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【地区目標】
❶ クラブの将来像を打ち立てる
❷ より多くの会員の参加を得てクラブにおいて新たな事業に取り組む
❸ 青少年への支援を発展・充実させる
❹ ICTも利用して交流の輪を広げる
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暑いと思っていた夏がいつの間にか過ぎ、涼しい風が吹く季節になりました。そのような季節の移
ろいを感じながらクラブ訪問を続けています。9月号では江別RCへの訪問までを書かせて頂きましたが、
その後のクラブ訪問記です。
8月8日の週には、長沼RC、千歳セントラルRC、北広島RC、恵庭RCと第7グループのクラブにお邪

魔しました。途中雨にも当たりましたが、お邪魔したクラブではとても温かく迎えて頂きいろいろな
お話を聞かせて頂きました。
8月15日の週には、森RC、函館RC、函館五稜郭RCと道南のクラブを回りました。行きと帰りの道中

は良い天気でしたが、滞在した日は雨で函館山から見ると雲と雨にさえぎられた函館の市街の風景で
したが、それなりに風情がありました。
その翌週も再度250kmを走り道南に出かけて、函館亀田RC、函館東RC、江差RC、函館北RC、七飯

RCと最後に北斗RCにお邪魔して来ました。2023年にクラブを解散するというクラブでは、私として
は初めてのクラブの解散に関するお話をする機会に恵まれました。
8月29日の週には、白老RC、苫小牧北RC、苫小牧東RC、苫小牧RCと第12グループのクラブを回る

ことができました。同じホテルでの例会が続きましたが、出された食事は全て異なり、ロータリアン
が居るホテルの気遣いに感心しました。
9月に入り5日の週には、伊達RC、室蘭北RC、室蘭東RC、登別RC、室蘭RCと洞爺湖RCの第9グルー

プの6つのクラブを一気に回ることが出来ました。
夜間訪問となったところでは、お誘いは断らず例会後の飲み会にも参加して話に花が咲くこともし

ばしばでした。会員のお店に行くことができるのも楽しみの一つです。
いずれのクラブにおいても、ガバナー補佐の皆さんが事前に訪問して、地区の目標などについてお

話して頂いていましたので、私としてはとても話がスムースで大変有り難く思っております。
また、それぞれのクラブ協議会において委員長さんたちにロータリーに対する想いを伺っています

が、これが本当に楽しく、それぞれの方のそれぞれのロータリー観があることが分かりそれぞれのク
ラブの雰囲気が伝わってきます。
それにしても、町村の首長さんには多くのロータリアンが居るのに市長さんにはロータリアンが居

らず、名誉会員というケースが多くありました。何か不思議な気がしました。
話は、変わりますが東京の私の同期のガバナーが9月10日に地区大会を開催したので、お邪魔してき

ました。プリンスホテルの一つで開催しましたが1,000人以上集まり、皆さんマスクはしていたとは言
え、立食での懇親会には驚きました。同じプリンスホテルでも札幌とは全く対応が違うのはどうして
なのか不思議です。
世の中理解できないことが多いですね。ウクライナにおける非生産的活動も大きな謎ですが、これ

が人間の性なのでしょうか？ロータリーが目指す世界平和は絵に描いた餅なのでしょうか？薄学非才
の身としては理解に苦しむことばかりです。
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メッセージ
国際ロータリー第2510地区

2022－2023年度ガバナー 石丸 修太郞
（札幌西RC）
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RID2510地区における2022-23年度の寄付金7月のスタートは約324万円でCOVID-19が高止まりの
中でも前年度に比べ約59万円の増加となりCOVID-19が蔓延し始めた2019年度以降、初めて7月の寄
付額で前年度を上回るスタートを切ることができました、会員の皆様のご支援に厚くお礼を申し上げ
ます。

米山月間に因んで米山記念奨学会委員会より三つのお知らせをさせて頂きます。

一つ目は米山学友の周順圭さん（中国国籍でアメ
リカ在住、1962-63東京RC、1963-68東京世田谷R
C）が5月31日に東京米山記念奨学会本部を訪れ、個
人として50万ドル（約6,650万円）の大口寄付をお
申し出くださいました。周さんは1958年に来日し、
東京工業大学学部課程、同大修士課程を卒業後、東
京大学博士課程へ進学、工学博士の学位を取得した
後、渡米しました。半導体の専門家として数々の企
業を成功に導き、シリコンバレーのハイテク業界で
は広く知られている人物とのことです。今年86歳の
周さんは、生まれ育った中国、米山記念奨学生とし
て専門教育を受けた日本、そして成功をおさめたア
メリカの架け橋となって支援と恩返しの気持ちを込
め寄付をしたいとお話されたそうです。

二つ目はウクライナの米山学友ラチアナ・セゾネコンさん（2017-19大
阪城南RC）近況をご紹介いたします。戦争勃発後、それまで製剤科学者と
して薬剤を開発する日々を送っていたラチアナさんの生活は一変。祖国の
ために何かできることを・・・と考え彼女は志願してボランティア団体に
入り最も弱い立場にいる人々のために、赤ちゃんのオムツやミルク、衛生
用品などの生活必需品を送る活動を始めました。彼女の世話クラブである
大阪城南ＲＣも、会員や米山学友から寄せられた義援金を送金したという
事です。ラチアナさんは「ロータリーの皆様からのお金は難民の支援に充
てています。私は首都キーウから80㎞ほど離れた所にいて、破壊された町
から逃げてきた人々の手助けをしています。一番の願いはロータリーで学
んだ戦争の無い平和です。」と語っていたそうです。

三つ目は米山学友の第3回世界大会「再開in関東」がいよいよ2023年8月5日と6日に、つくば国際会
議場、ホテルグランド東雲にて開催されます。2年に一回開催されます米山学友世界大会には文字通り
世界中の米山学友（米山記念奨学生ＯＢ、ＯＧ）が集う大会です。登録料はロータリアンとその家族1
5,000円、米山学友、奨学生7,000円、登録方法は米山記念奨学会ホームページ等で告知致しますしRI
D2510地区米山記念奨学会・学友委員会からも地区ホームページで告知を致します、会員の皆様のご
参加をお待ちしております。

米山月間に因んで
国際ロータリー第2510地区 米山記念奨学会・学友委員会

委員長 入井 浩樹
（滝川RC）
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第2510地区の札幌RCに今年7月から入会させていただきました日本銀行札幌支店長の松野です。出
身は函館市ですが、北海道で勤務するのは初めてです。過去にも那覇RC（第2580地区）、広島RC
（第2710地区）に加入していました。約4年ぶりにロータリアンに復帰できたことを、とてもうれし
く思っております。
わが故郷である北海道経済の現状をみると、一昨年以降の新型コロナウイルス感染症の影響により、

基幹産業である観光業を始め、幅広い業種が厳しい状況に直面してきました。今春以降は、新型コロ
ナ感染症の影響が徐々に薄れる中で、個人消費や観光が回復傾向を示しており、全体として緩やかに
持ち直しています。その一方で、国際情勢の緊迫化等に伴い燃料や原材料価格の上昇がみられており、
企業収益や家計の実質所得を下押ししています。冬の寒さが厳しい北海道では、燃料価格の上昇は大
きな懸念材料です。ウクライナ情勢の長期化や新型コロナの感染再拡大の懸念も引き続きあるため、
先行きの不透明感が強い状況が続いています。
こうした中でも、道内企業では、ポストコロナを展望した設備投資や新規事業の立ち上げなど前向

きなチャレンジに取り組もうとしています。その実現のためには、企業経営者など多くの人の知見を
集めていくことが大切になります。ロータリークラブは、「ロータリーの目的」という理念と志を同
じくする方々と胸襟を開いて交流できる貴重な機会であり、現下の様々な課題や悩みを共有しつつ、
人々の知恵を結集して職業奉仕や社会奉仕等に取り組む場として大きな意義を有しています。
那覇や広島のロータリーでは、所属しているクラブの方々はもちろん、地区内の他のクラブの方々

とも交流する機会を得ました。那覇ロータリークラブに所属していた時は、おそらくローカルルール
だと思いますが、他のクラブで卓話をすると2回分のメークアップになったことから、沖縄の離島を含
めて多くのクラブを訪問させていただきました。広島でもインターシティミーティング等で交流の輪
を広げることができました。那覇や広島で知己を得た方々の中には、北海道ファンの方も多く、札幌
に赴任することになったと伝えたところ、今度ぜひ遊びに行きたいとか、さらには北海道の方と一緒
にポストコロナに向けて議論したいといったお話も頂いており、とても心強く思っています。
こうしたロータリアンの皆さまとのつながりを大切にし、さらに札幌ロータリークラブで新たなつ

ながりの輪を広げることで、2022-2023年度のテーマである「イマジン・ロータリー」にあるとおり、
素晴らしい北海道の未来を頭に描きつつ、微力ながら貢献して参りたいと思います。何とぞ宜しくお
願いいたします。

「地域社会の経済発展月間」にあたり

日本銀行札幌支店長 松野 知之
（札幌RC）
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2022年8月1日から3年ぶりに地区インターアクト
委員会での研修旅行が開催されました。今までの研
修旅行は台湾への海外研修旅行が主な旅行先でした
が、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、今年度
は国内での研修旅行開催に踏み切りました。
研修旅行先を決めるにあたり、昨年は東北大震災

が発生して10年を迎えたことから、地区インターア
クトクラブでは、オンラインによる震災学習と仙台
育英学園高等学校インターアクトクラブとの交流会
を行っておりました。震災事前学習を経験したこと
もあり、研修先を東北地方に決定し研修内容の企画を進めていきました。
今回の東北研修旅行は、生徒17名・顧問教師4名・ロータリアン2名の合計23名での出発となり、1

日目は仙台空港到着後松島へ移動し、遊覧船に乗船しガイドさんから震災当日のお話を伺いました。
東北全般の被害が甚大であったわけではなく、松島は大小さまざまな島が点在していたことで津波の
影響が少なかったことが分かりました。2日目は研修旅行のメインイベントでもある仙台育英学園イン
ターアクトクラブとの震災・防災意見交流会が開催され、各々学校紹介や活動紹介、ご当地クイズや
アイスブレイクで交流を深め、その後5グループに分かれて、東北大震災や胆振東部大震災時にどういっ
た対応をしたのか、また、今は防災についてどのような準備・対策を講じているのか等意見交流を行
い、当地区の生徒たちが活発に意見交流している姿が多く見受けられました。午後には、昨年度オン
ライン学習でお話を伺った地元語り部の方が運営している施設である岩沼みんなの家や千年希望の丘
を見学し、津波から避難する方法やその後の対策について説明を受け、生徒達も真剣に聞き入ってい
ました。津波で流された場所の活用についてもその後の現地施設を見学することができ、被災者の考
えや希望といったものを感じました。最終日は石巻の街歩きで最新技術のアプリを用い、被災前後の
街並みをガイドさんからの説明を伺いながら街歩きを行いました。その後地元の笹かまぼこ工場での
笹かまぼこ作り体験や瑞鳳殿を見学し旅を締めくくりました。

