利用航空会社　※　香港経由　キャセイパシフイック航空　　　ソウル経由　大韓航空
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福島キッズキャンプ in 北海道　2013夏
国際ロータリー第2510地区　  
福島キッズキャンプ in 北海道

実行委員長　松　原　重　俊
（砂川ＲＣ）

　2013年７月31日～８月６日、福島キッズキャンプin北海道が開催されました。今回で３回目になる「福島

キッズキャンプin北海道」は、震災復興支援の一環として、国際ロータリー第2530地区（福島）と第2510地

区（北海道西部）、タイ第3340地区ノンカイロータリークラブ、第3350地区バンコククロントイロータリーク

ラブとのマッチング・グラント(ＭＧ)で実施となりました。

　今回のキッズキャンプは、飯舘村の子ども達（小学生）34名、

ボランティアとして父母４名、そして東京学芸大学にタイから留

学中のヌム君の合計39名が夏の北海道を訪れました。フェリーで

到着後、ノーザンホースパークで開会式を行い、キッズの開会宣

言で事業がスタートしました。今回は、参加する子ども達がただ

参加するだけでなく体験を通じて何かを得てもらいたいと各事業

を企画しました。江別の「とうきび畑での収穫体験」、夕張郡長

沼での「大自然の中での花火大会」や「ハイジ牧場での動物達と

の触れ合いや凧揚げ・アーチェリー」、旭川では「旭山動物園での動物たちの観察」そして、札幌では、「藻岩

山登山」等の様々な体験活動をしました。特に、藻岩山登山では多くの地区内ロータリアンが共に登山に挑

み、その夜には「登頂記念パーティー」を行い、苦しい中最後まで頑張った喜びを分かち合いました。飯舘

村34名の子供達、父母ボランティア、多くのロータリアンが気持ちを一つにし、「苦しい中でも夢を忘れるこ

となく進んで行こう」と気持ちを一つにしました。そして、子ども達か

ら「山 美わしく 水 清らかな その名も飯舘 ・・・」と古里への思いを込

めて、「飯館村村民歌」を元気に歌ってくれました。「子ども達のこんなに

明るい笑顔を見たのは何年ぶりでしょうか・・・本当に嬉しい・・・」

とボランティアとして参加したお母さんの言葉が今でも心に焼きついて

います。さらに、「ひとりは　みんなのために　みんなは　ひとりのため

に　ありがとうの心」と言う生涯忘れられない言葉を教えて頂きました。

　震災から２年半、現在もまだ放射線の影響があり、外で思いっきり遊ぶことができなかったり、通学に長

時間を要したりと普通の生活ができない状況の中で、私達ロータリアンは何をしなければいけないのか。小

さな事も継続することが大切であるという事を改めて教えられました。そして、今回のキャンプでは、今ま

で以上に多くの地区内各クラブのロータリア

ンが子ども達と一緒に活動して頂きました。

子ども達にとって良きオジサン、オバサンと

して楽しい一時を過ごして頂いたことは、と

ても素晴らしい思い出になったことと思いま

す。お忙しい中、ご協力頂いた多くのロータ

リアンの皆様にお礼と感謝申し上げます。本

当にありがとうございました。今後も私達が

できることを皆様と共に考えていきたいと思

っています。これからもご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。
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　７月31日、安孫子建雄ガバナーと第10グループ石山嘉治ガ

バナー補佐をお迎えしてガバナー公式訪問が行われました。

　午前10時より会長・幹事懇談会が行われ、本年度クラブ活

動計画の説明とクラブ現況の説明をしました。また、本年度

創立50周年を迎える中で地区の補助金をいただき、タイ国の

図書館の備品整備の奉仕事業を行っていることを説明しまし

た。また会員拡大、退会防止についても当クラブの活動の報

告をさせていただきました。引き続き午前11時より行われた

クラブ協議会では、各委員長より今年度の活動計画の中身に

ついて詳細な内容を説明し、安孫子ガバナーより具体的なアドバイスをいただきました。正午より会員を交

えて例会を行い安孫子ガバナーが今年度のロン・バートンＲＩ会長のテーマ「ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を」についてプロジェクターを活用し、丁寧に説明をされました。

　また、安孫子ガバナーが掲げる地区目標についても具体的な説明をいただき、その実現に向け取り組みた

いと思います。本年度50周年の輝かしい年を迎え、更なる飛躍を目指し活動致したいと思います。

苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫小小小小小小小小小小牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧北北北北北北北北北北ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　苫小牧北ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火）））））））））） ８月６日（火）　
　去る８月６日(火)、安孫子建雄ガバナー、児

