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会長 井上 英幸 

今月はロータリー世界理解月間だそうです。 

わがクラブでは田口会員が本日から南方に旅発ち

たちました。今頃は台湾の上空でしょうか？ 真冬

の北海道から常夏のタイに向われました。 

オーストラリアでは放火が原因だと言われている

山火事が発生し、現在のところ 200 名超の人々が

犠牲になるという大変な惨事が起きております。今

後も犠牲者が増えるだろうとの情報もあれます。 

これも環境の変化である地球温暖化の影響なので

しょうか？ オーストラリアは国土が広く国土の北

と南の距離がで非常に離れている国でありますが、

南部では記録的な熱波が続いているようです。北部

では雨季で、水の被害が多く、家が浸水したりする

災害も起きていると聞きます。 

昨年は乾季が続き少雨減少が続き、元々池だったと

ころ、または湖だったところが干上がってしまった

とのことですが、その年の日本の夏は、非常に気温

が高く各地で観測至上最高の気温を記録したなど

と、北半球と南半球それぞれがそれぞれに、あちこ

ちで異常気象に転化し、地球自身が黄色信号を知ら

せてくれているのだと感じています。 

これから春そして夏が来るわけですが、どんな異常

気象になるか皆目想像がつきませんし、恐れすら感

じております。 

不思議なもので人間の知恵、能力は、度々の災害を

乗り越えることを得意にしておりましたが、今後更

に起きるであろう状況を、乗り越える力を持たなく

てはいけませんし、災害が起こさない為の防御策も

講じなくてはいけません。全世界が地球規模で模索

していく大きな課題であります。 

アッ！という間に世界中Ｆ大恐慌に追い込まれま

した。環境問題も刻一刻とスピードを上げて変化を

もたらしております。私たちロータリークラブも、

地球規模で起こりうる地球温暖化という大きなそ

テーマに沿い、それを少しでも抑制する方向に寄与

することができたならと思っている昨今です。 

 

 

国際ロータリーと、各地区、各クラブのベクトルは

同一なのだと思いますが、それを実現していくには

様々な方法があります。 

クラブメンバーひとり一人のお考えを集約しなが

ら、まずは私たち千歳セントラルロータリークラブ

が、チーム一丸となって、このテーマに向かい前進

して参りましょう。 
 

 

幹事 武田 伸也 

• 会員選挙の結果、比原隆志氏が正会員として入会

されます。ご本人の都合により 3 月 3 日が入会

式となります。歓迎しましょう！ 

• 第 100 回記念 RI 世界大会（バーミンガム）参加の

お願いが、再度届いています。各員に詳細案内書

を配布しています。 

• ロータリー手帳購入のご案内。希望者は事務局ま

で。 

• ロータリー囲碁大会開催のお知らせ。参加希望者

は事務局まで。 

 

 

ニコニコ箱委員会 副委員長  長手 英記 

• 清水清光会員  「ハスカップの里運営協議会」設

立 30 周年を迎えることができました。式典も滞

りなく終了することができました。 

• 今井章夫会員  2 月 17 日例会「雪見酒」を欠席

し、バンコクに行ってきます。 

• 羽芝涼一会員  私も「雪見酒」欠席でバンコクで

例会出席状況 （2009年2月10日）  

会員数  37名  

会員出席者数  26名  

欠席者数（内：無断欠席） 11（3）名  

出席率 （前回例会）  70.27（83.78）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0名  

出席者数総計  26名  
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す。バンコクには雪が降りませんが、酒はたらふ

く飲んできます。 

• 斉藤博司会員  2 月 4 日、石狩支庁の依頼で福祉

センターにて講演をしてきました。 

今日のプログラム 

 
 
 

担当：米山奨学委員会 委員長 汲田 信夫 

例会「会員卓話」 
 

「米山記念奨学会について」     汲田 信夫 会員  

国際奉仕の一環として東南アジアからの留学生を

対象に 1953 年に米山基金として発足。東京クラブ

初代会長米山梅吉翁の功績を記念して命名されま

した。1958 年に「ロータリー米山奨学会」と改称。

1967 年に「財団法人ロータリー米山記念奨学会」

として設立。 受けられる方は外国人に限定され、

文部省により認定校も決められ一般大学では 10 万

円から 12 万円、修士課程では 14 万円、博士課程

では 14 万円が月々援助されております。どのくら

いの方が恩恵を受けているかというと東南アジア

の方が多く、1,3000 人位の方が援助を受けられて

います。我々の会費から米山奨学金普通寄付金とし

て支払われており、特別寄付金は会費請求と一緒に

徴収されております。 

私は山登りを始めて 11 年経ちました。昨年トータ

ルしてみると 93 回、頂上に上った山の数は 70 山

です。 『希望と努力』で 100 山を目指しています。

航空自衛隊のOB会で登山スケジュールを作ります

が、幾つも山があり、新規の山となると、年間 3～

4 山しか登れません。100 山の達成の折には、どう

がお祝いしてあげて下さい。私たちと一緒に山登り

のしたい方は、どうぞ大歓迎です！！ 

 