地区インターアクト研修旅行を終えて
国際ロータリー第2510地区 インターアクト委員会

委員長 福見 隼人
（札幌東RC）
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第38回2022-2023年度全国ロータリークラブ（甲子園）大会予選兼RI第2510地区親睦野球大会は、
8月27・28日の両日、石丸修太郞地区ガバナー（名誉大会長）を迎えて、新ひだか町静内古川公園球
場などで開催されました。
大会は「野球を通じて親睦の輪を広げよう」をテーマに静内RC（四ツ屋義道会長）がホストを努め3

年ぶりに開催する大会には、赤平RC、滝川RC、岩見沢RC、静内RC、伊達RCの５つのロータリー野球
同好会が参加しました。
27日は、静内エクリプスホテルで開会式と前夜祭を行い、前回優勝の静内RC 福原 啓介キャプテン

より優勝旗の返還があり、優勝レプリカが贈呈された。
恒例の選手宣誓は、次期開催地の赤平RC菊島孝次選手（48才）で「我々選手一同は力を抜いて試合に
臨み、対戦チームには全力で親睦に努め、元の身で赤平に帰ることを誓います」とユーモア溢れる宣
誓で会場が和みました。
開催地 新ひだか町大野克之町長、石丸修太郞地区ガバナーの祝辞で始まり、参加クラブのお国自

慢、クラブ自慢、新ひだか町内の各企業・団体などから沢山の景品でのビンゴゲーム等々、いつもの
大会と同じ楽しい雰囲気の前夜祭でした。
28日は、トーナメント方式で熱戦を展開。競技は石丸修太郞ガバナーの始球式で開幕。往年の野球

少年が野球プレーを通じて親睦を深めました。
決勝戦は、滝川RCと岩見沢RCが対戦。互いに疲労を堪えながらの耐久戦は最終回まで逆転に次ぐ逆

転と白熱した試合となり、滝川RCが優勝しました。最高勲章選手は、滝川RC 井上 要選手が選ばれま
した。優勝した滝川RCおめでとうございます。
この大会は、毎年開催され、参加クラブ会員（選手）は、1年振りの旧交を温め親睦を深める楽しい

同好会活動です。地区内のクラブの皆様、是非ともチームを作って参加して下さい。甲子園球場で野
球できます。
今大会運営では、地元審判団の皆様、静内高校野球部女子マネージャー3名の球場アナウンス、少年
野球チームのボールボーイなど多くの方々のお手伝いと、静内ロータリークラブ会員が大会成功に向
けて入念な準備と実行で大会が終了することが出来ました。
この大会に参加した全てのロータリークラブの皆様に感謝を申し上げ大会報告とさせていただきま

す。

国際ロータリー第2510地区親睦野球大会
『滝川ロータリークラブが優勝』

国際ロータリー第2510地区親睦野球大会
大会実行委員長 河原 秀幸

（静内RC）

大会テーマ『野球を通じて親睦の輪を広げよう』
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選手宣誓 赤平RC 優勝 滝川RC

石丸ガバナーの始球式

前夜祭会場の風景 前回優勝 静内RC優勝旗返還

【試合結果一覧】
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ガバナー公式訪問報告

江別西ロータリークラブに石丸ガバナーが来訪されたのは、
８月２日（火）でした。
ご随行に第3グループの松下ガバナー補佐、第2510久木地区財
務委員、第3グループの北野ガバナー補佐幹事がいらっしゃいま
した。
定刻の16:30から会長・幹事懇談会が始まりました。
会場の江別市民会館は、去る7月16日に地区会員増強セミナー

が開催された会場でもあります。石丸ガバナーからは、先ずこ
の増強セミナーを終えてからガバナー公式訪問を開始すると考
えておられたという事をお聞きしました。そのこともあり、会
長・幹事懇談会では会員増強、さらには如何に会員を維持して
いくかを会談させていただきました。さらに新入会員の教育や
モチベーションの向上をどうするか等で一つ提案をいただきま
した。それは、いわゆる『ファイヤーサイドミーティング』と
称する小人数ミーティングです。クラブ全員の例会ではなかな
か本音が出なくても、５～6名のグループでは意見も出しやすく
会話も活気が出てくるとの事です。これは今後我クラブでも取
り入れていきたいと感じました。特に若い人を世話役とし会場
設定、企画を任せてのミーティングも有効であると思いました。
17:30からはクラブ協議会を行いました。
各委員会の代表が参加し、今年度の計画等の発表をしました。
石丸ガバナーからは、当初ロータリー財団のお話していただ

きました。さらに、寄付をする事は非常に重要な事であると共に、自分の得意なことをする事また小さ
な活動をする事でもロータリアンとしてより充実した活動であるのではないかというお話をいただきま
した。
18:30から開催したクラブ例会においては、通常のセレモニーの一部を省略し、札幌西RCとのバナー

交換や石丸ガバナーから特にポリオについて講話をいただきました。せっかくの講話でしたが、コロナ
禍ということもあり、20分程度との要望も快く承諾いただきました。
全体的には、石丸ガバナーはお仕事の関係で江別に詳しく、過去の災害の事や農産物についてもいろ

いろお話しさせていただきました。農業生産者や食品関連の仕事に携わっている者も在籍していること
もあり、江別を代表する小麦品種『ハルユタカ』についても話が盛り上がりました。

※紙面の都合上や原稿の到着日により掲載順が
前後する場合がございますのでご了承ください。

江別西ロータリークラブ 8/2(火)
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岩見沢東ロータリークラブ 8/3(水)
新年度になってすぐの８月３日。石丸修太郞ガバナーの公式訪問がありました。久木利弘地区財務委員、

松下早苗ガバナー補佐、北野隆春補佐幹事にもご来会いただきました。
初めの会長・幹事懇談会では石丸ガバナーが開口一番、ざっくばらんに話しましょうと言われ、砕けた

雰囲気にしてくださったおかげでクラブの状況など忌憚なく話すことができました。
次にクラブ協議会ですが、それぞれが方針を読み上げるよりも、今考えていることを話してくださいと

言われたので、各担当が心に描いている抱負を遠慮なく語ることができました。この時点で打ち解けた雰
囲気になったので安心して協議会を進めることができたと思います。
さて例会でのガバナー挨拶の概略を紹介いたします。
今回は他のクラブで話したことのない内容になるかもしれないと言われ話が始まりました。
ある日、税理士だった父親が子供たちに一家の一大事を話してくれた。父親が保証をしているある会社

が借金が膨れて倒れるかもしれないということだった。自分は小学生だったのでよくわからなかったがと
にかく一緒に働こうと思った。
倒れた会社は札幌にも少ない新しいスタイルのクリーニング会社だった。そこでは子供でもできる仕事

があり手伝ったりした。
父は税理士なので母親が社長になった。月末になると父母が喧嘩していた。資金繰りのことだったろう。

両親が忙しいので姉二人が食事の準備をしてくれたが自分も手伝わされているうちに、食事の準備を覚え
た。おかげで学生時代も、後に海外で暮らす時も大丈夫だった。
そのお陰か今も自宅では朝ごはんを作ってから奥さんが起きてくるのを待つという毎日を送っていると

のこと。一同、笑い声が上がり、若い時の苦労は後々役に立つもの、どこにいても食べ物に困らないこと
は一生を左右する特質であると思い感動していました。
スペインでの調味料は塩とオリーブオイルとニンニク。コショーすら使わないと。素材が美味しいとそ

れで良いということ。生ハムの美味しさ、その感激を聞いた時、素材が良いということは何物にも勝ると
いうことに一同共感しました。
ガバナーは13年も海外にいたそうで日本に戻れない気持ちもあったが母親の体調が思わしくないので帰

国されて、以来30年も経ってしまったとのこと。父はロータリーに入っていたが看病のために辞めていた。
そこでご自分に何度も熱心に誘いが来ていた。
ある出会いがあって入ることになった。例会ぐらいなら出られると思った。しかし親睦委員になり委員

長になったりして飲み会もありだんだん入り込んでしまったとのこと。それは大多数のロータリアンが経
験することと感じながら聞いていました。
その後は地区の委員会に入るようになりロータリーというものを改めて見直すようになって様々なクラ

ブを知るようになり、海外のクラブなどと交流すると我々とかなり違うロータリーライフを送っているこ
とも知ったとのことです。
その後、財団の監査をする人の募集があり応募してみた。するとラーニングセンターに行かねばならな

いことになった。必死に研修を終え財団の監査に登録した。日本では３人しかいないとか。補助金の出し
入れにも慎重に当たらなければならないことがあるようです。
最後に言われたことは「岩見沢東RCは持ち味である仲の良さを絶対くずしてはいけないと思います。もっ

と沢山の人を抱え込むよう目標を持ってぜひ頑張っていただきたいと思います。」と。非常に説得力ある
お話に私を始め、一同が深く頷いていました。ありがとうございました。
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栗沢ロータリークラブ 8/3(水)
令和4年8月3日（水）、石丸ガバナー、下村地区副代表幹事、松下ガバナー補佐、篠田ガバナー補

佐幹事をお迎えして、公式訪問が開催されました。
10時30分からの会長・幹事懇談会では金山会長、本田幹事、中田会長エレクトが出席し、栗沢RCの
歴史から現在のクラブの特徴などを説明し、石丸ガバナーからは会員増強の取り組み方法などのアド
バイスをいただきました。
11時30分からの「クラブ協議会」では五大奉仕委員長からコロナ禍での活動方針や今後の取り組み

などを発表し、石丸ガバナーから貴重な助言をいただきました。
12時30分からの例会では、地区テーマ「ロータリーの想いを馳せる」～明日のロータリーに夢を込

めて～と題してガバナーに講演いただきました。
特に印象深かった事は、会員増強に関して経営者にこだわらず、人と何かするのが好きな人、例えば
主婦の方でもOKですと話されていた事です。また会員同士職業をより知るために、会員卓話を積極
的に開催したほうが良いとのアドバイスをいただきました。職業奉仕とはお互いが無理をせず、でき
る事をできる範囲で行えばよいという事を教えていただきました。
例会終了後、全員で記念撮影をし「公式訪問」を終えました。