玉和雄ガバナー補佐の出席を頂き公式訪問を終

了致しました。

　当日は午前10時より会長・幹事・エレクトを

囲み懇談の後、11時よりクラブ協議会、12時30

分から例会と進みました。

　会長・幹事懇談会では継続事業について話し

合いがされ、当クラブも33回を迎える青少年サ

ッカー大会があり今後検討する事と致しました。

　又、例会には特に定まった形は無いので各クラブで工夫をし例会を運営しているとの現状をガバナーより

述べられ又、クラブとして新しい会員に伝えることは、「何を学ぶ、どう学ぶ」ロータリーの目的、方法論も

話され大変参考になりました。クラブ協議会においては、各委員長より事業報告及び計画が発表されました。

　続いて例会で安孫子ガバナーよりロータリーの世界大会の様子やロータリーの基本的知識について卓話を

頂き訪問を終わりました。

白白白白白白白白白白老老老老老老老老老老ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　白老ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水）））））））））） ８月７日（水） 
　例年より早い８月７日暑い盛りに、20番目の訪問クラブと

して、安孫子ガバナー、児玉ガバナー補佐にご訪問をいただ

きました。会長・幹事懇談会では、当クラブの特徴をお話し、

３年目となる公開例会については、多くの地域の方に良い話

を聞く機会を与え、ロータリーを広報するという点からもよ

いことだとお褒めいただきました。また、続くクラブ協議会

でも、各々の委員会活動にご講評をいただき、「ロータリ－ク

ラブの会員ではなく、ロータリアンになってください。」と

のことでした。例会ではパソコンを使い、公式訪問の意義、

国際協議会でのこと、世界大会ではＲＩ会長が日本の田中作次会長だったので、大声で君が代を歌ったことなど

話してくださいました。最後に事務所の窓に大きく書かれている「ロータリーマークと白老ロータリークラブ」

を背に屋外で記念撮影をしました。安孫子ガバナーには心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

公式訪問報告
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苫苫苫苫苫苫苫苫苫苫小小小小小小小小小小牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧東東東東東東東東東東ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　苫小牧東ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（木木木木木木木木木木）））））））））） ８月８日（木）　
　８月８日(木)午前10時より、安孫子ガバナー、児玉ガバナ

ー補佐、長岡会長、小幡エレクト、木村幹事との懇親会が開

催されました。

　長岡会長からは苫小牧東ロータリークラブの特長、国際奉

仕で駒澤大学や苫小牧高等専門学校留学生との交流、20周年

の記念行事等々の説明がありました。

　安孫子ガバナーからはＲＩ会長のもと、役員として訪問し

活動が出来ているか確認し助言を頂きました。

　また会員数が減少している現状や未来の夢計画・会員増強

の導引するためのことなど、とても分かりやすくお話しを頂き大変参考になりました。

　11時からは、クラブ協議会が開催され、当クラブの活動計画とこれまでの報告を５人の委員長より発表し、

安孫子ガバナーから各活動状況のアドバイスを頂き、さらに活動内容についてとても盛んに活動され５年前

より導入しているＣＬＰは、しっかりと体制が出来ているとお褒めの言葉を頂きました。

　また助言としてクラブにリーダーシップをとる人を育てていく人を作って欲しい事、ロータリーは、家族

の理解が必要なので、家族との交流の場を多くして欲しいなどのお話を頂きました。

　例会では長岡会長より歓迎の挨拶のあとに、安孫子ガバナーはプロジェクターを使い、ロン Ｄ.バートン

ＲＩ会長のテーマやアメリカ・サンディエゴでの国際協議会で、532人のガバナーが家族とともに出席し盛大

に開催されたお話をしていただきました。

　安孫子ガバナーには、貴重なお時間を頂戴し懇談会から例会まで私たちに緊張をさせないよう親しみやす

いお話を頂き会員一同心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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　８月９日、安孫子ガバナー、児玉ガバナー補佐にご訪

問頂きガバナー公式訪問が開催されました。

　午前９時30分より当クラブ名誉会員の岩倉市長表敬訪

問からプログラムをスタートし、その後会場となります

グランドホテルニュー王子に移動、会長・幹事懇談会、

クラブ協議会を開催いたしました。安孫子ガバナーより

本年度ＲＩ会長テーマ「ロータリーを実践し、みんなに

豊かな人生を」の趣旨説明を受け、その後今年度地区目

標に関して、特に出席率向上や会員増強等について活発な議論をさせて頂きました。また、各委員会活動方

針に対して耳を傾けていただき、ガバナーから適切なアドバイスを頂戴しました。

　その後例会の席に同席され、本年度ＲＩ会長テーマの趣旨説明並びに地区運営方針についての解説等、有

意義なお話を頂きました。最後に参加者全員と記念撮影を行い公式訪問は終了しました。

深深深深深深深深深深川川川川川川川川川川ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　深川ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222220000000000日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火）））））））））） ８月20日（火）　
　８月20日、深川ロータリークラブ及び妹背

