
地域を育み、大陸をつなぐ

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

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!
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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 7

　先週、地区大会の組織、実行委員会がスタートしました。短期間での集中
した準備となり、ご苦労をおかけしますが、重ねてよろしくお願いいたします。
また、ガバナーの公式訪問が始まりましたが、その際の同行者について、ガバ
ナー事務局からお願いがあろうかと思います。ぜひ許される範囲でご協力をク
ラブとしてもお願いいたします。ガバナー事務局もまた、同行者の負担が過重
にならない様、限られた人に集中しないよう、特段の配慮をされるようお願い
します。
　さて、ロータリーといえば、まずは「四つのテスト」です。　　
　　　●真実かどうか　　　　　　●みんなに公平か　　
　　　●好意と友情を深めるか　　●みんなのためになるかどうか
　不振に陥った企業経営を立て直すために、こういう方針で成功したロータリ
アンがいて、後年、それが国際ロータリーの標語となったそうです。でも、これ
と同じような考え方、しかもシンプルで解りやすい言葉が実は日本にもありま
す。しかも、ロータリーより100年も前のものです。あの二宮金次郎、二宮尊徳
のことばです。
「経済なき道徳は労多くして功なし、道徳なき経済は永遠の道おぼつかなし」
　一般的には「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」と言
われているものです。最近、コーポレット・ガバナンスとか、コンプライアンスと
かCS、従業員満足など、難しい言葉が氾濫していますが、二宮金次郎さんの
たった1行の言葉の方がわかりやすいです。二宮尊徳は、農民の出でありなが
ら、農村の立て直し、藩の財政再建、つまり、経営立て直しの生涯を送り、最
後には日光の徳川天領の経営に当たったそうです。その方法、考え方が「報徳
仕法」と言われるもので「日本版　四つのテスト」と言えるでしょう。いまいらっ
しゃったら、ぜひ日本の財政立て直しをお願いしたいところです。ご存じのよう
に、二宮尊徳さんはこの十勝に深い縁があります。孫の二宮尊親が明治30
年、豊頃村牛首別（ウシシュベツ）に移住して、10年ほどで1345町歩、およそ
400万坪を開墾し、興復農場という大農場を作った十勝の恩人の一人です。そ
んなわけで、ロータリアンとしてポール・ハリスに学ぶことも重要ですが、国も
企業も国民もみんなが厳しい今の時代だからこそ、最近、話題にもならない二
宮金次郎さんを思い起こすことも必要ではないでしょうか。
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■今月の主な行事
誕生・結婚祝　三役就任挨拶
決算・監査・予算  役員理事就任挨拶
委員長就任挨拶
ゲスト卓話
夜間移動例会  新入会員歓迎会

7月 1日
8日
15日
22日
29日

6／3
1859回

66名

57名

34名

17名

89.4％

■出席状況報告
月／日
例 　 会

会員総数

ホームクラブ出席

メークアップ

出 席 率

月 平 均

出席計算に
用いた会員数

6／17
1861回
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92.8％
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 堂山啓太SAA
ロータリーソング（我等の生業）	 堂山啓太SAA
（会食）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広南RC、7月19日（月）祝日のため休会
②帯広東RC夜間移動例会
　　日　時　7月27日（火） 午後6時30分
　　場　所　北の屋台
③帯広西RC夜間移動例会 「新会員歓迎会」
　　日　時　7月29日（木） 午後6時30分
　　場　所　シャレード （会費2000円）
④帯広北RC夜間移動例会
　　日　時　7月30日（金） 午後6時30分
　　場　所　ジグザグ
⑤会費の納入の件
　理事会から承認されている100ドル献金ならびにポリオ
プラスの献金の分も加えた金額となっています。

地区大会実行委員会報告	 実行委員会　岡田武稔会員
　西クラブの総力を挙げて頑張っていきましょう。今月末ま
でには地区内の64クラブに案内状の発送を予定しています。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　越智孝佳会員
鈴木　　享会長　ニコニコ狂歌『つらつらと  考えみれど  不