ガバナーの飾らないざっくばらんな性格のおかげで、公式訪問はとても楽しく和やかに終了すること
ができました。会員一同心より感謝申し上げ、報告とさせていただきます。
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美唄ロータリークラブ 8/3(水)
2022年8月3日（水）16時30分より石丸修太郞ガバナーをはじめ、下村卓也地区副代表幹事、松下

早苗第3グループガバナー補佐、篠田 勝第３グループガバナー補佐幹事をお迎えし、ガバナー公式訪
問を開催しました｡
会長・幹事懇談会では、大坪会長より当クラブの近況と特徴について報告させていただいた後、ガ

バナーからの力強い想い溢れるご挨拶をいただくとともに様々なご意見等をいただき、終始和やかな
中に有意義な時間を過ごす事ができました｡
クラブ協議会においては、当クラブ各委員長から今年度の活動計画を説明し、会計やSAAからも説

明。残念ながら、新入会員の入会はありませんでした。
最後にガバナーから総合的なご意見やご助言をしていただく中、ロータリーは地域に根差し、未来

へ繋げていくためにも会員拡大が大切である旨のお話を伺いました。
夜間例会前に石丸ガバナーはじめ来訪者及び会員で記念写真を撮影しました。
セレモニーの後、石丸ガバナーにビールで乾杯をして頂き、その後ご挨拶で会員が減少している中

ではロータリーに入会しやすい環境を作ることが大切で、今のロータリアンは会社の代表で無くても
よく、例えば主婦でも奉仕活動に興味のある方などに積極的に参加して頂きたい。職業分類も、その
方の趣味や特技で、料理が得意な方は「料理」、そのほか手芸・園芸等何でも良いのではと話されま
した。ロータリーの目的の再認識と魅力を地域に伝えることが会員拡大に繋がるのではとフランクな
雰囲気の中で拝聴させて頂きました。
連日お忙しい中、また、コロナ第７波の中、当クラブに公式訪問して頂きました事をメンバー一同

より感謝申し上げます。
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江別ロータリークラブ 8/4(木)
2022年8月4日（木）、第2510地区、石丸修太郞ガバ

ナーが江別RCに公式訪問でお越しくださいました。
中川和昭会長体制になってから、まだ一ヶ月という初々

しい運営体制の中、ガバナーに失礼がないようにお迎え
しなくてはならない！という使命感のもとに、当日は10
時30分からの会長・幹事懇談会というタイムスケジュー
ルでしたが、9時に例会場へ到着。各会場の座席配置や備
品、例会時の食事の打ち合わせなどをさせていただきま
した。
石丸ガバナーの会場到着時、会長含め数名にてお出迎え
させていただいたのですが、下村地区副代表幹事を助手
席に乗せて、ご自身で運転されて来訪されたのには一同
驚かせていただきました。
石丸ガバナー到着後は随行されたみなさまと名刺交換などさせていただき、和やかな雰囲気の中様々

な話題で会談をさせていただきました。
会長・幹事懇談会、各委員会委員長とのクラブ協議会では、石丸ガバナーが考えていらっしゃるロー

タリー論をご教授いただき、会員を増強するにあたっての心構えや、例会の雰囲気作り、メンバー間
のコミニュケーション方法など、たくさんのお話をお聞かせいただきました。
そして全出席メンバーとの例会です。月初めということもあり、米山奨学生のチャイ・ソタヴィー

さんが例会出席されていたので、ご紹介させていただけたのでタイミング良かったと思います。
石丸ガバナーや松下ガバナー補佐、下村地区副代表幹事、篠田ガバナー補佐幹事、それぞれが各テー

ブルにおいてメンバーと交流していただき、様々な立場からお互いのクラブの話などをしながらあっ
という間の食事時間をすごすことができました。
いつもの馴染みあるメンバー同士の食事も楽しいですが、こうして各クラブより来訪していただく

と、それぞれの風習や文化を知ることができて刺激あってよいですね。あらためてメーキャップする
ことの重要性を感じたところです。
最後に出席者全員での集合写真を撮影して解散となりましたが、来たときと同様に外までお見送り

に行かせていただき、車が安全に出発されたあとに松下ガバナー補佐がおもむろに「この辺で美味し
いソフトクリーム食べれるところありますか？」と聞いてきたので、すぐ目の前の飲食店をご紹介さ
せていただき、篠田ガバナー補佐幹事とスキップしながら消えていったのは内緒です。
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長沼ロータリークラブ 8/8(月)
8月８日（月）、石丸修太郞ガバナー、徳田雄大地区幹事、

五十嵐宏ガバナー補佐をお迎えし、ガバナー公式訪問が開催さ
れました。
午後5時からの会長、幹事、会長エレクトとの懇談会では、

真田会長からクラブの特徴と今年度活動方針の説明の後、公式
訪問での質問事項でありました、地区補助金活用状況と青少年
奉仕事業について報告いたしました。未来を担う子どもたちへ
の奉仕活動は、長沼RCが創立当初から一貫して力を入れてき
た分野であり、これからも継続していく所存です。
引き続いてのクラブ協議会ではガバナーからのご提案で、各

委員長の今年度の活動方針と活動計画とともに、ロータリーへ
の思いも発表することになりました。クラブ内でそれぞれのロー
タリー観を今一度、共有することができ、長沼RCへの思いも
知ることができたのは新鮮であり、有り難いことでした。
クラブ協議会後の公式訪問記念例会では、徳田地区幹事、五十嵐ガバナー補佐からもご挨拶をいた

だきましたが、徳田地区幹事からご自身の経験を通してロータリーの返事は「イエスまたはハイ」
「喜んで」さらには「待ってました！」と。
私たちも笑いの中に、ロータリアンとしての姿勢を学ばせていただき、さらに五十嵐ガバナー補佐

からは、ご自身の経験豊かなロータリー活動から、これからの私たちの進む方向を示していただきま
した。
メンバーを次々亡くし会員減の当クラブは会員増強が喫緊の課題ですが、ガバナーの「人を喜ばせ

ることのできる人ならば、主婦でもサラリーマンでもロータリアンの資格があり、社長ばかりを狙う
のではなく、面白い人を探しましょう」とのお言葉は、増強の意欲を掻き立てられるものでした。
また「チャーターメンバーと準チャーターメンバーが多いことは貴重であり、誇りに思って良い、

今、長沼RCは成長過程にある」とおっしゃっていただいたことは、小さなクラブながら３１年目を歩
みだす私たちを励まし、これからの活動へ背中を押された思いがいたしました。「伸びしろしか無い！」
を合言葉に、この一年を充実したものにしていく所存ですので、今後ともご教導を宜しくお願いいた
します。
最後になりましたが、石丸修太郞ガバナー、徳田雄大地区幹事、五十嵐宏ガバナー補佐のご訪問に

会員一同感謝申し上げ、ガバナーはじめ皆さまがご健勝で成果の多い一年になりますよう祈念いたし
ます。
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千歳セントラルロータリークラブ 8/9(火)
令和4年8月9日に石丸修太郞ガバナー、第7グルー

プ五十嵐宏ガバナー補佐、徳田雄大地区幹事をお迎
えし、ガバナー公式訪問を開催致しました。
第一部の「会長・幹事・会長エレクト懇談会」で

は当クラブ大下会長よりクラブ概要の説明をさせて
頂き、クラブの若返りを目指してシニア会員を創設
し、若い会員でクラブ運営を行っていきたいとのお
話しをさせて頂きました。またコロナ禍が継続して
おりクラブ活動が出来なかった期間に入会した新入
会員も多くおり、本年度は対内向けの活動に力を入
れていきたいとのご説明をさせて頂きました。更に当クラブの会員数は決して多くはなく委員会の兼
務者が多くいるが、委員会組織としては活発に活動している旨をご説明させて頂きました。
石丸修太郞ガバナー様からは委員会を兼務する事は問題ではなく、委員長の把握している情報を委

員会メンバーがしっかりと共有出来ているかが大事であるとのお話を頂きました。また今後のクラブ
運営に関して、いかに早く次年度に向けた動きをスタートさせる事が大事であるかとのお話を頂戴す
る事が出来ました。
クラブ内で未来ビジョン会議を確立し、2～3年後の未来に向けて今から動き出す事が大事であると

のご助言を頂戴する事が出来ました。
第二部の「理事懇談会」においては、当クラブ理事より今年度の活動概要の説明をさせて頂きまし

た。
石丸修太郞ガバナー様より個々のロータリーに対する思いについて、ご質問を頂戴いたしました。

理事メンバーからは「自身の日々の行動を確認し、ロータリアンとしての品格を大切にしていきたい」
との話や、「36年の子育ての経験を活かし、女性会員目線で活動に取り組みたい」との報告をさせて
頂きました。
ガバナー論評では交換留学生の受け入れについてご提案を頂き、青少年指導者養成プログラム（RYL

A）への従業員の参加についてもお話しを頂戴する事が出来ました。また地区HPへの会報の掲載につ
いても、協力のご依頼を頂きました。
第三部の「例会 ガバナー卓話」では、自身のガバナーエレクト当時のお話しや、今年度RI会長テー

マの読み解きに至る経緯についてアットホームな雰囲気の中で会員に向けてお話しを頂戴いたしまし
た。
今後のクラブ運営にとって非常に参考になるお話を頂戴し、ロータリー活動に対する思いを今まで以
上に大きくすることが出来た一日となりました。
5年後の未来を見据えたクラブ運営と活動に邁進していきたいと思います。
誠に有難う御座いました。
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北広島ロータリークラブ 8/9(火)
2022年8月9日(火)北広島クラッセホテルにてガバナー公式訪問が行われました。
公式訪問には石丸修太郞ガバナーの他、徳田雄大地区幹事と五十嵐宏ガバナー補佐の3氏をお迎え

いたしました。当クラブからは大谷会長、藤田(隆)幹事、藤田(真)会長エレクトが出席し計6名での懇
談会が行われました。
まずは大谷会長より現在のメンバー構成及び活動内容の報告がございました。
活動内容としてはファイターズのボールパーク関連の活動が活発になり、ロータリークラブとして