牛ロータリークラブ合同のガバナー公式訪問

が行われました。茶谷ガバナー補佐、佐々木

地区幹事同席の中、午前10時より深川ロータ

リークラブの会長・幹事懇談会、10時30分より

クラブ協議会、11時より妹背牛ロータリーク

ラブの会長・幹事懇談会、11時30分よりクラブ

協議会と安孫子ガバナーにとっては大変お忙

しい日程ではございましたが、両クラブとも和やかな雰囲気の中でスムーズに進行いたしました。また深川ロ

ータリークラブからは安孫子ガバナーに、いくつかの質問等がございましたが、適切にお答えいただきました。
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　12時30分より両クラブ合同例会が開催されました。当日は2012-13年度地区国際親善奨学生として英国王

立農業大学農学部へ１年間留学していた紺野奈央さんが挨拶に見えられ、安孫子ガバナーとも親しく会食さ

れました。

　合同例会では安孫子ガバナーによる、世界大会のお話やパワーポイントを使っての国際協議会の写真のご

紹介など、興味深いお話しで、楽しく進行いたしました。例会終了後、深川市山下市長への表敬訪問を行い、ガ

バナーの専門分野である小麦の栽培について山下市長より多くの質問がありました。当日は深川神社祭と重

なり交通状況の悪い中、安孫子ガバナーにおかれましては大変御苦労様でした。

妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹背背背背背背背背背背牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　妹背牛ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222220000000000日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火）））））））））） ８月20日（火）　
　８月20日（火）　安孫子ガバナー、茶谷ガバナー補佐、佐々

木地区幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問が開催されました。

先に深川ＲＣから行われ、妹背牛ＲＣは午前11時より会長・

幹事懇談会を開き、会長から活動計画・当クラブの現況等に

ついて報告させていただきました。特に、本年度当クラブテ

ーマ「奉仕を楽しむ」として、ロータリー活動を楽しく実践

し、クラブの活性化を図って行きたいと説明しました。

　引き続きクラブ協議会では、各委員長より今期の事業計画

及び活動方針について発表させていただき、安孫子ガバナーから各地域のＲＣ活動の紹介があり、クラブの

人数や規模に関係なくできることはあるはず。そのためには、「クラブ間の交流を盛んにしていただき、世界

を広げて欲しい。ロータリークラブは、垣根なく活動できる仕掛けになっている。」とご指導いただきました。

　12時過ぎからの深川ＲＣとの合同例会では、安孫子ガバナーから「全てのロータリアンが人生の大半をロ

ータリーに捧げることは難しいが、ロータリーの心を持って毎日を過ごすことは可能です。会員・家族の皆

さん、ロータリーを感じ親睦を重ね奉仕を続けましょう。」と貴重な言葉をいただきました。

留留留留留留留留留留萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　留萌ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222221111111111日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水）））））））））） ８月21日（水）　
　夜来の雨もすっかり上がり、９時45分江別より安孫子建

雄ガバナー、佐々木光治地区幹事、羽幌からは茶谷恵一第

一グループガバナー補佐が来着され、10時より会長・幹事

懇談会が開かれ、留萌クラブからは現況を説明、またガバ

ナーより今年度の地区の指針を力強く示されました。

　11時よりクラブ協議会が開催され、各委員長よりの活動計

画、状況等に的確なアドバイスとヒントをいただきました。

　留萌クラブにて導入中のＣＬＰにも言及され、「横の繋が

り」「分担協力」を強調されました。

　12時15分よりの例会においては、昼食のあと、プロジェクターを利用され、ＲＩテーマ「ロータリーを実

践し、みんなに豊かな人生を」の解説や、地区テーマ「ロータリーの基本を見つめ変革するロータリーを実

践しよう」について、行動指針「大震災への復興支援」「ＲＩの戦略計画」「財団未来の夢計画」「グループ間の

交流を盛んにし世界を広げよう」「対面での交流を基本とし、情報交換にＩＴを活用しよう」と熱く語られ、

終了後は会長持参のカメラで記念撮影をする等、会員との和やかで楽しい一時を過ごすことができました。

羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　羽幌ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222222222222222日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（木木木木木木木木木木）））））））））） ８月22日（木）　
　本年度のガバナー公式訪問として、８月22日、安孫子ガバナ

ーにご訪問戴きました。本年度は、当クラブ単独での公式訪問

として当クラブの茶谷ガバナー補佐立会いの下開催致しました。

　午前10時から当クラブの会長、会長エレクト、幹事との懇談

会。懇談会では、会長、幹事、会長エレクトの順で、当クラブ

の活動状況などを報告しました。また、これからクラブとして

の懸念される問題点なども報告。ガバナーより講評と多くのア
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ドバイスを戴きました。11時からのクラブ協議会では、各委員長から活動計画及び進行状況を発表した後、