「テーブルマナー」        金山 徹 会員 

ホテルに入って 30 年近くになり、下済み時代から

現在に至り、今は皆様と一緒にロータリー活動に参

加できることを嬉しく思っております。 

ホテルでは入社以来いろいろと勉強させていただ

きました。皆さんは、既に心得ていると思いますが、、

今日は、テーブルマナーの本当の意味についてお話

させていただきます。 

※ 内容は参照資料配布 

 

「郵政民営化」            佐々木 俊哉 会員 

最近はいろんなところで郵政民営化のことがクロ

ーズアップされおります。ご理解いただきたいのは、

私たち郵便局長は、公務員に戻りたいであるとか郵

便局を公営に戻せというお話ではありません。 

郵便事業は三事業一体で行うものだとということ

です。新聞などでご存知と思いますが、日本郵政は

大元の郵便局会社・配達事業・郵貯銀行・簡保生命

と 4 つに分かれています。現在、私は郵便局会社と

して各郵便・貯金・保険の全ての仕事を委託し手数

料だけで営業しています。将来的は、このままの形

態が継続されると、間違いなくわが社は廃業となり

ます。郵便配達の部分についても明るくはありませ

ん。 

ユニバーサルサービスで郵便局は良くなりますよ

といってましたが、現状のままでは良くなりません。

純然たる郵便局で黒字経営は北海道では、存在して

いないというのが実情です。コスト的に赤字です。 
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恰好よく言えば、地位が低く何もできない局長でも

少しは公の精神は持っています。 

 
次回例会案内 プログラム委員会 委員長 佐々木 俊哉 

次週 2 月 17 日は、親睦活動委員会の担当例会です。

恒例、夜間例会「雪見酒」です。会場は 1 階のこぶ

しの間となりますので、宜しくお願い致します。 

これは郵便がスタートした当時、明治政府はお金が

無くて配達網を作れなく困っていた時、政府が地方

の名士と言われる方々にお願いに回り、地方の人々

が自らの資産を投げ打って始めたというのが郵便

局でありました。それが、その後に特定郵便局とな

るのです。一応金融機関といわれてます。 

 

 
本日の昼食 

 

局長になるとそこに居住し、局舎を持つという任地

居住が暗黙の決まり事です。地域一体となり活動す

ることがある意味使命と言えます。ところが、本社

の 3 分の 2 の幹部は、民間から入ってきて「管理職

を減らせ！局長を減らせ」との指示発令であります。

実際、経営コストを考えると異論が言えないのです

が、私たちは地元に住んで地域に貢献して、130 年

間の長き間営業して参りました。経営コストの計算

に数字では浮かび上がらない地域、町、村での必要

性のといったものの勘定抜きであります。 

初登場！スープカリーです。「どうやって食べる

の？」とスプーンを手にし困り顔の△□○会員、上

手に食べられ良かったですね。旨かったです！ 

前小泉首相の持論は郵政民営化ではなく郵便局の

存在を無くすという考えであって、現在の方向性が

継続すると、やがて各地の郵便局は姿を消すことに

なります。 

私は、郵便局経営の本来の目的は、「金儲けではな

い！地域貢献こそが本来の使命なのだ」と自負し、

続けられる限り、この場所で郵便局を続けて行きま

す。 
『豆知識』 
ここでは、スープカレーの食べ方を伝授しちゃいます。 

最後に、3 事業を一体でやらせて欲しい。銀行、保

険業務の株式を一般に売却するのではなく、親会社

を作り、そこで株式を保有し、新たな郵便事業の組

織を構築していただきたい！ 

食べ方を覚えておくと、こうやって食べるのがツーな食

べ方なんだよと、お友達や恋人に自慢できるかも知れま

せん。 

スープカレーの食べ方として何通りかの基本形な食べ方

があります。 国でもいろいろな案が出ていますが、現在の政権政

策では殆ど変わらないと思います。一向に明るい展

望が持てない国の指導の在り方ですが、郵便政策も

含め、経済、医療、地方自治の諸問題を早急に見直

して欲しいと思っています。 

1. 具材とスープカレーを一口分程度ずつライスにかけ

て食べる。 

2. ライスを食べてスープカレーを飲んで具材を食べる

というようにライス・スープカレー・具材別々に食べ

る。 

3. ライスを一口分スプーンにとり、スープカレーに浸し

具材と一緒に食べる。 

上記3パターンの中でもパターン3での食べ方が圧倒的

に多いです。 

基本的に食べ方はお召し上がりになる方の自由ですので、

自分流のスープカレーの食べ方を見つけて見よう。 
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