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第1826回例会
平成21年9月10日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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■会長報告
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　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　先日、日曜日の家族野遊会たくさんの参加ありがとうございました。
　そして、親睦委員会の平田委員長、佐々木・上垣副委員長、そし
て委員の皆さんほんとにご苦労さまでした。おかげで天気も良くな
り、楽しく1日が過ごせました。ありがとうございました。後日、西
クラブのホームページに写真がアップされますので皆さんご覧に
なってください。
　いよいよ私たちにとって最後の参考になる地区大会が明日からは
じまり、来週17日にはガバナーエレクト事務所開きといよいよ本格
的に始動しますが、自分たちが実際に運営している立場で視察をし
て、更に良い大会を企画し、地区の皆さんが来て良かったと言われ
るような地区大会をぜひめざしたいものです。
　そのためにも今後ガバナーエレクト事務所からのこと細かいあり
とあらゆる手段で情報発信が必要で、会員全員参加の意味からもコ
ンセンサスとコミュニケーションが取れるような時間を、例会の中
でしっかりとしていかなくてはいけないと私は切実に思っていま
す。例会の限られた時間ですけどもガバナーエレクト事務局は有効
に使って頂きたいと思っていますのでよろしくお願いします。
　先日５クラブ会長幹事会で、今月21日から26日のシルバーウィー
ク中にGSEの受け入れがありますが、正式に西クラブの担当が24日
と26日に決まりました。24日は私と山本幹事で一日中帯広を引き連
れて回るわけですけども、皆さんにお願いしたいことは、21日から
25日の間で、ホームステイを受け入れてくれる会員をお願いしたい
と思います。一人1泊で良いですので、後ほど協力できる会員は山本
幹事の方にお申し出てください。
　それから、今年GSEを迎えたら来年はマレーシアへ小野パストガバ
ナーを団長に4名の団員のGSEとして派遣があります。2010年4月20
日から5月17日までの長期間になりますが行くことができる、社員・
知人で仕事をしている方を募集しますのでよろしくお願いします。お
願いばかりになりましたけども、これで会長報告とさせて頂きます。
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エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

会長　  深澤　知博

■今月の主な行事
家族野遊会（9月3日の繰り下げ）

誕生・結婚祝

ガバナー公式訪問（9月24日の繰り下げ）
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■出席状況報告
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 萱場誠一副SAA
国歌斉唱	 萱場誠一副SAA
ロータリーソング（四つのテスト）
	 	 萱場誠一副SAA
たいまつ宣言唱和	 萱場誠一副SAA
9月結婚祝	 親睦活動委員会
細川　周作会員	 1961.9.13
酒井　忠之	〃	 1963.9.21
尾藤　輝幸	〃	 1967.9.20
金尾　　剛	〃	 1971.9.26
土肥　孝紀	〃	 1973.9.29
佐々木和彦	〃	 1988.9.22
久保　且佳	〃	 1989.9.15
太田　　豊	〃	 1990.9.22
八代　信弘	〃	 1993.9.03
9月誕生祝
尾藤　輝幸会員	 1942.9.10
石原　英樹	〃	 1956.9.07
高田　晃一	〃	 1958.9.03
柳澤　一元	〃	 1959.9.26
久保　且佳	〃	 1961.9.07
バースデーソング
	 	 親睦活動委員会		佐々木和彦副委員長
乾杯

（会食）
会長報告

会務報告
①帯広南RC、9月21日（月）は
　祝日のため休会致します。
　帯広東RC、9月22日（火）は
　祝日のため休会致します。
　帯　広RC、9月23日（水）は
　祝日のため休会致します。
②帯　広北RC、家族野遊会開催のお知らせ
　　日　時　平成21年9月27日（日）午前10時
　　場　所　御影の滝山女魚園
　※尚、9月25日（金）の繰下げ例会と致します。
③帯　広RC、家族野遊会開催のお知らせ
　　日　時　平成21年9月27日（日）

　　場　所　十勝ヒルズ
　※尚、9月30日（水）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年9月28日（月）午後0時30分
　　場　所　北海道ホテル
　※尚、9月24日（木）の繰下げ例会と致します。
⑥帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年9月28日（月）午後6時
　　場　所　北海道ホテル
⑦例会終了後、定例理事会を開催致します。
委員会報告	 米山表彰　山本範之幹事

ポールハリスフェロー認証状・メダルセット
平田利器会員　奥田頼昌会員　石原英樹会員
マルチプルポールハリスフェローピン

奥　敏則会員　越智孝佳会員　柴田和明会員
大友広明会員　　林　文昭会員

地区大会についての連絡
　地区大会の
　　報告・連絡・確認等

ニコニコ献金	 親睦活動委員会		

深澤　知博会員　家族野遊会参加有難うございま
　　　　　　　　した。
平田　利器会員　家族野遊会無事終了できました。
山本　範之会員　家族野遊会、山本家公務で休ま
　　　　　　　　せて頂きました。今後も有るか
　　　　　　　　も知れませんので宜しくお願い
　　　　　　　　致します。
佐々木和彦会員　先日の野遊会出席有難うござい
　　　　　　　　ます。家内が釣大会で大物賞を
　　　　　　　　頂きました。
土肥　孝紀会員　先日当クラブのゴルフ同好会で
　　　　　　　　真ん中賞を初めてもらいました。
山田倫一郎会員　野遊会で紛失したと思っていた
　　　　　　　　帽子届けていただき有難うござ

