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ガバナー・メッセージ

2018－19年度
国際ロータリー第2500地区ガバナー 細　川　𠮷　博

（帯広北ロータリークラブ）

ガバナー月信  12月号 Dec

ガバナーメッセージ

　11月2日に礼文ロータリークラブの公式訪問
をもって2500地区公式クラブ訪問は完了しま
した。9月5日に予定していましたが台風に見
舞われ、利尻島からの移動を断念せざるおえ
ませんでした。その後胆振東部地震からのブ
ラックアウトにてなかなか日程が合いません
でした。67クラブを訪問させて頂き本当に多
くのロータリアンにお会い出来、親睦と友情
に育まれたロータリーの素晴らしさを実感で
きました。
その後何ヶ所か同期ガバナーの地区大会に訪
問させていただきました。ロータリアンをは
じめ多くの皆さんの講話を聴かせて頂きまし
た。特に2790地区（千葉県）において講演さ
れました阿部志郎様のお話は実に感銘を受け
ました。幼少時に米山梅吉翁とも親交があっ
たとのことですがその中で特に「はんぶん
こ」の話です。先日の2760地区、同期の村井
ガバナーも話されていました。考えさせられ
るのは、私たちの奉仕活動は自分が不要なも
のを、余ったものを他の人に分け与えること
なのでしょうか。ここに一つのパンがある。
自分は空腹だが目の前に同じ空腹の他人がい
たとしたら二人ではんぶんこに分けて空腹を
一緒に満たすことが本当の奉仕活動なんでは
ないか。私たちのちょとした我慢が多くの人
たちに潤いを与えることをお互いに実感した
いものです。そして仏教に中でもタイなどで
は托鉢する僧侶に分け与える立場の私たち信
者が跪いてお布施する。これによって私たち
も同じ徳が得られることがその考えにあると
のことです。決して施しではなく私たちが成
長していくためにも奉仕活動が必要であるこ
と、奉仕を通じて貢献する、ますます必要に
なると思いました。
2590地区（金子ガバナー）の地区大会におか
れては元RI会長　李東建（D.K.リー）氏が会
長代理としてみえられました。そのお話は大
きく会員増強、ポリオ撲滅についてでした。
会員増強について私なりの考えを話させて頂

きます。決して少人数のクラブが弱小クラブ
ではない、素晴らしい活動をしているクラブ
が特にこの2500地区には多いです。それは素
晴らしいことです。何が何でも増やすという
わけではありませんが、やはり多くのメンバ
ーがいることで奉仕活動の輪が広がり、親睦
を深める機会が多くなります。そしてロータ
リーは素晴らしい奉仕哲学を持ち、それを113
年にわたって実践してきた歴史ある団体で
す。そこで実践されます職業奉仕を通じた私
たちロータリアンの活動は地域を、強いては
世界を素晴らしいものに変化させていく力を
持っています。この素晴らしい哲学を多くの
人にひろめること、これも私たちに与えられ
た使命ではないでしょうか。その際多くのク
ラブで話させて頂きましたが、私は以下の点
に意識して勧誘して頂きたいと思います。ま
ず職業分類を大切に活用してほしいです。ど
のような職業の人がいたら自分たちのクラブ
はもっと活動の幅を広げられるかを検討して
頂きたい。そして次に推薦したい人がロータ
リアンとしてふさわしい人であることを確認
して頂きたいと思います。その人が自分の職
業において信頼のある活動をしているか、そ
して社会的に評判のいい人かをしっかりとク
ラブ員皆で判断して頂きたいです。
そのように判断された被推薦者の方にはロー
タリーの意義をしっかりと話され、一緒に行
っていきたい親睦や奉仕活動を語って頂きた
いのです。ぜひロータリアンになることの素
晴らしさを理解して頂いて下さい。ただ社会
的状況もあります。どうか皆さんで根気よく
取り組んで頂きたいと思っています。時間が
あるから、金銭に余裕があるからロータリー
活動を行うのではなく、ロータリー活動を通
じて自分の職業の価値を高め、多くの仲間を
作り、信用を確立していくこと、その結果と
して社会的に多くの活動が可能となります。
それこそがロータリーにおいての「入りて学
びて、出でて奉仕せよ」であると思います。
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公式訪問レポート

第 6分区　帯広北ロータリークラブ

　ガバナーのホームクラブ、若手会員諸兄のアイデ
アと行動力が地区大会の感激をもたらした。大懇親
会の十勝プロダクツタワーは地区内外を問わず大好
評であった。帯広市内第二の歴史と伝統を誇る老舗
ＲＣの実力には衰えを感じることない。合田ＰＤＧ
以来のガバナー輩出クラブとして一時の下降気味の