安孫子ガバナーからそれぞれの計画に対し、感想及び具体的なご指摘、ご指導を戴きました。継続事業に対

しては好印象でした。12時15分からの例会では安孫子ガバナーよりロータリーの最新情報やご自身の体験し

た国際大会参加などの様子など貴重なお話をして戴き、終始和やかな雰囲気で無事公式訪問が終わりました。

　地区最北の当クラブにご訪問戴きまして心からお礼を申し上げます。

函函函函函函函函函函館館館館館館館館館館東東東東東東東東東東ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　函館東ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222227777777777日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火）））））））））） ８月27日（火）　
　８月27日(火)安孫子ガバナー及び今井ガバナー補佐に

おいでいただき、午前10時より、会長・幹事懇談会を行

いました。ガバナーの気さくなお人柄のお蔭で、クラブ

運営のためによいご示唆をいただくことができました。

　また、引き続き午前11時よりクラブ協議会が行われ、

当クラブ会員からロータリーの広報活動について等活発

な意見があり、有意義な時間を過ごすことができました。

　12時30分からの例会では、安孫子ガバナーよりパワー

ポイントをつかった卓話をいただき、参加した会員にと

ってかけがけえのないロータリーの知識の積み増しをさせていただきました。

　例会終了後、ガバナー及びガバナー補佐を囲んでの集合写真を撮影し、無事終了しました。安孫子ガバナ

ー、今井ガバナー補佐、本当にありがとうございました。

七七七七七七七七七七飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　七飯ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222227777777777日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火）））））））））） ８月27日（火）　
　８月27日（火）安孫子ガバナー、石山ガバナー補佐をお

迎えして公式訪問が行われました。午後３時30分からの

会長・幹事懇談会では会員増強について、ガバナーより

色々な提案がなされました。続いてクラブ協議会に入り

パワーポイントを使用して各委員長より活動計画の発表

がありました。パワーポイントで発表するのは初めてで

皆、緊張しましたがガバナーより高い評価を戴きホッと

しました。久しぶりに写真屋さんによる記念撮影の後、

例会ではガバナーより国際協議会の様子を中心にお話があり感銘深く拝聴しました。会場を移し午後６時30

分より｢国際交流の集い｣に参加して戴きました。夏休みを利用して七飯町にホームステイしている留学生10

名と楽しく会食を致しました。忙しいスケジュールにお付き合い戴きました安孫子ガバナーに感謝致します。

函函函函函函函函函函館館館館館館館館館館北北北北北北北北北北ロロロロロロロロロローーーーーーーーーータタタタタタタタタタリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ　函館北ロータリークラブ 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 ８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月22222222228888888888日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水）））））））））） ８月28日（水）　
　８月28日（水）、安孫子ガバナー、今井ガバナー補佐をお

迎えしてガバナー公式訪問が行われました。午前10時から

の会長・幹事懇談会では、今年10月開催の当クラブ創立50

周年記念式典に先立ち、洞爺丸慰霊碑清掃奉仕や函館ハー

フマラソン給水事業などの社会奉仕活動を中心に50年間の

歩みをガバナーへお伝えしました。11時からのクラブ協議

会では、各委員長から活動方針を示し、最後にガバナーか

らは「公共イメージ向上」と「出席の重要性」についての

講評をいただきました。今年は当クラブＣＬＰ導入元年で

あり、さらにＣＬＰの理解を深めることができました。

　この日はクラブ奨学生への奨学金支給日であり、ガバナーから奨学生へ奨学金を手渡していただきました。

奨学生は挨拶の中で夏休みに参加した「リーダー養成塾（於福岡県）」の報告を行い、マレーシアのマハティ

ール元首相や明石康元国連事務次長の講義を聴いた感想を述べました。ガバナーからは奨学生の未来への期

待とともに、それを支えている函館北ＲＣの活動を評価していただきました。
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  米山記念奨学会へのご協力に感謝申し上げます  
米山功労者

