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第３０４６回 例 会 記 録

10月 ゲスト卓話
27日㈭ 日永 教優(ﾋﾅｶﾞﾉﾘﾏｻ）様

日時：2022年１０月２０日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ

12:30～

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ： 我 等の 生業
★四つのテスト：－

会長報告

高井 一博

11月 委員会担当例会
10日㈭ 国際奉仕委員会
12:30～

会長

皆さんこんにちは。
今日はクラブフォーラム
で地区大会報告になります。
今日10月20日はリサイク
ルの日です。10(ひと回り)、
20(ふた回り)の語呂合わせ
からだそうです。日本人
1人が1日に出すゴミの量は
約1kg。家庭ごみの年間発
生量は約5000万トンにもな
ります。
「捨てればごみ 分けれ
ば資源」と言われてごみの
分別が急速に進み、今日に至ってはそれはもう当
然のこととなりました。ゴミ処分場も高温焼却処
理すべく多大な費用を費やしています。分別でき
ずに残念なことに河川等を経て海岸に到達したゴ
ミはそのまま海中に浮遊し、特にプラスチック類
は漁を生業としておられる方々にも大きな影響を
及ぼしているといいます。
最終的にはリサイクル可能なゴミを適切にリサ
イクルゴミとして再利用し、燃焼させない事によ
り二酸化炭素の排出を抑制し延いては地球温暖化
防止の一助となると考えます。世界共通の問題と
して各国が更に認識しなければと思うます。
先週より全国旅行支援が始まってます。一人一
泊当たり5,000円を上限に補助され更に移動手段
によりプラス3,000円、加えて地域で使えるクー
ポン券も支給されるものです。北海道の場合、紅
葉シーズンを終えると旅行のオフシーズンと言わ
れているようですが、外国人観光客の水際対策も
本日のプログラム
外されなお且つ、円安効果も追い風となって国内
外を問わずヒトの動きがやや活発になる事が予想
されております。この地域も多少なりともプラス
と受け止めております。
ただ、受け入れ側の私たちと同時に旅行先での
自身の感染対策は、過剰にならない程度で従来通
り行って参りましょう

幹事報告

（遠軽町地域おこし協力隊)