も活動の中心になっていくと予想されると報告いたしました。石丸ガバナーからは会員増強のアイディ
アをいただきました。青年会議所とのコンタクで次世代会員や女性の会員増強またはトライアル会員
制度の新設で気軽にクラブに参加していただける等とても為になるお話をいただきました。
とても和やかな懇談会であっという間に予定の時間がたち、例会へと席を移動いたしました。
例会では石丸ガバナーから卓話をいただき、今年度もコロナと向き合って行かなければならないが

楽しいロータリー、楽しいい活動をしてロータリアン全員が楽しく参加できるようにと前向きなお言
葉をいただきました。
当日はバナーの交換を行い、また入会の新会員がおり石丸ガバナーよりバッチの授与を行っていた

だき大変記念になる公式訪問となりました。今後もコロナ過の状況ですが、出来る限りの活動を行っ
ていこうと思っております。
石丸ガバナー、徳田地区幹事のご訪問心より感謝申し上げます。
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恵庭ロータリークラブ 8/10(水)
8月10日（水）石丸修太郞ガバナ－、第7グループ五十嵐 宏ガバ

ナー補佐、徳田雄大地区幹事をお迎えしてガバナー公式訪問が開催
されました。
コロナ禍につき、感染防止に充分配慮した上での会長・幹事・エ

レクト懇談会を行いました。
当クラブが長年継続して行っております事業への取り組み等、そ

れぞれの年代別の活動に対するお話、また、幅広い年齢層の中で会
員相互が協調性を保ち円滑に交流、活動している現状などをお話さ
せていただきました。
中でも当クラブ独自で行っています歯車基金に対しては大いに共

感して頂きました。そして米山奨学生、青少年交換留学生事業、近
隣市町村の中学生を対象とした恵庭ロータリー旗争奪少年野球大会、
秋の例大祭で市内全8小学校を対象にした子供相撲大会に対しては
高い評価を頂き今後の活動に向けてより一層の励みになりました。
限られた時間ではありましたが石丸ガバナーのお人柄なのか終始和やかな雰囲気の中、実りある有

意義な懇談会となりました。
引き続きクラブ協議会を行い、各委員長より今年度の事業計画を発表させていただき、それぞれの

項目に対して助言を頂きました。又その際に各委員長へ「ロータリーに対する思いを一言ずつ」と求
められ苦慮した一面もありました。
その後、全出席会員との例会を開催いたしました。
石丸ガバナーをはじめ皆様方のご紹介に始まり、米山奨学生アンさんのスピーチ、バナー交換の後、

石丸ガバナーよりご講演を頂きました。講演の中では、地区テーマ、地区目標に対する補足説明、ロー
ターアクトの拡充、米山奨学生に対する想い、そして我が国のポリオに対する活動状況等々お話を頂
きました。限られた時間内での講和という事で石丸ガバナーには大変慌ただしく誠に申し訳なく感じ
たところです。例会終了後全員で記念写真を撮影後、理事を含めて食事をとり公式訪問は終了となり
ました。
私共はこの公式訪問を機に、更に活動を活発化して行きたいと思います。最後になりますがコロナ

過であり、さらに残暑厳しい中、訪問下さり有難うございました。
第2510地区全クラブへの公式訪問が滞りなく終了します事を願っております。
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函館ロータリークラブ 8/18(木)
令和4年8月18日（木）、函館RC第4253回例会は石丸修

太郞ガバナーの公式訪問でした。
例会に先立ち、石丸ガバナーと、玉井清治ガバナー補佐、

地区財務委員会の久木利弘委員と、当クラブ額賀康之会長、
二本柳慶一会長エレクト、原一彰幹事の6名で会長・幹事
懇談会を行いました。話題は新会員獲得、退会防止から北
海道新幹線と北海道経済のかかわりにまで多岐に及び、内
容の濃い30分の懇談となりました。
引き続き、石丸ガバナー、玉井ガバナー補佐、久木地区

財務委員をお迎えして、本年度第2回のクラブアッセンブ
リーを開催しました（出席会員37名）。石丸ガバナー、玉
井ガバナー補佐のご挨拶に続き、五大奉仕委員長から今年
度の活動計画を発表しました。伊藤正明クラブ奉仕委員長
からは、出席委員会から姉妹クラブ委員会まで9委員会の
活動計画を報告、森健二職業奉仕委員長からは職業奉仕委
員会の報告、渡邉政久社会奉仕委員長からは社会奉仕委員
会と環境保全委員会の報告、佐藤友康国際奉仕委員長から
は国際奉仕委員会、ロータリー財団委員会、米山記念奨学
委員会の報告、飯野智子青少年奉仕委員長からは青少年奉
仕委員会と函R奨学委員会の報告をそれぞれ行いました。
石丸ガバナーからの講評では、多種多様な継続事業と新規
事業が行われていることを評価して頂き、特に環境保全委
員会の活動については、独自の特色ある事業を継続的に行っ
ている点や、地元の小学校、高文連、行政と協力して実施している点に高い評価を頂きました。
記念撮影後の例会（出席会員51名）では、委員会報告で当クラブの活動の一端をご紹介しました。

特に新規の函R奨学生の挨拶をお聞き頂き、事業の意義を感じ取って頂けたと思います。卓話では、国
際ロータリーの現状、現会長のテーマ、地区やガバナーの意義、役割などのご説明に続き、ガバナー
方針について詳しくお話し頂きました。特に、ポリオや財団奨学生などロータリー財団の事業や、米
山記念奨学会の活動の意義について詳しくご説明を頂き、財団と米山の寄付の重要性をお話し頂きま
した。また、青少年奉仕の諸活動の推進やICTの活用についてもお話し頂きました。
全体として、ご自身の国内外での多彩なご経験に基づいた明確な価値観と意思をご提示頂くと同時

に、ロータリー活動や北海道に対する熱い思いをお伝え頂き、会員一同感銘を受け、今後ロータリー
活動に取り組む上での多くの示唆と、情熱を受け取ることができました。ご訪問に深く感謝するとと
もに、健康面にもご留意頂き、地区のため、ロータリーのために益々ご活躍下さいますことを祈念い
たします。
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函館五稜郭ロータリークラブ 8/19(金)
令和4年8月19日（金）当クラブの例会会場でありますホテル法華クラブ函館において、石丸修太郞

ガバナー、当クラブメンバーでもあります柏木秀之ガバナー補佐、久木利弘地区財務委員をお迎えし
て公式訪問を開催いたしました。
10時30分からの会長・幹事懇談会では、当クラブ小林大輔会長が濃厚接触者の為、ズームでの参加

となりましたが、クラブの特徴や活動内容を説明申し上げ、ガバナーからご挨拶を頂きますと共に意
見交換では終始和やかで有意義な時間を過ごす事ができました。
クラブ協議会では、各委員会からの活動計画の報告の後、ガバナーより「ロータリークラブに対す

る思い」を出席メンバーに尋ねられ、「本来の自分は社交性が無いもだと思っていたが、RCのお陰で
友人と楽しく過ごす事が出来ている」や「RCに入っておらず、私個人では思うような奉仕活動が出来
ないが、仲間と一緒に行える喜びがある」等、各々の「思い」を聞く機会に恵まれ、新たな一面を知
る事ができました。又、会員増強の必要性と内容充実の重要性等を示唆して頂きました。
12時30分より例会が開催され、メルボルン国際大会のお話や10月14日、15日、16日の地区大会関

連の事業のご案内。ローターアクトクラブの規定変更や俱知安RCがホストクラブになり行う、日本で
初めての国際スキー同好会、スキーウィークのお話等、興味深く拝聴させて頂きました。
又、ロータリー117年の歴史で初めての女性会長ジェニファーＥ・ジョーンズRI会長が打ち立てたイ

マジンロータリーの重点目標やマークの意味。
地区のテーマである「ロータリーに思いを馳せる」への想い等、多岐に渡るお話をして頂きました。

その中でも「ロータリーの根は親睦であり、その上に職業奉仕があり、シンプルな事が活動の根源で
す。」「社会奉仕、青少年奉仕に役立てて活動していくのがロータリーだと考えています。」との言
葉が心に響きました。
例会終了後、ガバナーを囲んでの記念撮影を行い公式訪問を終えました。
石丸ガバナーにおかれましては、御自愛頂き、以降の公式訪問をはじめ、全ての事業が無事に終了

されますことを御祈念申し上げ、公式訪問の御礼とさせて頂きます。
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函館東ロータリークラブ 8/23(火)
8月23日（火）石丸修太郞ガバナー、下村卓也地区副代表幹事をお迎えし、午前10時半から会長・

幹事懇談会、11時半からはクラブアッセンブリー、そして12時半からは公式訪問例会がホテル函館ロ
イヤルシーサイドにて開催されました。
函館市内でも過去最多の新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、すべての出席予定者の参加こ

そかなわなかったものの、多く会員の出席の下無事開催できました。クラブアッセンブリーにおいて
は、限られた時間の中、当クラブ出席者全員に「ロータリーに対する想い」について発言の機会を与
えていただいたこと、ロータリーアンそれぞれの発言を聞いて、一人一人の活動を見つめ直し、決意
を新たにするとても良い機会になり、非常にありがたく感謝申し上げます。
当クラブについて、温かい雰囲気のよいクラブであると石丸ガバナーよりお褒めいただいたことも，

手前味噌ではありますがうれしく存じます。
例会の講話では、RIテーマ、地区テーマについて「イマジン」というと何でも想像できてしまう・・・

という切り出しから、石丸ガバナーの様々な「イマジン」を当クラブの奉仕活動、今年度の地区の様々
な予定行事にからめてご紹介・解説していただきました。
最後に札幌西RCとのバナー交換、記念撮影を行い、クラブ公式訪問の締めくくりとなりました。
下村地区副代表幹事におかれましても、地区大会の準備状況等を直接伺うことができ、とても有意

義なご訪問でありました。
この公式訪問を今年度、次年度のクラブ運営に生かして参りたく存じます。
どうもありがとうございました。
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函館北ロータリークラブ 8/24(水)
2022年8月24日、函館北RCにおいてガバナー公式訪問・クラブアッセンブリーが実施されました。

国際ロータリー第2510地区石丸修太郞ガバナー、佐柏木秀之ガバナー、下村卓也地区副代表幹事を例
会会場であるフォーポイントバイシェラトン函館にお迎えしました。
午前10時30分からの会長・幹事懇談会においては、弗田会長、山下幹事兼次年度会長エレクトと懇