　美唄ＲＣ 井門　英明 会員（10回）７月25日

　美唄ＲＣ 北野　保孝 会員（１回）７月25日

　札幌ＲＣ 小山　　司 会員（２回）７月16日

　美唄ＲＣ 阿部　　稔 会員（６回）８月30日

　美唄ＲＣ 大竹　繁夫 会員（７回）８月30日

　美唄ＲＣ 吉村　誠治 会員（７回）８月30日

　札幌西ＲＣ 上出　利光 会員（３回）８月２日

　新札幌ＲＣ 高橋　雅行 会員（２回）８月29日

　七飯ＲＣ 上野　一義 会員（18回）８月27日

　七飯ＲＣ 石川　　強 会員（１回）８月27日

米山功労クラブ

　札幌西ＲＣ　　　　　24回　　　　８月２日 

  ロータリー財団へのご協力に感謝申し上げます  
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー

　砂川ＲＣ 瓜　　俊雄 会員（２回）７月

　滝川ＲＣ 神部　洋史 会員（６回）７月

　滝川ＲＣ 高山　訓正 会員（３回）７月

　札幌北ＲＣ 出村知佳子 会員（２回）７月

　札幌北ＲＣ 藤城　英明 会員（１回）７月

　札幌北ＲＣ 嶋田　久昭 会員（１回）７月

　札幌北ＲＣ 福田十太郎 会員（３回）７月

　札幌北ＲＣ 桶川　昌幸 会員（１回）７月

　函館ＲＣ 柴田　繁男 会員（４回）７月

　札幌ＲＣ 市川　唯行 会員（８回）８月

　新札幌ＲＣ 嘉屋　輝夫 会員（３回）８月

　新札幌ＲＣ 伊藤　　豊 会員（１回）８月

　函館ＲＣ 藤井　方雄 会員（５回）８月

　北斗ＲＣ 光銭　健三 会員（２回）８月

ポール･ハリス･フェロー

　新札幌ＲＣ 村上　　寛 会員　　　　　８月

　本年度地区大会の記念事業の先陣を切って９月15日（日）記念囲碁大会が日本棋院北海道本部を会場とし

て開催されました。

　開会式は玉造ガバナー補佐のご挨拶で始まり、郷地区大会実行委員長、金田ホストクラブ会長の各挨拶が

あり戦いは開始されました。

　地区から参集した精鋭は16名。今年度も団体戦方式で４名１チームの計４チームの総当たり戦で優勝を競

い合いました。

　その結果、３回戦を終えて勝ち点・総勝ち数が同数となった為、各チームの代表者による決勝戦が行われ

ました。Ａチームは大村五段が、Ｂチームは戸井六段が各代表となり、この全勝者同士による対決の結果、

優勝は　　　大将　佐藤五段（札幌北ＲＣ）

副将　大村五段（札幌西ＲＣ）

三将　庭山三段（札幌ＲＣ）

四将　植田初段（札幌ＲＣ）を擁するＡチームが、

又準優勝は　大将　戸井六段（札幌幌南ＲＣ）

副将　五十嵐四段（滝川ＲＣ）

三将　伊澤四段（岩見沢東ＲＣ）

四将　小関一級（浦河ＲＣ）からなるＢチームがその栄誉に輝きました。

　個人戦の全勝賞では前記２名の他、伊澤四段、冨岡二段の合計４名が見事受賞されました。

　代表戦までもつれ込み、緊迫の中にチームが一丸となって応援し戦う今年度の囲碁大会もまたドラマを含

んだ良い大会となりました。

　激戦の疲れも覚めやらぬまま、懇親会場をＫＫＲホテル札幌に移し、金田敏雄地区大会幹事のご司会のも

と、最年長（92歳）の山地会員（札幌手稲ＲＣ）から講評を頂き、羽生ガバナーエレクトの乾杯のご発声に

より懇親会は始まりました。その中で、成績発表、景品授与となり、優勝チームを代表しての弁、初参加の

弁、全勝者の弁となごやかに会は続きました。

　やがて時間となり、来年の再戦を各人期して午後７時30分、次年度ホストクラブ札幌南ＲＣの佐々木雅之

次年度地区幹事のご挨拶があり、又、札幌幌南ＲＣの戸井会員の「来年はおもてなしの気持ちに徹して皆様

をお迎えします」の一言に会場は沸き、各ロータリアンは熱い握手の後、それぞれの家路につき大会記念行

事の第一弾はこうして無事終了致しました。

国際ロータリー第2510地区

煙焔地区大会記念囲碁大会焔煙
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クラブ会長、幹事、国際奉仕担当理事様

