
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 8

　地区大会の登録についてですが、先日、2500地区各クラブに案内状
が発送されました。当クラブにつきましても、主催するクラブとして、
皆さんに「全員登録」をお願いすることで理事会承認を得ました。本日
改めて、帯広西クラブ「地区大会・全員登録」をお願いいたします。ま
た、ホストクラブとして、厳しい予算で地区大会を実行することから
「会員皆さんの配偶者」につきましても「全員登録」をお願いしたいと
いうことで、理事会の承認を得ました。いろいろなお考え、ご意見があ
ろうかと思いますが、西クラブとして立派に地区大会ホストの任を果た
したいということから、どうか特段のご理解をいただき、協力ください
ます様、会長として、衷心からお願いを申し上げる次第です。
　先週は、新入会員歓迎の夜間移動例会でしたが、大いに盛り上がって
いただきました。ありがとうございます。
　8月はお盆の月です。高野山の老僧の句に「新盆の　待ち遠しくて　
寂しくて」というのがあります。大切な人が亡くなったけれど、お盆に
なったら逢える、それまでの日々は寂しい、と言うことなのでしょう、
実に人間味溢れた句です。仏教を極めた偉いお坊さんであっても、身近
な人が亡くなるというのは、やはり特別なことのようです。我々もま
た、精神的支柱　宮野永さんを失いました。「新盆の　待ち遠しくて　
寂しくて」が身に沁みます。今日もどこかその辺で、見ていてくれるの
かもしれません。「地区大会、よろしく頼む」という声が聞こえるよう
です。明後日は四十九日、改めて、ご冥福を祈りましょう。
　8月というのは、日本人にとっては特別な月でもあります。誰の作か
は知りませんが、こんな川柳があります。「八月や　六日　九日　十五
日」言うまでもなく、広島と長崎に原爆が投下された日、そして、終戦
の日です。ふと立ち止まって考えてみることが必要なのではないでしょ
うか。8月はお盆と夏休みだけの月ではないということだと思います。
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝　新会員卓話

休会（盆休み）

会員卓話

夜間例会　地区大会に向けて
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■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
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月 平 均
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　次週プログラム予定
　8月12日（木）  休会
※8月19日（木）  例会後、大会事務局に於いて、実行委員会開催

点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 江口文隆副SAA
国家斉唱
たいまつ宣言唱和
ロータリーソング（四つのテスト）
ゲスト紹介

米山記念奨学生　アメリア・チャイナ・サラスさん

8月結婚祝い	 親睦活動委員会　天野清一副委員長
　　大沢　剛会員 1935.8. 1　萱場誠一会員 1996.8. 8

8月誕生祝い（誕生日新聞をお贈りいたします）
　　大沢　剛会員 1935.8. 1　堀　修司会員 1946.8.26
　　奥田頼昌会員 1953.8.31　古田敦則会員 1957.8.28
　　小甲哲士会員 1959.8.28

バースデーソング
乾杯	 千葉清孝会員	
（会食）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広東RC 『移動例会（道の日清掃）』
　　日時・場所　8月10日（火） 午前10時・中央公園北広場
②帯　広RC、8月11日（水）休会（お盆のため）
　帯広西RC、8月12日（木）休会（お盆のため）
　帯広北RC、8月13日（金）休会（お盆のため）
　帯広南RC、8月16日（月）休会（お盆のため）
　帯広東RC、8月17日（火）休会（お盆のため）
③帯広西RC 『夜間例会』
　　日時・場所　8月26日（木） 午後6時30分・北海道ホテル
④8月のロータリーレート　1$＝88円
⑤地区大会のご案内
　　■10月1日（金） 8：00〜13：30  記念ゴルフ大会
 13：00〜15：00  記念パークゴルフ大会
　　■10月2日（土） 10：00〜11：30  特別記念講演
 13：00〜16：30  本会議
 16：30〜17：30  基調講演
 18：00〜19：30  記念大懇親会
　　■10月3日（日） 9：00〜12：00  本会議
　　　　　　登録料　会　員 13,000円（拠出金1,000円含）
　　　　　　　　　　家　族 10,000円
　　　　　　　　　　ゴルフ 5,000円
　　　　　　　　　　パーク 3,000円

地区大会実行委員会	 総務室　林　文昭副幹事
　7/26日に各RCへ書類を発送いたしました。1,000名以上の
参加をしてもらえるようにしております。あと57日です。な
んとか大会を成功に導きたいと思います。毎週例会後、実行
委員会を開きます。ご都合の付く各担当委員長さんは、大会
事務局へお集まり下さい。