乾

淳

幹事

1．2023-2024年度国際ロータリー第2500地区ガ
バナー補佐決定の連絡。第4分区ガバナー補佐
は、紋別RCの伊藤晴之様です。

本日のプログラム

2022-23

クラブフォーラム
地区大会報告～旭川～
会長

高井

一博

さる10月8日㈯～9日㈰、2022-23年度国際ロータ
リー第2500地区 地区大会が旭川にて、旭川西RCを
ホストクラブとして3年ぶりの対面式によるフルス
ペック開催となりました。
当クラブからは、地区ロータリー平和フェローシ
ップチームリーダーの東海林会員を含め15名の登
録で大会に参加いたしました。
地区大会はロータリアンやローターアクト、ロー
タリーファミリーが一堂に会し交流を深め、新たな
るつながりを築き更には奉仕の意欲を高め、重要な
情報を学ぶ機会とする事を目的と言われております。
初日はアートホテル旭川にて、やや会場が密状態
の中、東海林リーダー、乾幹事と共にRI会長代理･
会長･幹事協議会に参加しました。
RI会長代理として山口淑子さんが久木佐知子第
2500地区ガバナーより紹介されました。山口様は
1950年石川県七尾市生まれ、2000年12月第2520地
区盛岡滝ノ沢RCチャーターメンバー、2014-15年女
性の地区ガバナーとしては日本で就任3人目となる
同地区ガバナーを歴任。現鵜飼こどもクリニック院
長。寄附認証はロータリー財団メジャードナー、米
山功労者マルチプル。山口会長代理は大会全日を通
じて大変気さくでおおらかな方でありました。
地区大会における特別委員会報告と協議事項報
告、大会決議案審議と採択を異議なしで可決しまし
④
た。その後はRI会長代理歓迎晩餐会に参加、感染対
策を講じての会食と懇親になりました。【2面へ】
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【1面より】
以前、当クラブにゲスト卓話と60周年時にご来
遠頂きました第2580地区現ガバナー嶋村文男様
（東京江戸川RC）と東海林会員を通じご挨拶をさ
せていただきました。再び北海道オホーツク地方
を訪ねたい旨お話しされ、私は歓迎の意をお伝え
いたしました。
2日目。当クラブ会員も旭川市民文化会館にお越
しいただき、地元パストガバナー東堂明様の先導
の元、RI会長代理山口淑子様が入場され、1102名
の大会参加登録数を以て本大会が始まりました。
ご来賓紹介に始まり参加クラブ紹介を経て米山
奨学生紹介に至っては、5名の奨学生が夫々とても
流暢な日本語にて感謝の気持ちを述べておりまし
た。奨学生は、北見工大生2名（北見東、北見西共
に男性で中国出身）帯広畜産大生3名（帯広西2名
共に女性でザンビア及びエジプト出身、音更男性
中国出身）の方々です。
とりわけ、地区特別表彰は第2500地区初そして
日本初の女性ロータリアンを過去に輩出している
清水RCがその光栄に浴しました。女性ロータリア
ン誕生には、次のように記されております。
“幾多の困難を乗り越えて女性会員誕生す”
1989年シンガポール規程審議会の決定後、いち
早く第250地区（現2500地区）北海道清水RC（現
清水RC）の松田郁子さん（NTT十勝営業所長）は
日本初の女性会員になりました。「女性会員が入
会する事で、クラブはもとより組織は大きく変わ
る」 ～2004年3月号「友」より～
記念講演は信州大学特任教授、法学博士、ニュー
ヨーク州弁護士でメディア等にも多数出演されて
いる 山口 真由 氏による「世界の潮流 日本の現
状」と題してお話しされました。
1983年札幌市出身で東京大学法学部卒。財務省
入省し主税局に配属され俗に言うエリートコース
を歩むものの2年後には退官。弁護士を経てハーバ
ード大学留学。講演を拝聴していて平成・令和の
この時代は、IT・情報システムといつも隣り合わ
せを 意識 して 進んでいる事を改めて認識しまし
た。1981～1996年生まれたミレニアル世代の方
は、幼年期から青年期にIT革命を経験しパソコン
や携帯電話、インターネットの成長・発展と共に
大人になっており、デジタルテクノロジーを駆使
して今も生活しています。彼女もこの年代生まれ
ですが、その環境を認識しながら自身の頭脳を先
行させた事が逆に自身にとって進むべき道が徐々

出席報告
須藤順一
出席委員長

例会日

に狭くなったように思いました。山口さんは、真
の自分自身を見つけるべく社会生活を送られ、か
つ彼女の人生を生きるのは彼女ご自身しかいない
ので、本人が納得できる形で自身の道を見つける
ために試行錯誤されたと思います。RI会長が提唱
するDEIに関連し、特に多様性を大切にする今の世
の流れにおいて、自分はどうあるべきかを問われ
ていると思います。「自分は自分でいいんだ」と
いう揺らぎのない自信みたいなもの、これは誰し
も必要なものと思います。それを彼女は20～30代
にあって時間をかけて揺るぎのない自分を見つけ
られたと思いました。
生き生きとしたお話しぶりはとても好感があり
ました。著書も多数出版されております事から、
一冊手に取ってみたいと思います。
また、来る10月24日㈪、第2510地区との合同企
画「オール北海道ポリオ撲滅キャンペーンforポリ
オディ」が開催されると言うことで、地域FM局を
含めた道内FMラジオ局30局を一斉ジャック企画と
題して、道内ラジオ局において朝夕の各30分のポ
リオコーナーを設けてもらい、ラジオ局のパーソ
ナリティーと地元のロータリアンが掛け合いでポ
リオ撲滅活動について発信される企画です。
記念大懇親会はアートホテル旭川で、地元のゴ
スペル音楽チームのゴスペルにてオープニングを
飾り、テーブル席にて懇親を深めました。
やはり対面式での大会はいう事ありません。参
加されました会員の皆様、大変お疲れ様でした。

ニコニコＢＯＸ 長嶋 宏明 親睦活動委員

加藤幸徳君

結婚記念日

2022-23年度

5,000円
合計239,000円

☆閉会点鐘：高井一博会長☆今号会報担当：上田 稔委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

10月13日 41
39
10月20日 41
39
2022-2023年度 国際ロータリー
会長：ジェニファー Ｅ.ジョーンズ ( カ ナ ダ )
第2500地区ガバナー：久木 佐知子(旭川西RC)
第4分区ガバナー補佐：久 保 元( 雄 武 R C )
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