拝啓　記録続きの異常気象が一段落した折、貴クラブの皆様方ご清栄の事とお慶び申し上げます。

　私ども、囲碁好きのロータリアンで結成するロータリー囲碁同好会（ＧＰＦＲ）日本支部は、以下の要領

で「第12回ロータリー全国囲碁大会」を開催いたします。碁盤を通じて交流を図る会ですので、クラブ内の

皆様に大会参加を呼びかけて頂きますようご案内をお願い申し上げます。

　大会は上級者（五段以上）、中級者（三段～四段）、初級者（二段以下）の３クラス制の早碁戦です。個人

戦のほか、上級者２人の成績によるクラブ対抗戦も行います。初心者、会員ご家族の参加も歓迎いたします。

また、ＧＰＦＲは台湾、韓国にも支部を持つＲＩ認証の国際親睦グループ（国際奉仕活動）で、毎年春には

３カ国の囲碁国際大会も開催しています。ＧＰＦＲ活動については、上記のホームページをご覧ください。

大会参加はメークアップになります。 縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁 敬具

記

日　時　2013年11月２日（土）　　09：30 登録受付　　10：00 開会式　　16：30 表彰式

会　場　日本棋院会館（東京・市ヶ谷）１階対局場

主　催　ロータリー囲碁同好会日本支部

共　催　第2580、2750両地区（東京２地区）

ホスト　東京ロータリークラブ

登録料　7,000円（昼食代、賞品等含む）

　大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロー

タリークラブを通じて、上記のＧＰＦＲ日本支部宛にＦＡＸ（０３－３４５２－１６５２）でご連絡下

さい。参加要領等を返信いたします。お問い合わせ等もＦＡＸにてお願い致します。

日本支部幹事 太田清文（東京ＲＣ）

日本支部　104－0031　東京都中央区京橋２－11－８　全医協連会館１階

国際ロータリー第２５８０地区ガバナー事務所内　

HP　http://www.gpfr.jp

　地区組織の変更について

・地区新世代奉仕委員会について

地区青少年交換委員長の交代に伴い、地区新世代奉仕委員を出口修会員（札幌大通公園ＲＣ）に変更し

ます。

・地区青少年交換委員会について

ガバナー月信９月号でもご連絡しておりますが、委員長の交代に伴い、有田京史会員（新札幌ＲＣ）を

委員長から副委員長に変更致します。

・地区職業奉仕委員会について

委員として選任されておりました小樽南ＲＣの矢野諭会員が８月30日で退会されたため、新たに小樽南

ＲＣの白石亨一会員が選任されましたので宜しくお願い致します。

ＲＩ認証

　ロータリー囲碁同好会

　Go Playing Fellowship of Rotarians

 億億億億億 「第12回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 億億億億億 
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慎んでお悔やみ申し上げますとともに　心からご冥福をお祈り申し上げます

戸部アナマリア　会員（札幌はまなすＲＣ）

2013年７月29日逝去（享年76歳）
【ロータリー歴】 1992年６月７日　入会（チャーターメンバー）
  1995～97年度　　地区青少年交換委員
  2000～01年度　　会　長
  2001～03年度　　地区国際親善奨学金委員
  2003～04年度　　第４グループガバナー補佐　地区会員増強委員
  2004～06年度　　地区クラブ奉仕委員
  2006～07年度　　地区新世代委員
  2006～08年度　　地区インターアクト委員長
  2007～08年度　　地区新世代副委員長　地区危機管理委員
【表彰関係】 米山功労者マルチプル(４)
  マルチプル・ポール・ハリス・フェロー(２)

訃　報

新 会 員 の ご 紹 介
（敬称略）

静内ＲＣ

福原　啓介
入 会 日　７月３日
職業分類　自動車販売

羽幌ＲＣ

山口　芳徳
入 会 日　　７月４日
職業分類　教育行政事務

羽幌ＲＣ

大坪　秀明
入 会 日　７月４日
職業分類　一般自動車販売

静内ＲＣ

吉田徳一郎
入 会 日　７月31日
職業分類　生花販売

新札幌ＲＣ

田中　忠行
入 会 日　９月４日
職業分類　電気工事

新札幌ＲＣ

南部　　賢
入 会 日　７月３日
職業分類　電気通信工事業

羽幌ＲＣ

田坂　修二
入 会 日　９月５日
職業分類　一般自動車販売

千歳セントラルＲＣ

成田　宏明
入 会 日　８月27日
職業分類　自動車販売

札幌モーニングＲＣ

大崎　康二
入 会 日　８月21日
職業分類　弁護士

小樽南ＲＣ

山田　　正
入 会 日　　８月１日
職業分類　リネン・寝具

　メキシコで生まれ、メキシコ国立大学ではジャーナリズムを専攻し、その後、日本政府より特別研修生とし
て招かれ、東京大学、早稲田大学、立教大学等で日本のマスコミを研究した。1964年５月には、メキシコをご
訪問された皇太子明仁殿下と美智子妃殿下のおともを務める。メキシコで出会った、戸部謙一（札幌西ＲＣ会
員）氏と結婚し、一男一女を設け、現在では４人のお孫さんも出来て、幸せな日々であった。
　ユネスコ協会、いけばなインターナショナル、大学女性協会などの団体でも多大な活躍を遂げ北海道より国
際文化賞が贈られた。
　すべての人、皆に公平な態度で接し、優しさと強さを教え、与えてくれた、札幌はまなすロータリークラブ
の、まさに大輪の花的存在であり、まさにミセス ロータリアンでありました。
　故戸部アナマリア会員のご冥福を心からお祈り致します。　 （玉造啓子　第４グループガバナー補佐）
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地　区　ガ　バ　ナ　ー　安孫子　建　雄