親睦委員会活動委員会	 佐々木和彦委員長
　9月5日（日）西RC家族野遊会を開催いたします。場所は幕別
あけぼの、「十勝ヒルズ」。今年は女性の方にたくさん来てい
ただきたくてビュッフェスタイルのレストランで行います。
奥様お子様、お誘い合わせの上、皆さんの参加をお願いいた
します。

ニコニコ献金	 親睦委員会活動委員会　佐々木和彦委員長
鈴木　享会長　地区大会準備のご苦労感謝いたします。
  ニコニコ狂歌『入道雲  ひまわり咲いて  蝉時

雨  いまぞ十勝の  盛りなり』
小室陸雄会員　西 RCゴルフ同好会7月コンペで最高の真ん中

賞でした。これで3回目です。次回も頑張り
ます。

三野宮功会員　先週、全日本空手道連盟剛柔会、海外セミナー
全国大会で高松に行ってまいりました。通訳、
審判と忙しい一週間でした。

曽我　雄会員　新会員歓迎会ありがとうございました。

プログラム	 会員増強委員会　岡田武稔委員長

新会員卓話

谷脇正人会員
　先日は歓迎会をしていただきまして、心より感謝申し上げ
ます。本日は貴重なお時間をいただきましたので、自己紹介
をさせていただきたいと思います。昭和41年生まれ、現在44
歳。父が頼んでいたでっち奉公先で鋼材の卸会社に勤めまし
た。札幌支店5年、旭川支店1年、計6年間の修行生活でした。
当然、親の七光りだの、社長の息子などと先輩のいじめはも
ちろんのこといろいろなことがありましたが、持ち前の能天
気さと、ただでは転ばない性格に、入社 2年目、24歳で仕事
を覚える前に社内結婚で女房をもらい、すぐに子供を授かっ
たものですから、来年早々、二十歳になる息子と高校 2年生
の息子がおります。6年間のでっち奉公を終えて、平成6年3
月に父の会社に戻りました。
　会社名は株式会社タニワキ。会社は西19条南1丁目、新流
通団地にありまして、協同組合帯広卸売センターの一員とさ
せていただいています。会社の営業品目は住宅や建築物の基
礎、橋などに使われております異形棒鋼、生コンクリート、
鋼材、建築資材、土木資材、農家にはかまぼこ型のD型ハウ
スや格納庫の鉄骨の骨組みを製作販売しています。西ロータ
リーの会員の中にもたくさんお客様がおりまして、この場を
お借りして熱く御礼申し上げます。また、業界ではこちらに
おられます本田さんの会社の品目と概ね一緒ですので、お邪
魔にならないよう、すみの方を歩かせていただいています。
　皆様に、ご指導いただき、会社も家庭も頑張ってやってい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

河西智子会員
　本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。小
学生の頃、私はいつも西RCに連れて行ってもらうと、そこに
は普段、家では見ることの出来ない父の顔がありました。父
に入会の報告をすると、良かったと目を潤ませていました。
やはり、父にとって西RCは格別だと再確認いたしました。河
西哲夫の紹介となりましたが…
　新会員歓迎会では、八海山酒をご馳走になり、二次会は素
敵なクラブへ。先日の家庭集会では、芋焼酎のロックがジョッ
キで出てきて、チェイサー代わりに生ビールという飲み方を
教えていただきました。入会申込書に「趣味は飲酒」と書いた
私ですが、まだまだ修行が足りず、お酒の飲み方は奥深くて
まだまだ楽しいと思いました。
　私の経歴は、昭和60年に東京の短大を卒業しました。当時、
女の子が一人で東京行くなんてもっての他、道内の短大にし
なさいとの反対を押し切って上京しました。その後、デザイ
ン事務所に就職しました。個人事務所のアシスタントの仕事
です。帯広から、父がもう長くないから帰って来いとの話。
これは大変と思い、泣く泣く帯広に帰ってきたら、そこには
元気一杯の父がいて、これはだまされたと思いました。その
後、弊社関連会社に勤務し、設計の事務、建築・川・道路な
どの完成予想図の作成、保険代理店、カラオケボックスの運
営などを行い、今、東光舗道におります。
　弊社は舗装工事をメインとする会社ですが、道路の舗装し
かやっていないと思っている方がたまにいらっしゃいます
が、駐車場の舗装もやっており、住宅前の、お車1台分程度
の面積の舗装もよくご用命いただいております。皆様、ご商
売やご自宅で何か必要がありましたら、見積もりだけでもい
たしますので、どうぞ何なりとお気軽にお声を掛けてくださ
い。私も西ロータリーで自分の青春を過ごしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

謝辞	 土肥孝紀副会長
閉会宣言	 江口文隆副SAA
点鐘	 鈴木　享会長