談し、コロナ禍における他クラブの活動の状況や現在のロータリークラブが抱える問題や課題を共有
しました。函館北RCは会員数の減少やコロナ禍での活動制限、近年の退会者の増加から、来年度での
解散を前年からの話し合いの中で決定しており、そこに至った経緯や現在の状況の説明が前向きにな
されました。石丸ガバナーからはクラブの総意である事から何も問題なく思う旨のお言葉と併せて、
60周年の式典を閉会式と兼ねて実施する計画に対しては歴史あるクラブの閉幕には、色々と準備が必
要とも思うのでしっかり頑張って欲しいとの激励を頂きました。当クラブと同じ地区には同等の会員
数で運営していたり、近年会員数の減少に悩むクラブもあるので、今回の前向きな解散が他クラブに
どう見えるかを真摯に考え、実行していく考えです。
その後11時30分からのクラブアッセンブリーでも、解散を前提にしている為具体的な活動計画は乏

しかったですが、現在のクラブ会員との思い出をしっかり作り、先輩方に恥じない活動をした上で次
年度の解散に臨む意思をしっかりお伝えしました。幹事からも、式典の構築だけでなくメンバーの卓
話等を通して、ロータリークラブで学んだことを共有する等、意義ある年度にするべく活動するとの
言葉があり、それを受けて改めて石丸ガバナーから頑張って欲しいとのお言葉を頂きました。
例会・食事を経て石丸ガバナー様より講話を頂き、近年の国際ロータリーの取組やご自身の活動へ

の考え方・心構え等大変勉強になるお話を頂きました。長年活動しているロータリアンであればこそ
の見識に触れられ、また来年2023年に行われるメルボルン国際大会へのお誘いも頂き、最後の機会と
してメンバーでの参加を検討してみようと思いました。 講話の後石丸ガバナーと弗田会長にてバナー
の交換セレモニーを行い、公式訪問は無事終了しました。
今回の訪問は閉会が決まったクラブを訪問するという石丸ガバナーにとっても例のない経験だった

と思いますが、実情を理解頂き暖かいお言葉を多く頂けました。他クラブにも先輩方にも恥じる事の
ない、しっかりとした閉会式典を構築していく所存ですので、活動年度中は宜しくお願い致します。
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七飯ロータリークラブ 8/24(水)
「ガバナー、公式訪問でロータリーの想いを語る」

８月24日（水）七飯RCに石丸修太郞ガバナーを迎えて、会長・幹事懇談会、クラブ協議会、クラブ
例会が開催された。七飯クラブは火曜日が例会日、例会会場の都合で水曜日の開催となり全会員14名
の出席が出来なかったが、がバナーと間近にお話が出来、会話を交わせる有意義な例会でした。
石丸ガバナーの地区目標と連携する七飯RC活動目標を話させて頂きました。
クラブテーマは「小さくても掲げた各活動目標を、１つ遣り遂げよう」です。このテーマを掲げた

趣旨説明で、楽しいもの、発展なもの、地域に繋がるものを基本に考えていることや、ロータリー活
動を地域と一緒に推し進め、将来はこの活動を地域に引継げる活動を目指して取組もうと考えている
ことをお話しました。七飯RCは毎年1月7日に、会員に寄せられた新しい年のカレンダーや手帳を町民
に販売する「チャリティーカレンダー市」を開催していました。売上金をお年寄りの様々な活動を支
えている七飯福祉協議会に寄付をしている活動です。町民の理解と協議会の協力で自立出来ると考え、
来年のお正月でカレンダーの収集の役目だけをロータリークラブが担うことになりました。そして、
今年度は新しい事業を展開すべく話合いし活動に繋げて行くことを伝えました。
石丸ガバナーから地域貢献の大切さの必要性と、21世紀は20世紀と違う活動をしなければならない

こと、集まって活動することも職業奉仕の一つの活動であることを話され、会員は職業奉仕の新しい
活動・事業取組に繋がるメッセージとなりました。
来年、5月27日から31日迄、メルボルンで大会が開催され、28日には北海道ナイトを開催、参加願

いのメッセージがありました。ガーデン・シティーの綺麗な町を想像してしまいました。又、20代の
若い職員の人格形成に向けてRLIが来年5月に開催される、会員の会社社員の参加など有意義な地区の
事業を熱く語られました。会員増強のどんな会員に入会して欲しいか、米山奨学生と地元高校生と中
学生の交流など活動のヒントを戴き、懇談会、クラブ協議会を恙なく終えることが出来ました。その
後の例会は、楽しく瞬く間に終わり、これからのガバナーのハードなクラブ訪問に健康に留意される
ことを念じて閉会したしだいです。
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北斗ロータリークラブ 8/25(木)
8月25日（木）石丸修太郞ガバナー、柏木秀之ガバナー補佐、下村卓也地区副代表幹事を迎えての公

式訪問が行われました。
午前10時30分より「会長・幹事懇談会」を会長・幹事・会長エレクトが出席し、森濵会長より当ク

ラブの継続事業の「きっずアドベンチャー2022」8月5日・6日開催の報告、「キッズサッカーフェス
ティバル」は、開催が未定で、昨年同様に各幼稚園へのサッカーボールの寄贈決定の報告及び今年度
の会員増強を積極的に取り組む旨の報告させて頂きました。
引続き午前11時30分より「クラブアッセンブリー」が行われ各委員長より今年度の活動計画の報告

後、石丸ガバナーより、「きっずアドベンチャー」「キッズサッカーフェスティバル」の活動は、大
変素晴らしい活動の為、継続して下さい。又、北斗高校支援学校の支援に関しては、就職支援は、職
種上難しい場合は、スポーツ大会への参加時の経済的支援等の貴重なアドバイスを頂きました。又、
石丸ガバナーより会員増強に関しまして、会員の職場からRYLAへ積極的な社員の参加・ローターアク
ト・衛星クラブ・職業分類で、北斗市は、土地柄、農業関係者への声掛けを進める等の貴重なアドバ
イス・アイデアを頂きました。
引続き午後0時30分より会員7名の参加で例会を開催致しました。石丸ガバナーより2022～2023年

度国際ロータリーテーマ及び戦略的優先事項と目的、第2510地区目標の貴重なお話を賜りました。石
丸ガバナーと当クラブ森濵会長とバナー交換後、記念撮影を行い有意義な石丸ガバナー公式訪問を終
了致しました。
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白老ロータリークラブ 8/30(火)
令和4年8月30日に石丸ガバナーと久木地区財務委員が

白老町にお越しくださいました。
当日は石丸ガバナーが直々にお車を運転して、白老町長

表敬訪問のため、朝10時前に白老町役場までおいでいただ
きました。
白老町長との会談では、ウポポイの話やふるさと納税返

礼品のお話、また、石丸ガバナーはお肉よりもお魚のほう
が好きで、虎杖浜のたらこのお話なども出ました。来年5
月に行われるIMのお話で、ウポポイに皆様をご招待し見学
と研修、そのあとKANTOさんで例会と懇親会を行う旨を
浅利白老RC会長が告げると、白老町長も石丸ガバナーも
楽しみにしてくださいました。
そのあと、白老RCにて、会長・幹事懇談会、クラブ協

議会、例会を行いました。
会長・幹事懇談会では、「世間話をしましょう」とガバナーがおっしゃって下さり、ロータリーの

ことだけではなく色々なお話で盛り上がり、あっという間に時間が過ぎました。
クラブ協議会では、各委員長の活動方針のほかに、ロータリーへの思いを語り合いました。新入会

員も出席してくれたので、ほかの方のロータリーへの思いを聞けたことは大変貴重な体験になったと
思います。
例会時のガバナー講話では、国際テーマと地区のテーマの関係性、未来ビジョン委員会のお話、お

互いの得意なことをクラブ活動に生かすこと、青少年奉仕のお話、ZOOMを使った例会のお話等をお
伺いいたしました。
未来ビジョン委員会は、委員会として活動することよりも、一人一人が自分の所属するクラブの3年

後、5年後、7年後の50周年に向けてどんなクラブにしていきたいかを考え、みんなで話し合うことが
大事だというお話でした。
お互いの得意なことをクラブ活動に生かすということについては、職業奉仕の根っこであって、よ

り多くの会員の参加を得て、お互いの今まで知らなかったところを見つけて楽しく活動していくこと
が大事だというお話でした。
ZOOMを使った会議もコロナ禍だからというだけでなく、他クラブとのつながり等も含めて利用が

できるというお話をいただきました。今後仙台西RCとの交流もあるので、その打ち合わせとしてもZO
OMを利用してはどうかというお話もいただきました。
たくさんの貴重なご意見やお話をもとにして、今後のクラブ活動をみんなで盛り上げていきたいと

思いました。また、新入会員やなかなか例会に参加できていない方に呼び掛けて、少しでも多くの仲
間と語り合える時間を大切にしたいなと改めて感じました。
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苫小牧北ロータリークラブ 8/30(火)
2022年8月30日(火) 国際ロータリー第2510地区 石

丸修太郞ガバナー､第2510地区財務委員会 久木利弘委
員、第2510地区第12グループ田辺真樹ガバナー補佐
の3名が苫小牧北RCを公式訪問されました。
16時から当クラブ門脇考靖会長、菅野秀俊会長エレ

クト、藤井圭介幹事と6名で懇談会を開催し参加者の
本業や所属している団体、ロータリー歴やロータリー
に対する想いを自己紹介形式で発表。石丸ガバナーと
門脇会長の間で今年度の考え方なども意見交換しまし
た。
石丸ガバナーから自分とガバナー補佐との間の情報

共有が今まで以上にたいへん密であること。他ｸﾗﾌﾞへ
の訪問の有意義さや有用性を話され、訪問を推奨してゆくこと。新入会員を増強するだけではなく、
色々なことを知って、理解してもらい、情報共有が大切だと話されました。
門脇会長からは例会に出席してもらうことが大事であり、原点だと思うことや各委員会の長には諸

先輩達になってもらい、過去の活動を踏まえた計画を立てて実行して頂きたい。と述べました。
17時から第3回クラブ協議会が開催。冒頭、門脇会長からお客様紹介があり、活動経過報告ではあ

るが、年度が始まったばかりなので活動計画発表とする挨拶があり続いて石丸ガバナー挨拶では各RC
で歴史などが違うため内容が違うので興味深く参加させてもらう。話をする方々がどんな思いで取組
んでいるかを話してほしいとの要望があり続いて田辺ガバナー補佐から思いはガバナーと同じである
との挨拶がありました。
13委員会の各委員長が活動計画を発表、ガバナーからの要望のどんな思いで取組んでいるかを述べ

