
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
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　本日は、畠山ガバナー補佐の訪問例会です。新年度、
早速の御来訪、ありがとうございます。西クラブの重鎮
で、シンボルであった宮野　永さんとお別れしてもう1カ
月になります。淋しさは消えませんし、なぜこの年度に宮
野さんがいらっしゃらないのか、考えるたびに残念です。
今日は、ご長男がご挨拶に見えられております。
　また、嬉しいことに新会員をお迎えします。曽我　雄さんです。
　夏の甲子園を目指す高校野球の予選が全国で繰り広げられていますが、
今日は、いままで私が見た高校野球のなかで、思い出に残る試合について
お話します。大学生の時、下宿の近くに早稲田大学野球部安倍球場があ
り、そこでは毎年、高校野球の予選が行われておりましたので、よく見に
行きました。下町の高校のサードに、今ならアイドル間違いなしの格好い
い選手がいました。ところが、これがヤクザの息子のようで、応援が着流
しと白スーツに黒シャツ、雪駄履きの一団です。チームのベンチは一塁側
なのに、応援する選手がサードですから三塁側に陣取ったわけです。そこ
で、「若親分の若」で「若～、若～」のだみ声の大声援。相手はビビる、
若は嫌がる。場内放送はおっかなびっくり。先生は出て来もしない。で
も、いつしか相手高校の女生徒が、ヤクザとベンチの間に割り込んで、負
けじと応援を始めました。こういう時、やはり女性は強いものです。流石
に、着流しの初老の番頭格ヤクザが、少し外野よりに場所を移動しました
が、女の子たちとヤクザの応援合戦というか、にらみ合いというか、駆け
引きというか、それは試合が終わるまで続きました。どちらが勝ったか記
憶にないが、ヤクザと女子高生、映画のような不思議な高校野球でした。
高校野球は良いものですが、どうしてなのでしょうか。ひとつだけ言える
ことは、高校野球とは、5000近くを数える参加チームの中で、一度も負け
ないチームはひとつだけ。敗れて消えた残りのすべてのチームも、負けた
回数はたったの一度だけ。でもその一度の負けで、目指していた道が消え
る。そして、そのことに潔く従う。この辺に秘密があるのかもしれませ
ん。高校時代は遠い昔ですが、この「目の前の試合にすべてを賭ける」と
いう気持ちはいつまでも忘れてはならない、とつくづく思います。
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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
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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
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 若林　剛SAA
ロータリーソング	（これでこそロータリー）	 若林　剛SAA
ゲスト紹介
	 	 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　畠山誠一様
	 	 同行　小枝秀則様

前米山奨学生　アロアロ・マルコス・フォアン様

（会食）
新会員紹介	 推薦者　佐々木和彦会員
　網走の共通の友人のご縁です。即戦力になってくれる
方だと友人からもお墨付きを頂いております。
	 	 新会員　曽我　健君
　倶知安RC、網走西RC、こちらの帯広西 RCで3場所目
となります。入会のご承認ありがとうございます。西RC
並びに帯広のお役に少しでも立てたらと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

会長報告	 鈴木　享会長
　宮野様のご子息から青少年育英資金として頂いており
ます。

　宮野　永の長男、洋でございます。父の葬儀に際し
ましては、多数の皆様のご参拝を頂きまして誠にあり
がとうございました。生前、父はロータリアンである
ことを誇りとし、生き甲斐としておりました。毎週木
曜日の例会では皆様にお目にかかることをいつも楽し
みにしておりました。父はあの世に逝っても毎週木曜
の例会を楽しみにしていると思います。皆様長い間お
世話になりました。本当にありがとうございました。

故　宮野　永会員／御長男　宮野　洋 氏

会務報告	 古田敦則幹事
①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
②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）　
③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

　ロータリー情報委員長萱場会員が公式訪問の同行のた
め欠席しておりますが、家庭集会開催の御願いです。議
題は地区大会に向けての委員会別の打ち合わせとニコニ
コ献金の使途についてです。8月の中旬までに開催のほ
どよろしくおねがいします。

地区大会実行委員会報告	 岡田武稔会員
　7月20日に地区大会に向けての第1回実行委員会が開
催され、会議内容が闊達かつ詳細なところまで話し合わ
れていましたので、かなり良い進捗状況だと感じました。
今後とも総務部・運営部・レク部の大会副幹事の指示の
もと、各委員会が早急に協議頂きます様お願いします。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　北川勝啓会員
鈴木　　享会長　地区大会に向けて心ひとつに、ニコニ

コ狂歌『雨降れど　風が吹けども　ひ
たむきに　ただ陽（ひ）に向かう　ひま
わりの花』

古田　敦則会員　又新しい仲間が増えました、曽我さん
をよろしくおねがいします。

佐々木和彦会員　曽我健さんの入会ありがとうございます。
そしてよろしくおねがいします。

ガバナー補佐公式訪問
	 	 RI2500地区第6分区ガバナー補佐　音更クラブ
	 	 畠山誠一様
　帯広西RCの皆様には、ガバナー補佐の打ち合わせ会
議や地区役員の準備から会議など、特段のご協力を頂い
ていますことを心からお礼申し上げます。今日でガバ
ナー補佐のご挨拶5カ所目でございますが、随行者共々
多くの勉強をさせていただいております。ガバナー月信
に柴田ガバナーの方向性が集約されていると思いますの
で、各クラブの皆様にまず一読をとお願いしております。
私はガバナー補佐とポリオプラスの2500地区の委員長
をお引き受けしておりますが、地区の皆様にご理解とご
支援を頂いております。RIからは継続しての協力頂けた
らとの事でございます。また、10月1日からの地区大会
に関しましては、当音更クラブも是非ともお手伝いさせ
ていただけたらと思っております。また、会員増強セミ
ナーも年内開催を予定しております。来年2月27日に音
更クラブがホストクラブとなりまして IMを開催致しま
す。既に実行委員会を立ち上げて動き出しておりますの
で、皆様ご参加の程お願い致します。来年の5月ニュー
オリンズでの世界大会にもご出席をお願いします。
　柴田ガバナーのお考えでもあります小さなクラブとの
連携の点ですが、当クラブでは上士幌RC・足寄RCとも
一緒に出来ないかとの話も進んでおります。帯広のクラ
ブの皆様もなんらかのアクションを起こしていただける
と有り難いと思います。一年間、私も出来る限りのサポー
トをさせていただきます。楽しい一年間で終了出来ます
よう、ご協力を私の方からもお願い申し上げます。

プログラム	 前米山奨学生
アロアロ・マルコス・フォアン氏

我が母国ペルーについて

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 鈴木　享会長