佐々木和彦副委員長

山本範之幹事

深澤知博会長

古田敦則副幹事

横田幸宏委員

茨木雅敏ガバナー補佐



　　　　　　　　いました。
掘　　修司会員　先日の野遊会孫の釣に最後まで
　　　　　　　　付き合わされました。帰宅後も、
　　　　　　　　魚をさばいて焼いて、てんぷら
　　　　　　　　まで作りました。
三野　宮功会員　8月中は、地区の仕事で、成田−
　　　　　　　　羽田に4回もいきました。
古田　敦則会員　苦節11年初めて馬券が当たりま
　　　　　　　　した。
プログラム	 プログラム委員会		

「会員卓話」
　皆さんこんにちは。まず最
初に親睦活動委員長として、
御礼を申し上げます。
　過日9/6の家族野遊会に参
加されました会員及び家族の
皆様、大変ご理解とご協力を頂き、事故もなく無
事有意義に過ごせたことに感謝申し上げます。有
り難う御座いました。
　さて、本日の卓話について先日、飯田委員長よ
りお話が有り、屋内スケート場について話してほ
しいと言われていたのを、確認のFAXを頂くまで
100％忘れていました。急いで何からお話しよう
か迷いました。
　まず、最初に歴史的なことからお話しようと思
います。なぜ十勝地域はスピードスケートが盛ん
になったのか、どのようにして発展してきたのか
簡単に振り返ってみました。
　十勝地域は元来、冬は非常に寒さ厳しく、氷点
下30度を超すのが常識的で、何処でも水をまくと
氷が張り、スケート遊びが出来たわけで、各小学
校や中学校の校庭に雪が降ると、全校生徒が一丸
となり、よく雪踏みをしたことは皆さんの記憶に
あることと思います。水をまき2〜3日で滑れた環
境でもあり、又、冬場になると昔は暇になり、農
業関係・土木関係に携われた方々が多かった事も
あり、冬は子供と一緒に田んぼとか、池、溜め池
などで面倒をみながら、叱咤激励しながら、競争・
競技をさせていたことが思い出されます。
　このような環境で永年続いていましたが、徐々
に環境の変化に伴い、大会を多くする事で技術レ
ベル、氷に対するレベルも大幅に向上いたしまし
た。当時、冷凍装置で氷を張る事なんて考えられ
ませんでしたが、道内の4番目のパイピングリン

クが昭和60年10月30日、総工費9億円を費やし完
成致しました。なぜ4番目か。1番・札幌オリンピッ
ク会場、2番目・苫小牧オリンピックサブリンク、
3番目・釧路で、ここで釧路か帯広かで論議され、
帯広は道立美術館を選択し、後回しとなる。帯広
緑ヶ丘リンクはしっかりしていて、氷の質も評価
されていた事もありましたが、環境の変化ととも
に安定したコンディションが必要な時代に移り変
わってきて、何か事を起こさなければパイピング
リンクが作れないと考え、世界ジュニア選手権大
会を必死に誘致し、国体も立候補し、大きい大会
を開催することで、何とか造成にこぎつけました。
幸運にも水の質が良く、氷に関する技術レベルは
国内・世界で誇れる迄に向上したのですが、皆さ
んが実感されているように、ここ数年は天候不順、
暖冬傾向、大雪が降る地域に変化しつつあるよう
です。その中で、世界的に屋内スケート場で競技
会を開催する方向へと変わってきています。何と
いっても、気象条件に左右されない施設が必要と
認識も高まってきたときに、1998年長野オリン
ピックで帯広出身の清水宏保選手が500mで金メ
ダル、1000mで銅メダルを獲得し、女子で島崎京
子選手500m・6位入賞を契機に、スピードスケー
トのメッカ帯広となり、世界に発信する帯広を合
い言葉に、気象条件に左右されない屋内リンクを
誘致しようと言うことで、期成会を立ち上げ、カ
ナダ・アメリカ・韓国など視察し、具体化しよう
と活動しましたが、道・国の財政難により、地元
帯広市が主体となり建設する事となり、経済環境
の激変で予算も大幅に削減せざるを得なかったな
かで進められ、市長選挙の公約まで飛び火し、是
非論が飛び交う中、非常に厳しい環境の中、平成
19年着工、平成21年8/30オープニングセレモ
ニー、9/1オープンの運びとなりました。ナショ
ナルトレセンの指定も短期間で9/1〜9/21と指定
を受け、約400万程管理費として文部科学省から
支援されることが決定しています。
　さて、施設ですが、基本的に外周をランニング
走路として、幅3mを陸上専用タータントラック
と本格的です。通年利用氷上は400m国際大会規
格標準ダブルトラック、又、中地は多目的広場と
して、テニス、フットサルなどに。通年利用集客は、
観覧席1000、立ち見席2000、合計3000人ですが、
観覧席で1500〜2000席がほしかったところが、
しかし、他国で見た工事の環境は最悪で、鉄骨、
室内は粉塵だらけで、いざ氷を張る作業に入った
とき不純物が氷の中に入り、汚れたリンクとなっ
てしまい、初年度の管理が上手く行かなかった韓
国、ソルトレイクを参考にして引き渡し前に清掃
を天井の鉄骨の上まで埃を取り、室内の粉塵を抑