また、発言のなかった3名の会員も思いを発表しました。最後に石丸ガバナーから講評を頂き、ガバナー
が思い悩んでいた職業奉仕について何をどのようにするべきか例会の卓話でお話をします。と言う事
で協議会は終了。
18時から8月第3例会に参加され例会の冒頭、門脇会長から3名の方々を会員に紹介し式次第に則り、

食事後に石丸ガバナーに卓話を頂きました。内容は地区の活動テーマをどのように決めたかについて
や過去のクラブ会員条件が1業種1会員だったことが会員を増やし、1995年には12万人を超えていた
こと。21世紀に入り、会員が減少し続けていること。今後、会員増強のためにローターアクトを促進
して、JC経験者など若い方を集めて研修を行い、入会して永く在籍してもらう努力が必要である。職
業奉仕とは何かとの悩みは英語の「vocational service」を和訳して職業奉仕となっているが、私は
得意な才能を用いた奉仕と考えている。得意な才能とは自分の職業を使って行う活動が職業奉仕だと
考えている。これがロータリーの真髄だと思う。と貴重な卓話を頂き皆で集合写真を撮り例会は終了
致しました。
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石丸修太郞ガバナー、この度は我が苫小牧東RCにお越し頂き誠に有難うご
ざいました。又随行されました川村忠地区幹事、田辺真樹ガバナー補佐にお
かれましては大変お忙しい中、前日も12グループを訪問されたとの事ですが、
ご苦労様でした。
10時３０分からの当クラブ平田幸彦会長、内海雅義幹事、佐藤史典エレク

ト、南澤雄二副幹事、木村京子SAA、山田広報委員長と共に参加して、雑談
形式で約1時間程、会長・幹事懇談会を開催致しました。
約10分程当クラブの創立から今日迄の30年の歩みを動画で見て頂きました。
1992年6月に苫小牧北RCを親クラブとしてスタート致しました。発足時は

32名でのスタートでした。それから5周年記念として、網代多賀RCさんと姉
妹クラブとしてお互い調印しておりますが、今は、網代多賀RCさんが廃会し
ております。2016年には創立20周年記念と云う事で、グアムサンライズRC
さん、龍ヶ崎中央RCさんと姉妹クラブとして調印しており
ます。
今年度は再延長としての調印式を行う予定であります。

その創立20周年記念から、グアム「クリスマスドロップ作
戦」に毎年12月上旬に当クラブより参加者を募りグアム島
のアンダーセン基地内に入り(許可取る)作業をして、グア
ムサンライズRCさんと龍ヶ崎中央RCさんと交流を楽しんで
来ましたが、ここ3年程コロナ禍の中参加出来ないでおりま
す。
この事業について石丸ガバナーからは大変素晴らしいと

のご意見を頂きました。又、地元苫小枚市内での奉仕活動として、苫小枚の郵便番号「053」を「ゼロ
ゴミ作戦」と位置づけて毎年5月に市内7か所にゼロゴミ看板を設置してある周辺のゴミ拾いを家族、留
学生と共に作業をした後にBBQを楽しんで交流親睦を深めています。と報告をいたしました。
その後11時30分より別室にて「クラブ協議会」を開催し各部門の総括より今年度の活動計画の発表

をお聞き頂きました。又今年度より新しく「未来ビジョン策定委員会」を立ち上げました。石丸ガバナー
より参加者全員に今のロータリーに対しての思い、苫小牧東RCに対しての今の思いをお話し頂きたいと
の事でした。この対応には各発表者は急なお話しで、戸惑いもあったと思いますが、流石我がクラブ皆
さんの素晴らしい発言に私も感動いたしました。
続いて、12時30分より全員参加による「通常例会」を開催致しました。
9月第一例会でしたので会長挨拶の後、9月誕生日の会員のバースデーソングを皆さんで合唱し、記念

品を6人の会員にお渡ししました。川村地区幹事、田辺ガバナー補佐に一言頂き食事の後、石丸ガバナー
より国際ロータリー初の女性ジョニファーE・ジョーンズRI会長のテーマ「イマジンロータリ」につい
てのお話しと石丸ガバナーの掲げる活動テーマ「ロータリーに思いを馳せる」についてお話しを頂き、
職業奉仕の貴重なお話しも頂きました。有難う御座いました

苫小牧東ロータリークラブ 9/1(木)
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こんにちは！私は室蘭北RC米山奨学生のアリシャ ヌルシャフィカ
ビンティ アマト ダラン（ALISHA NURSHAFIQAH BINTI AMAT DAL
AN）です。名前が長いので、いつもアリシャと呼ばれています。私は
マレーシアから来ました。現在、室蘭工業大学で勉強して、大学院2年
生になりました。あと一年間米山奨学生としてお世話になります。本当
にありがとうございます。
今年で私は日本に来て4年になります。初めて日本に来たのは2019年

です。その時、私は室蘭工業大学に3年学部生として編入しました。学
部を卒業した後、大学院に進学しました。大学院ではもちろん勉強と研
究が難しくなりますが、様々なことを経験できました。勉強以外に私は
学生TAとして、電気電子材料実験を担当し、実験に困っている学部生
を手伝ってきました。また、私はローターアクトクラブに参加しました。
ローターアクトクラブの活動の一つとして、若者と高齢者を
つなぐための勉強会や情報収集をすることで何か奉仕活動が
出来ないか皆で話し合いをしています。そのことにより、異
なる年齢や背景などの人たちと交流し、コミュニケーション
やチームワークができました。そして、新しい友達もできま
した。
大学で私は情報電子工学専攻、電子デバイス計測コースを

受けました。電気電子に強い興味を持っていますので、それ
らを具体的に学ぶため、大学院に進学することを決めました。
大学院では学部時代と同じ高圧電子物性研究室に所属し、熱
電変換・超伝導・半導体分野において、 電子が関わる物質が
圧力-温度変化でどのようにふるまうか研究を行っています。
2019年にCeCoSiという希土類化合物の単結晶の合成が初めて報告されました。このCeCoSiが圧力下で構
造相転移を示すことが私たちのグループの先行研究で明らかになりました。私の研究の目的は、圧力下の
粉末X線回折と精密構造解析（リートベルト解析）と単結晶精密構造解析によって、CeCoSiで現れている
結晶構造と物性を結晶構造の観点から明らかにすることです。そして、リートベルト解析と単結晶構造解
析の結果から希土類化合物の結晶構造、格子パラメータ、構造パラメータ、ボンド長およびボンド角を知
ることができます。それぞれの情報は電気・磁気特性などの議論や評価に対して重要な情報になると考え
ております。
半年間頑張って解析をやり続けた結果、最後に圧力下におけるCeCoSiのリートベルト解析に成功しまし

た。そして、第62回高圧討論会や2020年希土類国際ワークショップで、CeCoSiのリートベルト解析で得
られた結果について発表でき、この結果は学術論文の一部にもなっています。卒業後に私は日本でエンジ
ニアとして就職したいです。将来、自分の力と学んだことを社会と技術分野に生かして、ずっとマレーシ
アと日本の架け橋を作りたいです。
最後になりますが室蘭北RCの皆様そしてカウンセラーの川本先生にはいろいろお世話になっております。

今後ともよろしくお願いいたします。

米山奨学生紹介

「マレーシアから来て」
2022-23年度米山記念奨学生

アリシャ ヌルシャフィカ ビンティ アマト ダラン

室蘭工業大学・室蘭北RC
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私の名前は NHIEU TRUONG BAO TRAN（ニュウ チョウン バオ
チャン）といいます。2000年3月14日生まれの22歳で、出身はベト
ナムのホーチミン市です。2019年3月に留学のため日本へ来ました。
北洋大学国際文化学部、キャリア創造学科の4年生に所属しています。
私は外国語や海外の文学と文化を勉強することが好きで、北洋大学に
入学して、日本語だけではなく、日本の伝統文化や海外の文化、英語
や中国語の授業も受けて、沢山の外国語を勉強しています。
日本へ来てから、自分の新しい趣味を見つけました。それは料理で

す。ベトナムにいる時は家族と暮らしていて、毎日のご飯を母が作っ
てくれていたので、ほとんど料理を作ったことがありませんでした。
一人暮らしを始めてから、自分のお弁当や晩ごはんを作るようにして
います。最初は材料の準備や作り方、味付け方が全く分からずに困り
ましたが、インターネットや日本料理の番組を見て勉強し、今では新
しい料理を作ったり、自分に合う味付けを探したりています。
日本へ来て、あっという間に留学する期間が終わります。3年半前

の日本へ来たばかりの時を振り返ってみると、言葉も文化も
習慣も分かりませんでしたが、今は日本語や生活、また日本
の文化や習慣をきちんと理解して、毎日楽しく過ごしていま
す。ベトナムにいる時は、賑やかな街に家族と一緒に暮らし、
街に出ると、沢山のバイクが走って、人もたくさんいて、盛
りあがっています。そこは日本との違いだと思います。日本
は、あまりバイクは走っておらず、私の住んでいる苫小牧市
は静かで、自然が多い街なので、最初は寂しくてホームシッ
クになり、母国に帰りたかったです。しかし、落ち着いた街
に住んでいて、精神的にリラックスできて、勉強することに
集中できます。
昨年、3年生の時に、ロータリー米山記念奨学会に奨学生として選ばれて、とても嬉しかったです。その

時、日本の生活にだいぶ慣れてきましたが、周りにあまり友達や知り合いがいなくて、出かけたい時や話し
たい時、悩みを相談したい時など、いつも一人で寂しかったです。苫小牧東RCに参加させていただくこと
になり、これから自分を支えてくれるところがあると思いました。ロータリー米山記念奨学会の方々と苫小
牧東ロータリークラブの方々にお世話になって、1年目の時、コロナ禍で色々な活動が中止されましたが、
例会に出席してクラブの方々とたくさん交流することができました。2年目に、コロナ禍が収まりつつあり、
クラブの方々とたくさんの交流活動に参加できています。年末年始のパーティーに初めて日本で自分の国の
服を着て出席して、周りの皆様が褒めてくれたり、一緒に写真撮ってくれたり、一緒に年末を送り、新年を
迎え、家族のような雰囲気で、寒い冬に心が温まり、とても楽しかったです。
学校生活はもうすぐ終わってしまうので、今は就職活動をしていますが、簡単ではなく、いくつかの企業

