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第1851回例会
平成22年3月25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

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ 3

　皆さん、こんばんは。会長報告を申し上げます。
　先週は仕事の関係で休みを頂きまして、ありがとうございました。
また4月もどうしても出席できない用事を抱えていまして、4月8日の
例会を休ませていただきますので、また副会長さんよろしくお願いし
ます。
　日ごとに気温が上がってきて、日も長くなり、日の出も本当に早く
なり、春を実感できるこのごろになったと思ったら、今日は冬に逆戻
りの天気ですが、先日の新聞で、リバーサイドゴルフ場がオープンし
て、早くもプレーしている写真が載っていました。この前、練習場で
35球打ったところで腰をやられて帰ってきたというシングルの先輩
がおられましたが、練習に行かれる方は、まだ寒いので練習の前に十
分な準備運動をしっかりやった方がいいかと思います。まだまだ十勝
は5月の連休をすぎるまでは油断できないと思います。
　そうこう言っている間に、来週には4月になってしまいます。4月に
は大きな事業、PETS・地区協議会が17日・18日に予定しています。
いろいろ問題が残っている状況の中で、いろいろご意見があろうかと
思いますが、この件につきましては、今年度三役と次年度三役とガバ
ナーエレクト事務局とで十二分に話し合って、会員の皆さまに示さな
ければいけないと思っております。
　遅くなり、皆さんにご迷惑をかけると思いますが、いろいろな状況
下での事情を察していただいて、皆さまのご協力を切によろしくお願
いします。
　そして、他のクラブから「西クラブは仲が良くていいね」と言われ
るようになりたいと思いますので、本当に皆さまのご協力よろしくお
願いいたします。
　以上で会長報告とさせていただきます。
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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
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■出席状況報告
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「私の携わった長期プロジェクトの体験談」小室睦雄会員「私の携わった長期プロジェクトの体験談」小室睦雄会員 



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 横田幸宏SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①帯広RC、3月31日（木）は休会と致します。
②帯広南RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　4月12日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③帯広西RC・夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　4月22日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
④ 帯広北RC、移動例会開催のお知らせ
　　日　時　4月23日（金） 午後0時30分
　　場　所　北海道電力㈱
⑤帯広南RC、創立20周年記念祝賀会（夜間例会）
　開催のお知らせ
　　日　時　4月23日（金） 午後5時
　　場　所　北海道ホテル
　※尚、4月26日（月）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広RC、移動例会開催のお知らせ
　　日　時　4月28日（水） 午後0時30分
　　場　所　帯広動物園
　※帯広西RC、4月29日（木）は祝日のため休会と
　　致します。
　　帯広北RC、4月30日（金）は休会と致します。
　　帯広南RC、5月3日（月）は祝日のため休会と致
　　します。
　　帯広東RC、5月4日（火）は祝日のため休会と致
　　します。
　　帯広RC、5月5日（水）は祝日のため休会と致し
　　ます。

プログラム	 越智孝佳長期計画特別委員長

私の携わった長期プロジェクトの体験談

	 	 小室睦雄会員
　皆さん、こんにちは。越智委員長よりの要請で
お話しすることになりました。よろしくお願い致
します。
　私が、帯広商工会議所勤務時に、帯広の将来が
決まると言っても過言でない、多くの出来事に携
わってきました。それは、帯広市・商工会議所・
帯広工業団地との関わりであります。その一端を
述べさせていただきます。
　昭和30年に吉村市長が誕生し、昭和35年に国民
所得倍増計画・工業開発、その後も、全国綜合開
発計画・新全国綜合開発計画等が出されました。
吉村市長は、帯広を空気と水の美しい都市にした
いという強い信念があった。当時は、全国的に流
行した工業誘致による都市の発展策に対しては批
判的であった。住みよい都市、即ち近代的田園都

市という想いは、もっと計画性の高いものであっ
た。住みよいとは自然環境から社会環境までの生
活条件を指すものであり、そこに住むことが大き
な喜びを感ずるような都市生活を目標とした。家
族問題や町内会組織、工業団地と住宅地帯との区
別、下水道、緑地帯の造成、老人問題や青少年問
題など、さまざまな施策・調査を、企画していた。
公約にも掲げた企画室の設置を議会に提案するも、
否決され、翌年再度提案で可決。企画室の当面の
仕事の中に、各種工業の誘致後の適合性、北海道
綜合開発第2次5ヵ年計画の市に与える影響、経済
企画6ヵ年の市に与える影響、更には工場誘致、民
衆駅の研究、舗装整備計画、帯広空港誘致、帯広
市計画と合併等…。
　市の帯広工業団地開発計画とその造成について、
帯広商工会議所の存在を無視することは出来ない。
会議所は、商工会議所法に定められ、その目的は、

「その地域における商工業の綜合的な発展を図り、
兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的
とする。」と規定されているが、構成員の多くは政
党的色分けからみると、保守的傾向の強い団体で
あることは今も変わらない。工業団地の開発こそ
が会議所の産業振興を図るうえで不可欠の要件で
あるとする明確な目的意識を持ち、今日に至るま
で一貫した協力体制を崩すことはなかった。市、
公社が事業遂行上、幾多の困難に逢着しながら事
業を完結しえた側面に、会議所の存在と支援を惜
しまなかった人脈のあったことを高く評価すべき
と思います。
　工業団地の可、否を決定する決め手は、用地所
有者から必要とする用地を取得することであった。
その媒体は人と人との話し合いから始まる。即ち
西帯広開発期成会との折衝によって重要な人脈の
足がかりが出来た。これによって、市（公社）−土
地所有者−入居希望者による連携体制が出来た。
造成の過程で、問題が数多くあったが、これを克
服出来たことは、人脈間の誠意ある対処によって
正常化されたことは言うまでもないことであった。
このような、一大計画の遂行に、終始係わって、
難問の多くの解決にお役に立てたのは、私として
も、喜びを感じている次第であります。
　時間になりました。ご清聴有難う御座いました。

閉会宣言	 横田幸宏SAA
点鐘	 深澤知博会長

3月はRI指定の「識字率向上月間」です。
理事会
　・3月のロータリーレートは、1ドル＝90円です。

    次週プログラム予定
　 4月1日（木） プログラム委員会

 「大雪の花」　岡田　武敏会員

お	知	ら	せ