思議なり  なぜにこの席  座りおるかな』
小室　陸雄会員　地区大会実行委員長に就任することになり

ました。絶大なるご協力よろしくお願いします。
山田倫一郎会員　出席率100％を頂きました。
本田美喜雄会員　結婚祝いありがとうございました。
久　保　忠　正　先日西RC最長老になられた小室さんがわ

たしのニコニコを読んでくれました。最
長老のお披露目は初めての事と記憶して
います。弁舌さわやかで見事でした。わ
たしのニコニコもよろこんでいます。

プログラム	 奥　敏則副幹事

役員・理事・委員長就任挨拶
会長エレクト	 三野宮　功
　鈴木会長のニコニコ狂歌はすばらしいで
す。来年度は外国語のワンポイントレッス
ンはどうかと考えております。一年間よろ
しくお願いします。

会　計	 小甲　哲士
　今年度も非常に厳しい予算です。各委員
会ならびに古田幹事のご協力を得ながら、
鈴木会長方針が有効になる様なサポートが
出来たらと考えております。

クラブ奉仕担当理事	 平田　利器
　会長の ｢楽しいクラブにしよう ｣に従い、
会員同士の本音の付き合いを引き出し、西
RCの熱い仲間を復活させることを念頭に
活動していきます。

職業奉仕担当理事	 山田倫一郎
　職業奉仕とは大変難しい問題ですが、四
つのテストがヒントになるとも考えます。
これを機会に勉強したいと思います。よろ
しくお願いします。

社会奉仕担当理事	 金尾　　剛
　社会奉仕活動の一つであるエコキャップ運動に市内4RC・

ローターアクト・国際ソロプチミスト等にご協
力を頂きます。従来から保管管理をして頂い
ている神田会員、札幌まで搬送して頂いてい
る佐々木和彦会員にも感謝申し上げます。も
う一つの継続活動であります「義歯の名入れ運動」には、斎藤
憲夫会員・佐々木嘉晃会員による無償での活動を引き続きお
願いしていきます。会長方針の強い絆の西RCを目ざします。

新世代担当理事	 上垣香世子
　若いロータリーアクトメンバーが将来の
夢を持てる様なサポートが少しでも出来た
らと思います。一年間どうぞよろしくお願
いします。

出席委員会	 横田幸宏委員長
　出席率を上げるのが仕事となります。各
委員会の皆さんと協力して楽しい例会を作
り上げていければと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

広報委員会	 高田晃一委員長
　昨年同様「よみやすい広報誌作り」を目標
にいたします。また、会員増につなげられ
るような広報誌を目ざします。どうぞよろ
しくお願いします。

会員増強委員会	 岡田武稔委員長
　皆様からの情報を鈴木会長、古田幹事、
そして私までお寄せ下さい。すぐに動き出
します。お一人一人のご協力をどうぞよろ
しくお願いします。

プログラム委員会	 石原英樹委員長
　今年度の鈴木会長のテーマであります

「楽しい例会」を運営する様、会員卓話を中
心に、手作りで話題豊富な例会を目ざしま
す。

ロータリー情報委員会	 萱場誠一委員長
　まず家庭集会を早めに開催して頂き、そ
の後各委員会の色々な情報を共有していけ
ればと思います。ご協力をよろしくお願い
します。

健康増進委員会	 久保忠正委員長
　活動計画書には『元気で健康で長生きし
ましょう』とあります。委員会担当の卓話
を予定しております。どうぞよろしくお願
いします。

ロータリー財団委員会	 大沢　剛委員長
　皆さんからご寄付頂くお金にはたくさん
の使い道があります。絶大なるご協力のほ
どをどうぞよろしくお願い致します。

米山記念奨学委員会	 千葉清孝委員長
　米山奨学寄付金は全国的にも減少してお
ります。10月は米山月間です。目標達成
に向かって頑張りますのでご協力をよろし
くお願いします。

　今年度、堂山会員にカウンセラーをお願いしております
ことをお知らせ致します。

閉会宣言	 堂山啓太SAA
点鐘	 鈴木　享会長