に面接を受けましたが、すべて落ちてしまいました。自分はダメなのかもしれないと何度もくじけそうにな
りましたが、ロータリー米山記念奨学会の方々と苫小牧東RCの方々にいつも応援していただいて、ここで
諦めてしまっては日本に留学した意味がなくなってしまうので、改めて、自分の長所を見つめ直し、その強
さを日本語で面接する時に、発表できるように練習しています。これからも就職活動は続いていくので、大
変なこと、悲しいことがあると思います。苫小牧東RCとロータリー米山記念奨学会の皆様には迷惑をおか
けするかもしれませんが、いつも応援していただいて本当に感謝して、頑張っていきたいと思います。

「ロータリークラブに支えられて」
2022-23年度米山奨学生

ニュウ チョウン バオ チャン

北洋大学・苫小牧東RC
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地区大会のお知らせ

この度は、国際ロータリー第2510地区2022-2023年度の地区大会に、沢山のご登録をして頂き、
誠にありがとうございます。
新型コロナウィルスの収束が未だ見えてこない現状を鑑み、今年度も参加対象者に制限を設けた上

でのハイブリッド方式による開催になりました。各クラブから4名までの参加とさせていただき、そ
の他のロータリアンの皆さまには、同時配信によるオンライン映像をご覧いただくことになり、ご不
便をかけることも多くあるかと思いますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
また、各クラブ事務局様には、大会事務局に連絡がつかない等、多大なご迷惑をお掛け致しました。
心よりお詫びし、ご協力を賜りました事に感謝申し上げます。
お勧めする見どころは、10月15日（土）10：40～のクラブ紹介です。各クラブが思考を凝らし、6

0秒の中にたくさんの思いが込められた動画は、過去に例を見ない参加クラブ紹介となるでしょう。
また、特に青少年奉仕について、次世代を大事に育てるということはロータリーアンとして重要な

責務という石丸ガバナーのお考えにより、本地区大会において特別企画として「RYLA は地区を変え
られるか？」というセッションを設けました。これぞロータリーの社会人教育の神髄というRYLA に
ついてより多くのロータリーアンの理解を深めて頂きたいと思います。
最終日には、『ユース・フォーラム』として、インターアクト交流会とローターアクト交流会を企

画しております。他の地区と比較すると、当地区内にまだまだ多くのインターアクトクラブやローター
アクトクラブがあって欲しいという石丸ガバナーのご意向により企画されております。
是非、現在の活動をご覧になり、ご自分のクラブでの可能性を検討して頂ければと思います。
登録されている皆様のご参加をお待ちしております。
オンライン視聴方法ですが、地区ホームページより地区大会を選んで頂き、その中に10月15日（土）

本会議、10月16日（日）記念行事『ユースフォーラム』と2つのバナーがございますので、そちらか
らご入場ください。二日間の会場が異なるため、URLも両日違います。
1000名を超えるオンライン登録がございます。
ホストクラブ一同、大会開催に向け邁進しておりますので、沢山のご視聴を心よりお待ちしており

ます。
以下のURLより地区大会のプログラムをダウンロードできます。
https://rid2510.org/district-conferences2023/

当日地区大会の模様は 下記 ライブ配信 にてご覧いただけます。
【10月15日(土)ライブ配信】 【10月16日(日)ライブ配信】

ttps://youtu.be/k8zwm11oemQ https://youtu.be/0mWpyg2LpUM

2022-2023国際ロータリー第2510地区 地区大会事務局
地区副代表幹事 下村 卓也

(札幌西RC）
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◎ 設定人数 ： 20名様
◎ 申込締切 ： 2023年１月31日（火）
◎ 旅行費用 ： お一人様 400,000円
【 利用予定航空会社 】
国際線及びオーストラリア国内 ： カンタス航空 日本国内線 ： 日本航空

【 利用予定ホテル 】
メルボルン ： モーベンピック ホテル メルボルン オン スペンサー（ 予定 ）

メルボルン駅 正面で国際大会会場まで徒歩15分の位置にあるデラックスホテル
シドニー ： ソフィテル シドニー ウエントワース（ 予定 ）

シドニーの中心街にあり象徴的な建造物として知られているデラックスホテル

< 旅行費用に含まれるもの >
・航空料金 カンタス航空、日本航空のエコノミークラス ※ 2022年9月現在、燃油費用が含まれています。
・宿泊料金 メルボルン 3泊 シドニー 1泊 朝食付き ※ ２名１室利用
・日程表の送迎費用 空港とホテルの送迎及び、団体行動中は係員がご案内いたします。

< 旅行費用に含まれないもの >
・空港利用料、その他諸税 約20,000円（ 2022年9月現在のもので変動があります）
・任意 / 国際大会登録料（各自）、北海道ナイト参加費（各自）、

オーストラリアETAS電子入国査証(入国必要条件）OP（オプショナルツアー：食事、観光）、
海外旅行保険、一人部屋希望者追加費用 100，000円

【 ご案内事項 】
・参加人数を20名様で旅行費用を算出させて頂きましたが、人数に満たない場合は変更になる場合がございます。
また、お一人部屋、ベッドタイプのご希望は施設の事情によりご希望に添えない場合もございますので予め
ご了承ください。
なお、御取消料は国際大会による現地施設の都合により、お申込み後からは旅行費用の10％がかります。その後、
御取消料はお取消し日により取消料率が変ります。 （国際大会期間の為、規定が厳しいことをご理解願います）

【 お申込み・お問合せ】：（株）産経海外旅行 札幌市中央区北１条西７丁目 タキモトビル４階
電話：011-271-5388 ＦＡＸ 011-271-5621 担当：斉藤・矢田目

2023年メルボルン国際大会のご案内（第一報）

地区RI国際大会推進委員会

委員長

福井 敬悟
(札幌手稲RC・PG)

2023年国際大会は、5月27日（土）～31日(水)にかけて、オースト
ラリア・メルボルンにて開催されます。メルボルンはオーストラリア
南東部の海岸沿いにあるビクトリア州の州都で、「エコノミスト」誌
の「世界で最も暮らしやすい都市」で1位を獲得しています。
第一報として、メルボルン・シドニー7日間のコースをご用意致しま

したのでご案内いたします。歴史的な建物や文化が残る自然豊かな落
ち着いた都市・メルボルンと、近代的な大都市・シドニーを楽しめる
コースとなっています。是非、ご家族お誘いあわせのうえご参加いた
だき、コロナ禍で旅行が制限され会えなかった友と、そしてまだ会っ
たことのない世界のロータリアンと、ロータリーの絆を深めましょう。
多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。
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地区ガバナー 石 丸 修 太 郞
地区ガバナー指名委員長 福 田 武 男

2025－2026年度地区ガバナーノミニー候補者として適格な会員が在籍しており、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16.010.節～

第16.020.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12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）

2019年手続き要覧抜粋

2025－2026年度
ガバナーノミニー候補者推薦のお願い

第16.010. ガバナーノミニーの資格条件

理事会によって許可されない限り、ガバナーノミニーに選ばれる人物は、選出の時点で、
(a) 地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であるものとする。
(b) クラブ会長を全期務めた経験があること、または最低6カ月間クラブの創立会長を務めた経

験があるものとする。
(c) 第16.030.節のガバナーの任務と責任を果たす意思があり、これを果たすことができる者で

あるものとする。
(d) 細則に定められているガバナーの資格条件、任務、および責任を熟知しているものとする。
(e) このロータリアンが、ガバナーの資格条件、任務、責任を理解し、ガバナーとしての資格条

件を備えており、これらの任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす意思を持ち、それ
ができる状態にあることが明記された声明書をRIに提出するものとする。

第16.020. ガバナーの資格条件

理事会によって許可されない限り、ガバナーは、就任時に、国際協議会に全期間を通して出席して
おり、少なくとも7年以上ロータリアンであり、第16.010.節の資格条件を引き続き保持していな
ければならない。
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ガバナー四方山話

勤めていた事務所の部署の中では数少ない独身だったせいもあり、泊り掛け出張の必要な関与先
の担当が増えて来て、4年住んだマンハッタンのホームステイ先から引っ越しをして、ニュージャー
ジーの住宅街にあったコンドミニアムに居を定めたのは1982年の春頃でした。薄給の身で借金をし
て手に入れたコンドミニアムは高速道路にも近く1LDKながら70㎡くらいあり快適なところでした。
マンハッタンにある自分の事務所への通勤する日は少なく、郊外にあるクライアントの事務所へ

直接行くのに大変便利でした。
NY事務所で勤めている間に担当した一番大きなクライアントは某大手電機メーカーで米国にいく

つかの子会社があり、関連会社も含めるとアメリカ中に事業所があり、それらに出張するのが日常
でした。
ボストン、シカゴ、ワシントンDCとダラスには定期的に出張し監査の仕事の他、給与計算や税務

署への書類作成などしながら滞在していた日本人の駐在員の方々の相談相手も務めて居ました。し
かし外国というところの恐ろしさというか、20代半ばの若造が、一流企業の中間管理職の方々相手
に会計のことばかりではなく海外生活の講釈を垂れていたのですから、今となっては赤面の想い出
です。
シカゴとダラスは流石に航空便を使わざるを得ませんでしたが、ボストンとワシントンDCは自宅

から車で飛ばすと大体3時間半位でしたので独身の気楽さで良く車で行っていました。というのも、
飛行機を使うと飛んでいる時間こそ1時間掛かりませんが、車で空港に行き駐車場に停め、ターミナ
ルに移動して搭乗手続きをし、また到着後、レンタカー会社の所に行き車を借りてクライアントに
向かうということをすると間違いなく3時間以上掛かりました。
しかし、ニューヨーク・ボストン間にはシャトルと呼ばれる航空便があり、その当時は空港に着

くと簡単な金属探知機をくぐり搭乗手続きもせずにそのまま停まっている航空機に乗り空いている
好きな席に座り、離陸後上空に上がってからクレジットカードで航空代金を払うという日本では考
えられない手ごろな乗り物だったのを覚えています。当然機内サービスはゼロですが慣れた乗客は
皆コーヒーなど持ち込んでいました。
出張先での喜びはやはり食べ物でした。ボストンでのメイン・ロブスターはあまり大きくない500

ｇ以内のものが一番おいしく、それをナッツクラッカーで割りながら二匹頂くのが至高の喜びであ
りました。またワシントンDCの郊外にあるシーフードレストランではズワイガニの食べ放題という
のがあり、大ぶりの蟹を6杯頂いたのも懐かしい想い出です。季節が良いとソフトシェルクラブとい
う脱皮したての柔らかな蟹を丸ごとから揚げにしたものを頂いたのも嬉しい記憶です。
マンハッタンから車で20分くらいのところにシティ・アイランドという島があり、夏はそこで、

