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第1852回例会
平成22年4月1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

2010,Apri l

■会長報告
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　皆さん、こんにちは。会長報告を申しあげます。
　今月はロータリー雑誌月間となっております。
　ロータリーの会員として、3つの義務があること
を皆さんは知っていますでしょうか？
　1つにはクラブに会費を納める義務。
　2つめに例会に出席する義務。
　そしてなんと3つめに、ロータリークラブの機関誌であります
「ロータリーの友」を購読しなければならない義務です。
　これはRI細則の中で決められ『RIの理事会が承認したロータリー
の雑誌を有料で購読しなければならなく、本人が会員となっている
限り、その購読を続けなければならない』となっております。ま
た、クラブ定款の中で、ロータリー雑誌の項目には『購読料は半年
ごとにクラブが各会員から購読料を徴収して、指定のところに送金
しなければならない』とあります。
　ロータリーの公式の雑誌は、RI本部で発行されている、アメリ
カ・カナダでの「ザ・ロータリアン」が50万部以上発行されてお
り、またその他の国々では、24カ国語で31の地域雑誌が75万部以
上発行されています。世界中の会員の半分以上は、それぞれ独自で
発行されている地域の雑誌を読んでいることになります。
　毎月、各自の書棚のロッカーにロータリーの友が入っています。
この購読が義務ではありますが、本当の目的は「ロータリーの友を
読む」ということですので、必ず目を通していただきたいと思いま
す。が。私もロータリーに入って13年目になりますが、初めて
「ロータリーの友」を始めから終わりの隅々まで見たのは、会長に
なってからです。
　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
誕生・結婚祝

夜間例会

※祝日休会（昭和の日）

4月 1日
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■出席状況報告

月／日
例 　 会

会員総数
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 若林　剛SAA
国歌斉唱	 若林　剛SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 若林　剛SAA
たいまつ宣言唱和	 若林　剛SAA
4月結婚祝	 親睦活動委員会　佐々木和彦委員
  堀　　修司会員 1973.4.29　笹井　祐三会員 1976.4.23
  佐々木嘉晃会員 1982.4.25　高田　晃一会員 1984.4.15
  天野　清一会員 1990.4.22　若林　　剛会員 1991.4.20
  神田　龍一会員 1993.4.24
4月誕生祝
  河合　健一会員 1932.4. 3　岡田　武稔会員 1938.4. 1
  笹井　祐三会員 1944.4.27　中島　久司会員 1948.4. 1
  熊切　宏樹会員 1968.4.25
バースデーソング
乾杯	 齋藤憲生会員
（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
②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
③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㈱
④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。
⑤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
⑥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。
　帯広南RC、5月5日（水）は祝日のため休会と致します。
⑦例会終了後、定例理事会を開催します。

出席報告	 出席委員会
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　尾藤輝幸会員
堀　修司会員　帯広市医師会25年在籍表彰受賞しました。
齋藤憲生会員　上の娘が歯科医師国家試験に合格しました。
柳沢一元会員　家庭集会御利用ありがとうございました。
久保且佳会員　帯広市固定資産評価審査委員会委員に就任
　　　　　　　しました。
久保忠正会員　古希の祝いを友達が祝ってくれました。

プログラム	 プログラム委員会　飯田正行委員長
　皆さん、こんにちわ。お待たせしました、プログラム委
員会一ヶ月ぶりの登場でございます。本日は数多い会員の
中から、4月生まれで今日誕生日の岡田会員から「大雪の
花」ということで、卓話を戴くことになっております。岡
田会員、よろしくお願いいたします。

大雪の花

	 	 岡田武稔会員
　皆さん、こんにちは。プログラム委員長の飯田さんから
何かを話せということで、何を話せばいいかなと思ったら
僕はやはり写真しかないので写真を見ていただこうかな
と、そういうふうに思います。うちの副会長の田中さんが

最近、山に奥さんと一緒に登って、高山植物のことについ
ても造詣が深いということで、非常に田中さんの前では緊
張しております。
　今日のテーマですが、大
雪の花というふうに言いま
すが、僕は趣味で写真を
撮っておりまして、その写
真が高じて、飯の種になっ
たという、あまり例のない
ものなのです。実は、アマ
チュア時代というのです
か、仕事になる前に、ワイルドビューという本と、アニマ
という雑誌にまず投稿しました。その中で投稿しているう
ちに採用になりまして、それがだんだん高じて、こういう
本に投稿するようになりました。当時、僕と一緒にやって
いた栗林彗という先生、これも大先生なんですが、それと
山口進、それから田辺秀雄、もう一人はかわせみで有名な
林忠。こういう人たち、今、日本を代表するというよりは
世界の中で昆虫や鳥等野生動物の写真家になっていて、僕
だけが出遅れて、こんな田舎にくすぶっているというような
ことでございます。
　今日、見ていただきます
大雪の花の写真を何枚か
持って来ました。大雪山と
いうことなんですが、大雪
山は国立公園に昭和9年12
月に認定されております。
うちの会員の川上哲平先生
が昭和9年3月生まれですか
ら、丁度9ヶ月のときに国立公園に指定されたということ
です。この広さは神奈川県とほぼ同じ広さで、23万平方
キロメートルですから、これだけの広さの山岳公園は日本
では他にございません。この大雪の山の呼び方ですが、「だ
いせつ」か「たいせつ」かということなんですが、この語源
は大町桂月という人が北海道探検で、黒岳の横にけいげつ
岳という山があるんですが、その名付親の大町桂月が大雪
に来たときに、「だいせつ」ではなく、「たいせつ」というこ
とで、通常ではたいせつ山というふうに言われております。
大雪には、このように表大雪、北大雪、東大雪、十勝岳連
峰等の全体を大雪山系というような呼び方をしておりま
す。ここに2,000メートルを越える山がこれだけあるんで
すね。旭岳は2,291メートルといっておりますが、国土地
理院の発表では2,290メートルが正確な高さであります。
これだけの山が大雪山系にありまして、この広さの中に、
おそらく種類だけは600種類の高山植物があるのではない
かと言われております。詩人・深田久弥の有名な言葉で『富
士山に登って高さを知れ、そして大雪に登って山の広さを
知れ』。そのように言われた山であり、非常にきれいなた
くさんの花があります。今日は大雪の花ということで花だ
けを集めてきましたので、ご覧くださいませ。今日はこれ
だけたくさんの皆さんが見てくれるので、名前を言います
から、その中の一つだけでもいいですから、山の花の名前
を覚えて帰っていただければ嬉しいなと思います。

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 深澤知博会長

　　　　　　　		4月はRI指定の「雑誌月間」です。
理事会　・ 4月のロータリーレートは、1ドル＝90円です。
SAA　			・4月の粗食例会は、15日を予定しています。

　次週プログラム予定
　4月8日（木）  出席委員会

「旅・その心」　出席副委員長　岡田 武稔

お	知	ら	せ