年月は老害会員の退会と共に今後の可能性に光明を
見出した。
　クラブの役員・諸委員会構成には一部旧態依然の
部分を引きずってきているがＣＬＰ委員会の考えを
早く実行させて、二重構造の委員会構成による理事
数の多さがクラブ内の風とうしの弊害・情報共有の
阻害の感を思わせる。
　スリーピングメンバーの多さを克服し、会員の量
より質に転換させ、若手のエネルギーを充実させる
可能性を秘めたるクラブです。ベテラン会長の最後
のオリエンテーション次第ですね、ロタリー哲学を
教え・導く、ベテラン会員の指導力発揮如何です。
　今後１０年以内に若手ガバナーを輩出するためを
考えて会員一丸となり、クラブの将来を賭ける・
（描ける）為に努力すべきクラブです。

　（文責：家内　裕典　副幹事）

会　　場：ホテル日航ノースランド帯広

公式訪問：2018年10月12日（金）

会　長：臼井　呉行

幹　事：山本　　淳

第１分区　礼文ロータリークラブ

　礼文ロータリークラブは1984年に創立され、今年
度で35周年を迎えられます。
　松田英二会長のもと、現在14名の会員で活動され
ており、内3名の方がチャーターメンバーだそうで
す。島としての人口減の中での会員増強は厳しいと
は仰っておりましたが、その中でもスポーツ少年団
の大会開催、5月の新卒者激励会等を行い、島民の
皆さん、特に青少年へのサポートにクラブとして力
を入れて取り組んでおられる印象をうけました。
　実は礼文ＲＣ様への公式訪問は当初9月の初旬を
予定していたのですが、台風及び胆振東部地震の影
響で11月にずれ込む事になってしまいました。しか
し今回の訪問に際し「やっとガバナーが来てくれ
た！」と、とても歓迎して頂き、香深フェリーター

ミナルで会員の皆さんにお出迎えをして頂いたのに
始まり、クラブ協議会、例会と終始和やかながらも
島ならでは会員の皆さんの結束の強さ、取り組みの
工夫、またクラブ運営の難しさや問題点も含め、
様々な積極的な意見交換ができた、自分自身にとっ
ても大変有意義な公式訪問になったと思います。
　懇親会では礼文の海産物を中心としたお料理とお
酒でもてなして頂き、特にアワビの踊り焼きがとて
も美味しかったです。お酒を飲みながら、島の現状
について会員の皆さんから色々なお話を聞かせて頂
き、我々の普段の生活からはあまり想像ができない
事がこの礼文島にはあると感じ、次回は是非プライ
ベート(やはりお薦めの時期は高山植物が見ごろの6
月だそうです)で訪れてみたいと強く思いました。
　松田会長を始め、翌朝離島する際もフェリーター
ミナルまで見送りに来て頂いた礼文ＲＣ会員の皆さ
ん、貴重な体験をさせて頂いただけではなく、お土
産まで頂戴して本当にお世話に成りありがとうござ
いました。　　　　（文責：中島　慎也　副幹事）

会　　場：香深フェリーターミナル

公式訪問：2018年11月2日（金）

会　長：松田　英二

幹　事：菅野　　浩
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事業報告

学習支援事業

旭川北ロータリークラブ
学習支援委員長 土　田　　　晃

　本事業は旭川市内在住の経済的等の理由
で学習意欲が有るにも拘らず満足な学習機
会が得られない子どもや小・中学生を対象
にした学習支援事業で、旭川教育大学生、
旭川北高校インターアクター、地域の住民
の方々の協力を頂き、旭川北ＲＣがスポン
サーとなって平成３０年３月から行ってい
ます。
　毎月第１・第３月曜日の午後５時から７
時にかけて、当クラブ会員の実家の事業所
で学習方法や試験対策をマンツーマンで行
い学習習慣を身に付け、学習終了後は当会

員も交えてラーメンを食べながら交流を深
めています。
　現在では毎回１０人以上の子ども達が参
加しており、今後は学習支援のみならず当
クラブ会員の職業経験を話す出前授業も取
り入れて、信頼できる大人との出会いか
ら、子ども達が自らの力で貧困の連鎖を断
ち切る為の自立支援を数十年に渡り継続的
に行う計画です。更に同様な事業構築を支
援し、地域での人材育成の一助になりたい
と考えております。

子ども達の未来に投資する学習支援人材育成事業
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事業報告

ストップ　ザ　交通事故

根室西ロータリークラブ
社会奉仕委員会

　根室市では死亡事故0を目標に掲げて頑
張っているが、なかなか実現できない。根
室西ロータリークラブは根室警察署の協力
を頂き、保育所・幼稚園児、小中学生を対
象とした啓発運動を展開する事としまし
た。
　市内の中学生からねむろしの頭4文字で
交通安全標語を募集したところ、500作品
の応募があり、思った以上の関心の高さに
ビックリ!!です。根室警察署、根室西ロー
タリークラブで審査をし、最優秀賞1点、
優秀賞6点を選び、ポスターを作成しまし
た。根室市広報「ねむろ」10月号に折り
込み、1万1千戸（全家庭）に配布しまし
た。各官公庁、企業、保育所・幼稚園、小
中学校全ての施設にもポスターを掲示して
おります。