飯田正行委員長

平田利器会員



え、予冷日数も多めに取り、数回リンクのベース
コンクリート清掃をしてから、整氷作業にかかり、
見事な位の氷状態に仕上がりました。試走の段階
や、オープンしてからの選手の評価を確認しまし
たが、屋内の照明及び自然光を取り入れた工夫、
天井の高さなど空間に関して違和感が無く快適で
あると、まずまずの評価です。氷に関して、非常
にしっかりしていて滑る感じがするのと、滑りや
すいリンクと評価をしてくれていますが、これか
らが正念場です。室温12度〜13度の管理、湿度
51〜55%を保てるか、氷の温度ベース温度−12度、
中間温度−7度、表面温度−3度近辺を常に維持管
理する事で、安定した滑りと環境を期待する事が
出来ます。
　しかしながら、選手が本気に試合モードでレー
スをしなければ本当の結果・成果を評価出来ない
と思いますので、これから九月・十月と大会を開
催して改善点を見つけ出し、運営を含めた管理体
制の標準化を仕上げる事が、今後の課題となりま
す。一月には世界大会を一気に2大会こなさなけ
ればなりません。過去には帯広で2大会を開催し
たのも世界初でした。不安いっぱいですが、最新
鋭機を各部署に配備、1000分の1秒まで測定可能
です。国内では最高の設備です。是非、機会があ
りましたら見学をしていただき、帯広名所にして
頂きたいと思います。きわめて雑ぱくですが卓話
を終わります。有り難う御座いました。

「会員卓話」
　平田先輩からバトンを受け
まして、私とスピードスケー
トに関してお話します。
　昔は、スケート練習をした
後は、全員でほうきを持って
リンク清掃しました。親も一緒で、寒い中でも親
子関係は熱いものがありました。
　そして今月、待望の室内リンクが完成した今、
恵まれた環境、最新の設備の中で、選手の皆さん、
そして多くのスケーターは、思う存分力を発揮し
て、スケート王国帯広を日本中、そして世界に発
信してもらいたいと思います。

「旭川地区大会視察依頼」
旭川地区大会出席について
　旭川地区大会にたくさん
の方々の参加有難うござい
ます。また、総合司会は、若
林剛会員にお願いしました。

旭川地区大会の説明	 岡田武稔地区大会幹事
　皆さんこんにちは、先に説明のありました通り、
実質3日間旭川文化会館をメイン会場に2009−
2010年度の地区大会が開催されます。来年の10
月には、我々西RCがその任に当たらなければな
りません。今回の旭川での大会には54名の会員
の参加者ですが、テーブルにあります資料等を参
考にして、各々の役割を認識していただき大会に
参加して頂きたいと思います。
　次に主な留意点
　（1）		大会2日目参加クラブ紹介の時の参加
　（2）次期地区大会ホストクラブの時も深澤会長
　　以下全員の登壇をお願いしたいと思います。
　（3）	次期開催地帯広を紹介するキャッチフレー
　　ズは『青空と緑あふれる夢大陸十勝帯広』
　（4）	今大会実行委員長が申し上げた通リ帯広で
　　の総合司会は若林剛会員にお願いし了承を得
　　ております。
　（5）旭川での大会終了後、直ちに帯広大会に向
　　けての、役員、部会長、副部会長の集まりを
　　持ちたいと思って降りますので、会員の皆さ
　　んは目的意識を持って、旭川での参加をして
　　いただきたいと思います。
閉会宣言	 萱場誠一副SAA
点鐘	 深澤知博会長

9月はRI指定の「新世代のための月間」です。
旭川地区大会
　・西RC懇親会
　　9月11日（金）	18：30　居酒屋天金
　　（宿泊ホテルパコ旭川ロビーに18：15集合）
　・地区大会本会議
　　9月12日（土）	8：00 〜 9：00
　　登録受付　旭川文化会館
ガバナーエレクト事務所
　・9月17日（木）	10：00
　　事務所開所修祓式を行います。
SAA
　・9月の粗食例会は17日の予定です。
GSE
　・9月21日から26日インドネシアから5名、第6分
　　区で受入れを致します。
　・GSEのホームステイ先を募集しています。
　・2010年度第6分区からインドネシアへの派遣団
　　員を募集致します。
理事会
　・9月28日（月）11：00より、第4回クラブ協議会（ガ
　	バナー公式訪問）を開催致します。

    次週プログラム予定
    9月17日（木）  新世代委員会

    「ローターアクト今年度活動計画他」
    ゲスト
  　  帯広ローターアクトクラブ会長　岡崎早智様
    　　　　　　　〃　　　　　幹事　石野雄一様

お	知	ら	せ

柳沢一元会員

井上昭次
地区大会実行委員長