生のハマグリや大ぶりのあさりそれに牡蠣をカクテルソースで頂くのが素敵で、冷たいビールには
最高でした。

第4回 出張の想い出
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□ロータリークラブとの出会い
私は夕張郡栗山町生まれ。高校時代まで栗山町に住み、高校は岩見沢東高校。嵯峨パストガバナー

の後輩です。Ⅾ52やC62の蒸気機関車で通っていたのですから随分昔の話です。
父、元一郞は栗山RCのチャーターメンバー。平成2年9月に2度目の会長職を務めた後、63歳で亡く

なりました。父はロータリークラブが好きで、東京へ出張に行くときにも常にロータリーバッチを着
けていましたし、ロータリーアンであることに誇りを持っていたと思います。昔は夫人や家族同伴の
行事が多く、四人兄弟の長男である私はよく父に連れられてロータリーの行事に参加した記憶があり、
それが私のロータリークラブとの出会いです。
札幌RCでも今は12月初めに行われるクリスマス家族会だけが家族同伴の行事ですが、年々家族の参

加が少なくなっており寂しく感じます。ロータリークラブの輝きは家族から見ても失われつつあるの
でしょうか。私は2018-2019年度に会長を務めました。私はどんな役職を受けるときにも可能な限り
その組織の過去の資料を読むことにしています。その時も入会以前に発行された30年史40年史50年史
を通読しました。昔の記念誌は実に詳細に記述されており、ロータリーの歴史と共に昭和史を読む感
覚でした。昭和12年5月15日から札幌RCがホストする第一回目の地区大会が開催され、30周年誌には
次のような記述があり、まるで映画のワンシーンのようで深く印象に残っていますのでご紹介します。
また、90年前に札幌RCが設立された時の記念写真も添付しますのでご覧ください。

「その前日、午後1時28分、上野特発のロータリーアン列車は札幌駅到着。佐藤男爵（初代会長）はじ
め札幌RC会員家族総出の出迎え、旧知未知、たちまち親愛と交友は温かく流れ、早くもロータリー精
神は発揮された」

ガバナー補佐自分を語る

「ロータリーと私」

国際ロータリー第2510地区
第4グループガバナー補佐

古野 重幸（札幌RC）
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□人生を変えた交換留学
1974（昭和49）年、私が16歳で高校1年生の時にこの第2510地区から交換留学生としてオーストラ

リアに派遣していただきました。1豪ドル400円の固定レートの時代です。受け入れクラブの決定が遅
れ、その時には当時岩見沢RCの柿本ガバナーには大変お世話になりました。私が行った町はビクトリ
ア州のRobinvale。エリア人口3000人の小さな町で葡萄やオレンジ、オリーブ等果物の栽培が主な産
業。シドニーで100人に聞いても、たぶん一人も知っている人がいないような所です。5軒のホストファ
ミリーにお世話になりました。洋品店と衣料品の経営者、会計士、牧師、葡萄農家。どの家族も大変
親切で、それぞれに色々と忘れられない思い出があります。以来約45年間、つい数年前まではすべて
の家族とクリスマスカードのやり取りが続いていましたし、双方の行き来も何度もありました。下の
写真は最初のホストファミリーであったArnottさんご夫妻が日本を訪れた時に栗山町まで足を延ばし
てくれて、栗山小学校で特別授業を行った時のものです。

このような交流は他にも沢山ありますが、最後にもう一つだけ紹介させて下さい。2008年にRobinv
ale RC（現在は隣のクラブと合併しRobinvale-EustonRC）から創立50周年記念パーティーの招待状
が届きました。設立は1958年、偶然にも私の生まれた年だったのです！
私は妻にも私の第二の故郷を見せたいという思いと、何よりもあの時の1年があって今の自分がある

んだという感謝の気持ちを伝えたく二人で参加。その式典では前述のLen Arnottさんともう一人のホ
ストファザーであるJohn Foxさんがロータリー奉仕50年の表彰を受けました。下の写真は2008年6月
30日のOcean Grove RCの例会「Change Over Night」に参加したときのものです。左から妻、私、
Jan、John、長男David。Foxさんはその時Robinvaleを離れ、メルボルンから1時間ほどのOcean Gro
veに移り住んでいました。この時の例会が大変楽しかったので、私が会長の時に昼間の最終例会をタ
イトルもそのまま「Change Over Night」として、新旧交代の夜間懇親例会に変えて行いました。
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高校1年の時のこの特別な経験がその後の自分の歩みに大きなプラスになりました。もしその1年が
なければ、全く違う人生になっていたと思います。私はロータリーの公式標語「One Profits Most W
ho Serves Best」は実に英語らしい表現で、かつロータリーの精神を端的に表していると思います。
私は逆に奉仕する前に多くのプロフィットを得た訳です。どれだけ出来るか分かりませんが、少しで
も恩返しをしなければと思っています。

□ロータリーの今後
出稿依頼は1000字から1200字とありましたが、既に1800字を超えました。確か紙ベースではない

ので、何字でもいいからという石丸ガバナーのお言葉に甘えて、私が思う今後のロータリーについて
勝手な意見を申し述べさせていただきます。ご存じの通り国際ロータリークラブは100年以上の歴史の
間に、最初は親睦から始まり、その上に職業奉仕の概念を重ね、その二つを土台として「社会奉仕」、
国際奉仕」、「青少年奉仕」の3つの柱を立てて立派な家を築いてきました。私は日本におけるロータ
リークラブは世界がどうであれ、原点に戻る、つまりもう一度親睦と職業奉仕にフォーカスすべきで
はないかと最近思うようになりました。言い換えると、例会にフォーカスするということです。RIが
求める活動は近年多岐に渡り、かつ複雑化し、結果として各ロータリークラブの負担になっているこ
とはないでしょうか。私は昨年度情報委員長として27名の新入会員にオリエンテーションを行い、ご
批判もあるかと思いますが、「ロータリークラブは奉仕する団体ではなく、奉仕する人々の集まり」
であると伝えました。だからこそ例会が一番重要。例会の前半は食事をしながら親睦を深め、後半の
卓話は奉仕の勉強をする自己研鑽の時間。ワンセットなので途中退席はしないで下さいと、当時玉井
地区職業委員長がガバナー月信に寄稿された「重要な40パーセント」のコピーを必ず渡します。私た
ちは国際ロータリークラブの会員ではありません。時代の変化に応じて、それぞれの国や地域に合っ
た活動の在り方があっても良いのではないでしょうか。そんな単純な問題じゃないですよという声が
聞こえてきます。しかし、見た目は後退でも、元気を取り戻す道であれば一考する価値があると思い
ます。

長年続けてきたホストファミリーとのクリスマスカードの交換を2年前にやめたのは、お世話になっ
た方々の訃報が次々と届き、悲しいかなもうほとんどご存命でないからです。しかし、Foxさんの息子
さん家族との交流は続いています。来年5月のメルボルンで開催される世界大会には久しぶりに家族も
連れて行く予定にしています。Foxさんご夫妻のお墓参りをして、その後息子さんたちとゴルフやワイ
ナリー巡りを楽しもうと思っています。
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新会員のご紹介 敬称略

蘭越RC
福島 雅史
令和4年7月1日

土木

新札幌RC
柄澤 衣美
2022年8月17日

ダンス

苫小牧RC
本間 利英
令和4年9月2日
ガス供給

蘭越RC
芳賀 卓也
2022年7月1日
信用金庫

小樽RC
松本 章

令和4年9月6日
商業地方銀行

小樽RC
栄森 剛

2022年9月6日
商業地方銀行

苫小牧RC
畠山 邦彦
令和4年9月2日
自動車販売

伊達RC
小野 慎史
令和4年8月23日
各種商品小売業

札幌はまなすRC
山﨑 泉

令和4年9月6日
政策

札幌はまなすRC
梅原 啓功
令和4年9月6日

治療師
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従来ガバナー月信に掲載されておりました以下の記事は、今年度は地区ホームページ
に掲載をしております。地区ホームページ（http://rid2510.org）をご参照ください。

【ホームページ掲載記事】
・ガバナー補佐名簿
・ガバナー公式訪問日程
・地区カレンダー
・ガバナー事務所スタッフ・担当
・地区予算
・地区クラブ会長・幹事名簿
・地区組織図
・ハイライト米山
・コーディネーターNEWS
・ロータリー定期報告関係 等

月信委員会からのお知らせ

ＲＩ2510地区ホームページ
ＱＲコード



GOVERNER'S Monthly Letter's

37

七飯RCの例会場から一望できる駒ヶ岳は、森町、鹿部町、七飯町にまたがる標高1,131
mの活火山で、渡島（おしま）半島のシンボル的存在となっています。
かつては、富士山のような円錐形の山容をしていましたが、5万年～3万年前の大噴火に

より山頂部分が崩れ落ち、幾度の噴火を経た後、1640年の大噴火により剣ヶ峰、砂原岳と
いった複数の急峻な頂となだらかな裾野を合わせ持つ現在の姿になったと言われています。
このため、駒ヶ岳は見る位置によって様々な姿を見せ、四季折々の景色をまったく趣の異な
る姿で楽しめるのも魅力の一つとなっています。

その駒ヶ岳をなぞるようにして走る函館本線ですが、北海道新幹線の並行在来線である函
館～小樽間の大部分が廃止される可能性が現実味を帯びてきました。北海道新幹線は、新函
館北斗～札幌間の延伸工事が進められています。開業時には、並行在来線である函館線・函
館～小樽間287.8kmがJR北海道から経営分離される予定で、この区間を鉄道として残すか、
バス転換をするかが現在議論されています。函館～長万部間の存廃は未決定で、この問題を
話し合う渡島ブロックの会議が2022年8月31日に開かれました。報道各社によりますと、8
月31日の会議では、函館市が函館～新函館北斗間の存続を要望。北斗市、七飯町も同意す
る姿勢を見せました。いっぽう、全線鉄道維持を積極的に主張する自治体はなかったようで
す。そのため、北海道新幹線札幌延伸後の函館線は、函館～新函館北斗間が第三セクターに
移管のうえ鉄道として存続し、新函館北斗～小樽間は廃止してバス転換、という形が現実味
を帯びてきました。第10グループの函館・七飯・森・長万部の各クラブは、この鉄路廃止
に伴う影響を真っ向から受ける状況が近年訪れることでしょう。今のうちから地元経済界と
ともに真剣に考える時期にきているようです。

表紙の解説（第10グループ）

秀峰 駒ヶ岳



 