　又、各保育所・幼稚園、小中学校へ訪問
し、ロータリーメンバーが交通安全旗を持
参し、事故に気をつけるように根室西RC
会長と警察署長が注意点を分かりやすく説
明しました。保育所・幼稚園児への啓発グ
ッズは【折り紙】に“くるまにきをつけて
ね!”のシールを貼りプレゼント。小学生
へ【エトピリカのオリジナルリフレクター
(反射材)】、中学生へ【LEDライト付ボー
ルペン】をプレゼント。根室市の全ての子
供達に「ストップ ザ 交通事故」をタイト
ルに交通安全の意義を十分に伝える事が出
来ました。

追　10月12日、根室警察署長より感謝状
を頂きました。

折り紙をプレゼント 受賞者を表彰

作成したポスターを持ち、
受賞者達と記念撮影

啓発グッズ

幼稚園へ出向き、
交通安全について説明
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米山奨学生レポート

ガバナー月信  12月号 Dec

日本留学の成果
米山奨学生 グエン　ティゴックアイン

　4 月から今まで、網走ロータリークラブとカウンセラー奥谷さんが大変世話になっています。本当
にありがとうございました。私は米山記念奨学生になってから、学生生活がとても良くなりました。
　まず、アルバイトをやめて、勉強を集中が出来ました。それから、日本語がだんだん上手になって、
日本語で 9 月 29 日に帯広に開催された地区大会でスピー
チ出来るようになりました。さらに、10 月 9 日に網走ロ
ータリクラブの例会で、ベトナムについて発表しました。
次に、10 月 12 日には、学生達 100 人の前に、ベトナムの
食品文化について発表しました。最初緊張しましたが、笑
顔とベトナムの意気揚揚な心で、話ました。皆さんは、熱
心に聞いてくれました。すごく嬉しかったです。
　大学では、研究時間も増えました。9 月から研究テーマ
が決まりました。北海道の水産物のカニからチトサンを触
媒として調整して、合成反応を研究しています。研究活動
は始まったばかりですので、わからなことが多いです。そ
れで、毎日 9時から 18 時まで学校で研究しています。
　その他、ボランティア活動の時間も増えました。私は子供が好きですから、網走のエコーセンター
で子供のボランティア活動に参加しました。例えば、6 月 25 日に「世界に遊ぼう」のプログラムが
ありました。外国人達は、カナダ人、シンガポール人、ベトナム人、自分の文化について話ました。
私は子供にベトナムの美味しい料理、簡単な挨拶、ゲーム、伝統的な文化などを伝えました。皆さんは、
笑顔で参加してくれましたので、私も楽しい時間をすごせました。ボランティア活動から、私の友達
も増えて、周り人と仲良くなって、自信も増えましたから。ボランティアが大好きです。最近は 10

月 26 日にハロウィンパーティーのボランティ
アにも参加しました。子供達は、すごく可愛か
ったです。
その上で、網走ロータリークラブ皆さんとカウ
ンセラー奥谷さんは、一緒に色々なイベントに
参加しました。例えば、ローターアクト大会、
斜里ロータリークラブ例会、スポーツ大会、網
走花火大会、網走マラソンボランティアなどに
参加しました。9 月 29 日に帯広で地区大会の後
で、網走マラソンボランティアは 9 月 30 日の
朝にありました。それで、ちょっと疲れました

けど、すごく楽しかったです。全部、天ぷらとコー
ラを提供しました。また、マラソン参加した人の笑
顔も素敵でした。

　ロータリークラブには、本当に感謝しています。
みんな家族の一員と考えています。特に、網走クラ
ブとカウンセラー奥谷さんには、色なことを教えて
くれて、助けてくれてありがとう、いつも感謝して
います。これからも、よろしく、お願いします。

も増えて、周り人と仲良くなって、自信も増えました
月
ア
っ
そ
ン
参
斜
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参
で
朝

けど、すごく楽しかったです。全部、天ぷらとコー
ラを提供しました また ラソン参加した人の笑
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ハイライト米山
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新入会員紹介
ロータリー財団寄付者
物故会員・お知らせ

新入会員紹介

ロータリー財団寄付者

お知らせ

2018年９月・10月・11月入会

　 　 　

　 　　　 　　　 　

　 　　　 　 　 　 　 　 　