地区ガバナー指名委員長　佐々木　正　丞
 

　2016-2017年度地区ガバナー･ノミニー候補者として適格な会員があり、地区ガバナー指名委員会の審

議を希望する地区内クラブは、12月１日必着にて、地区ガバナー指名委員長（地区ガバナー事務所気付）

宛、文書（書式任意）をもってご推薦下さい。

　なお、地区ガバナー・ノミニー資格条件については、国際ロータリー細則第15条第７節１項～５項及

び第８節の資格条件に適していることを要します。
 

[参考] 国際ロータリー細則第13条（ガバナーの指名と選挙）　 　

　　　 　　　　　　　　　　国際ロータリー第2510地区　地区ガバナー指名委員会規定

（1998-1999年度地区年次大会決議第８号）

寛

感
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2016-2017年度

ガバナー・ノミニー候補者推薦のお願い

ロータリー文庫
　〒105-0011  東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル3階　TEL（03）3433-6456　FAX（03）3459-7506
　　　　　　  開館：午前10時～午後５時　休館：土・日・祝祭日　　http://www.rotary-bunko.gr.jp

講演より
頁発行年著者/出版社書　名

6Ｐ2013竹田恒泰
「日本人が知るべき、日本人の精神･美しさ・誇りとは
…」（D.2600地区大会報告書）

5Ｐ2013柿本倫明「チーム力」（D.2600中信第二グループＩＭ報告書）

27Ｐ2012奥山清行
「“超”ものづくりへの挑戦－これからの100年をデザイ
ンする」（D.2550地区大会記念誌）

7Ｐ2012伊藤年一
「動物と人　共に生きる」
（D.2750インターアクト年次大会報告書）

2Ｐ2013紺野美沙子
「思いやりの気持ちが平和をつくる」
（D.2760地区大会記録誌）

2Ｐ2013村松康司
「進化するＸ線技術と社会へのインパクト」
（D.2680西播第2グループIMReport）

4Ｐ2013渡辺玉枝「私の登った外国の山々」（米山梅吉記念館館報21号）

4Ｐ2012岡村　健「『荒城の月』原曲」（福岡南R. C.会報）

6Ｐ2012岡村　健
「『故郷：ふるさと』～柳の下のどじょう？」
（福岡南R. C.会報）

[上記申込先：ロータリー文庫]

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年

に創立された皆様の資料室です。

　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万３千点を収集・整

備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、

文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承りま

す。また、一部資料はホームページでＰＤＦもご利用いただけます。

　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、 

ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。（312号）
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2013年10月のロータリーレート　１ドル100円

10月　職業奉仕月間・米山月間

公式訪問(札幌はまなすＲＣ)１(火)

公式訪問(札幌モーニングＲＣ)２(水)

公式訪問(芦別ＲＣ)３(木)

４(金)

小樽ＲＣ創立80周年記念式典(小樽)５(土)

～６(日)北海道ローターアクト交流会(芦別)

６(日)

７(月)

８(火)

９(水)

10(木)

11(金)

12(土)

13(日)

体育の日14(月)

15(火)

16(水)

17(木)

2013-14年度地区大会記念ゴルフ大会18(金)

(北広島)

～20(日)日韓親善会議(韓国･ソウル)19(土)

2013-14年度地区大会(札幌)

2013-14年度地区大会(江別)20(日)

21(月)

22(火)

23(水)

公式訪問(岩内ＲＣ)24(木)

公式訪問(松前ＲＣ)25(金)

函館北ＲＣ創立50周年記念式典(函館)26(土)

27(日)

公式訪問(蘭越ＲＣ)28(月)

公式訪問(小樽ＲＣ)29(火)

公式訪問(倶知安ＲＣ､余市ＲＣ)30(水)

31(木)

10 11

11月　ロータリー財団月間

１(金)

２(土)

文化の日３(日)

振替休日４(月)

公式訪問(札幌清田ＲＣ､札幌セントラルＲＣ)５(火)

６(水)

公式訪問(札幌東ＲＣ)７(木)

公式訪問(札幌幌南ＲＣ)８(金)

公式訪問(札幌手稲ＲＣ)９(土)

10(日)

公式訪問(札幌南ＲＣ)11(月)

公式訪問(札幌西ＲＣ)12(火)

公式訪問(札幌ＲＣ)13(水)

公式訪問(札幌西北ＲＣ､札幌大通公園ＲＣ)14(木)

15(金)

森ＲＣ創立50周年記念式典(森)16(土)

米山学友会定時総会･懇親会(札幌)

17(日)

公式訪問(札幌北ＲＣ)18(月)

公式訪問(岩見沢東ＲＣ)19(火)

20(水)

公式訪問(岩見沢ＲＣ)21(木)

22(金)

勤労感謝の日23(土)

第３グループＩＭ(美唄)

地区ロータリアンのための新世代(青少年)24(日)

会議(札幌)

25(月)

26(火)

27(水)

公式訪問(江別ＲＣ)28(木)

29(金)

30(土)
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出席率・会員数 ７１クラブクラブ数８
月
出
席
率
・

会
員
増
減
数

２,５１４人期首会員数

２,５９０人(１１６人)当月末会員数（女性）

７６人増加会員数

８４.４５％当月平均出席率

出席率
会　　　員　　　数例

会
数

クラブ名

グ
ル
ー
プ 内女性増減2013.8.312013.7.1

87.752234323深 川

1

78.722247454羽 幌

83.330212103妹 背 牛

93.663039393留 萌

85.8776132126小 計

77.390030303赤 平

2

71.522440364芦 別

95.340044443砂 川

77.002484805滝 川

80.3148198190小 計

86.170331284美 唄

3

79.291035354江 別

94.904026263江 別 西

90.420177764岩 見 沢

83.812022223岩見沢東

98.501023233栗 沢

97.833023234栗 山

90.971028284当 別

90.24124265261小 計

98.83061211153札 幌

4

92.312013133札幌はまなす

88.894033333札 幌 北

79.260148473札幌モーニング

88.316052523札 幌 西

81.303133324札幌西北

92.373234325札幌手稲

88.751810334324小 計

97.70011181174札 幌 東

5

100.005019193札幌清田

100.002658524札幌幌南

100.003020203札幌真駒内

98.750080803札 幌 南

64.991115144札幌大通公園

73.002-1563札幌セントラル

93.153124233新 札 幌

90.95168339331小 計

80.461020204岩 内

6

76.006441373倶 知 安

92.000473693小 樽

83.542170693小 樽 南

82.602021214小樽銭函

100.000112114蘭 越

79.204445413余 市

84.831514282268小 計

出席率
会　　　員　　　数例

会
数

クラブ名

グ
ル
ー
プ 内女性増減2013.8.312013.7.1

88.453454504千 歳

7

73.633233314千歳セントラル

88.133343403恵 庭

84.321117163北 広 島

83.003020203長 沼

67.8600774由 仁

80.901310174164小 計

89.771122214え り も

8

78.502015153三 石

77.781024243様 似

65.920166653静 内

91.671028283浦 河

80.7352155153小 計

79.620154533伊 達

9

79.610239374室 蘭

85.700035353室 蘭 東

75.002335323室 蘭 北

83.871031313登 別

91.6000883洞 爺 湖

82.5736202196小　 計

81.350186854函 館

10

94.874140393函館亀田

75.000041414森

81.500018184七 飯

70.00011093長 万 部

63.772025253函館セントラル

77.7563220217小 計

66.701011113江 差

11

87.840350474函館五稜郭

75.786048483函 館 東

90.910123223函 館 北

60.000015154北 斗

91.6700443松 前

78.8274151147小 計

81.501130293白 老

12

86.222052524苫 小 牧

84.624026264苫小牧東

90.473030303苫小牧北

85.70101138137小 計

84.45116762,5902,514合　　　　　計



北の街・札幌のシンボル、ポプラ。

４本のポプラは“４つのテスト”を表

現。札幌北クラブ会員の親睦と奉仕を

力強いラインでデザイン化している。

紺色が基調となっておりますが勿論空

と海の自由を象徴しております。また、

知性と冷静な判断を持ち行動すること

も意味し、社会的害悪から岩のような

頑固さとスクラムで対処し、内部に於

いて平和を願うと言った構想で描いた

ものです。

雄大な日高連峰・・海・・特に全国的

に知られています日本一の競走馬の生

産数を誇る馬のふるさと・・を基調に

してデザイン・製作しております。

日高連峰と洋々たる太平洋の自然・・

まきばにたたずむ、親馬と子馬。

色合い含めて、気に入っております。

秀峰・目国内岳と紅葉

蘭越ＲＣはニセコ連峰の一角を占める

蘭越町を区域としています。

ニセコ連峰の中でも奥ニセコと称され

る目国内岳の裾野はほぼ蘭越町にあり、

特に新見渓谷は紅葉の名所として名高

い。

（作：新見　健会員）

明治初期に余市町でリンゴの栽培を試

みた結果、今では全道一となったリン

ゴ。

余市町と言えばリンゴという事でバナ

ーには北海道のマークに余市町に印を

つけて、リンゴの絵を配置したバナー

となった。

2009年バナーの作成にあたり、この年

ユネスコ無形文化遺産となった「アイ

ヌ古式舞踊」を、アイヌ民族博物館長

兼常務理事の野本正博氏のご協力いた

だき作成しました。

ユネスコブルーの地色に踊りを踊る後

姿を配し、ロータリーマークとともに

英語で

THE AINU DANCE

“Intangible Cultural Heritage”

SHIRAOI JAPAN

記してあります。
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