生年月日
昭和36年12月13日
昭和38年10月24日
昭和38年８月19日
昭和43年８月11日
昭和44年８月16日
昭和50年11月20日
昭和49年10月14日
昭和44年６月11日
昭和33年11月13日

入会日
11月１日
９月14日
10月12日
10月12日
10月18日
10月24日
11月５日
11月１日
10月１日

職業分類
教育行政
中央銀行
旅行

電気通信事業
普通銀行
証券業

不動産管理業
新聞販売業
倉庫業

名　　　前
小　川　俊　輝
中　本　浩　信
青　山　知　正
大　坪　達　哉
中戸川　　　公
関　山　岳　大
萬　　　智　光
近　藤　　　充
藤　井　昭　彦

枝幸ロータリークラブ
旭川ロータリークラブ
旭川ロータリークラブ
旭川ロータリークラブ
網走西ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
足寄ロータリークラブ
広尾ロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第 2分区
第 3分区
第 3分区
第 3分区
第 5分区
第 6分区
第 6分区
第 6分区
第 6分区

物故会員 謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈りいたします

　
　

　　　
　　　
　　　
　　　
　　　

　　　　　　　

稚内ロータリークラブ
新住所／〒097-0022　稚内市中央３丁目10-18　丹羽ビル３F
　　　　TEL 0162-22-2030  FAX 0162-23-5380　※TEL、FAXの変更はありません。

事務所
移　転

稚内ロータリークラブ
11月29日（木）より  ANAクラウンプラザホテル  へ変更になりました。
　　　　　　　　　　稚内市開運１丁目2-2　TEL 0162-23-8111

例会場
変　更

寄付月日
10月23日
10月31日
11月12日
11月７日
11月14日
11月14日
11月14日
11月14日
11月14日
11月14日
11月14日
11月14日
11月８日
11月14日
11月14日
11月14日
11月８日
11月８日
11月８日
11月８日
11月８日
11月８日
11月８日
11月８日
11月５日
11月５日

名　　　前　（ふりがな）
明　田　常　臣（あけた　つねおみ）
池　田　幸　司（いけだ　こうじ）
湯　川　孝　一（ゆかわ　こういち）
井　内　敏　樹（いうち　としき）
千　葉　　　潔（ちば　きよし）
濱　田　聖　子（はまだ　せいこ）
森　　　圭一郎（もり　けいいちろう）
髙　橋　将　文（たかはし　まさふみ）
遠　藤　好　彦（えんどう　よしひこ）
貝　嶋　政　治（かいじま　まさはる）
渡　辺　雅　樹（わたなべ　まさき）
池　田　圭　樹（いけだ　けいじゅ）
太　布　康　洋（ふとの　やすひろ）
坂　井　　　浩（さかい　ひろし）
高　野　英　明（たかの　ひであき）
下　元　陽　司（しももと　ようじ）
黒　部　哲　哉（くろべ　てつや）
鈴　木　康　士（すずき　やすし）
宮　城　宏　好（みやぎ　ひろよし）
佐々木　　　茂（ささき　しげる）
東海林　政　行（しょうじ　まさゆき）
浅　野　寛　道（あさの　ひろみち）
川　島　弘　保（かわしま　ひろやす）
与野木　隆　一（よのぎ　りゅういち）
今　井　郁　夫（いまい　くにお）
廣　木　保　博（ひろき　やすひろ）

年次寄付　ＰＨＦ
米山功労者（３回目）

ＰＨＦ・米山功労者（１回目）
ＭＰＨＦ（３回目）

ＰＨＦ
ＰＨＦ
ＰＨＦ＋３
ＰＨＦ
ＰＨＦ
ＰＨＦ＋６
ＰＨＦ＋６
ＰＨＦ＋５

米山功労者（２回目）
ＭＰＨＦ（２回目）

ＰＨＦ
ＰＨＦ

米山功労者（２回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（１回目）
米山功労者（２回目）
米山功労者（１回目）

寄付の種類
稚内南ロータリークラブ
名寄ロータリークラブ
名寄ロータリークラブ
旭川西ロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
北見ロータリークラブ
北見ロータリークラブ
北見ロータリークラブ
北見ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見東ロータリークラブ
北見東ロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第１分区
第２分区
第２分区
第３分区
第７分区
第７分区
第７分区
第７分区
第７分区
第７分区
第７分区
第７分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区

釧路ロータリークラブ

下川部善彦
海上運輸

しもかわべ  よしひこ

平成30年10月21日逝去
（73才）

旭川西ロータリークラブ

東郷　正晴
整形外科医

とうごう まさはる

平成30年10月26日逝去
（73才）

釧路ロータリークラブ

水野　 哲
建築資材

みずの さとし

平成30年10月17日逝去
（64才）

旭川西ロータリークラブ

澤田　泰明
建築材料卸売

さわだ やすあき

平成30年10月31日逝去
（85才）
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