
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

　皆さん、こんばんは。本日は会長が所用の為、欠席しており
ますので、代わりに報告させていただきます。
　最近の数多くの国内のニュースの中で（私が関心をもっ
た）ニュースを一つだけ取り上げてお話しをしたいと思いま
す。
　最近、新聞紙上やテレビ等でさかんに道内を含め全国で相次ぐ100歳以上の
高齢者の生存確認や所在不明の報道が流れていますが、その内容たるや親が
死亡してもその子供・身内が死亡の届けも出さず、埋葬もせず、親の年金を不正
に受け取っている現状で、その悲惨さが報道されるたびに胸が痛くなります。
　先ごろ厚生労働省は、100歳以上の高齢者が全国で4万3千69人となり、初め
て4万人を突破したと発表しました。しかし、日本人は昔から長寿だったわけでは
なく、1940年代の平均寿命は50歳。又、1950年代の100歳以上の人は97人、
1981年には1千人を超え、1998年には1万人、2005年には2万5千人と急速に増
えています。男女の比率は男性が13.5％、女性が86.5％と圧倒的に女性が多く、
これは日本だけではなく、全世界共通との事です。国内の地域分布を見ると、九
州・中国・四国が高い比率を示しており、西高東低になっています。
　ただ、ここで問題になるのは、全ての100歳以上の人が健康で快適な生活を
送っているわけではありません。そのほとんどが日常生活に介護を必要とし、4
割が寝たきりの状態だといわれています。100歳を超えて長生きする人の特徴を
見てみますと、女性の場合は社交性・マイペース・面倒見がよい等。男性の場合
は、楽天的・マイペース。精神面や性格上の要因が大きく影響しているものと思
われます。又、生活習慣病にかかっている人が少なく、特に糖尿病の人はごくま
れとの事です。この点は生活習慣、特に食事や栄養バランス、運動という面から
大変注目すべきだと思われます。
　健康で長生きする為の心がけベスト6は『1．くよくよせず物事にこだわらな
い』『2．食事に気をつける（バランスの良い食事をよくかんで腹八分）』『3．規
則正しい生活（趣味をもって楽しむ）』『4．睡眠・休養を十分にとる』『5．適度
な運動（継続性ある運動を見つける）』『6．異性に関心をもつ』。日頃の心がけ
一つで人生豊かな暮らしが出来、健康的な長生きが可能ですよ。
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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

8月 5日
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■出席状況報告
月／日
例 　 会
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ホームクラブ出席
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点鐘
開会宣言	 堂山啓太SAA
ロータリーソング（我等の生業）
ゲスト紹介

（会食）
会長報告	 土肥孝紀副会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広北RC夜間移動例会
　　日　時　8月27日（金）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　弁慶九丁目店
②帯広東RC家族野遊会
　　日　時　8月29日（日） 午前9時
　　場　所　幕別町札内依田焼肉ガーデン周
③帯広南RC家族野遊会
　　日　時　8月29日（日） 午前10時
　　場　所　札内川河川敷パークゴルフ場
④帯広西RC家族野遊会
　　日　時　9月5日（日） 午前10時30分
　　場　所　十勝ヒルズ
⑤帯広RC家族野遊会
　　日　時　9月5日（日） 午前10時
　　場　所　十勝千年の森

　高等学校の間口増減問題があり、今、緑陽高校
が間口一減となる話が出ています。当クラブでは
江口会員が緑陽高校のPTA会長をされ、谷脇会員
が今副会長をされたりと縁の深い高校です。地域
のためにも皆の声で、一間口減を防止したく、ご
賛同いただける方は趣意書にご署名をお願いいた
します。

ゲスト紹介	 本田美喜男会員
　ガバナー公式訪問の際、釧路
西RCでメーキャップされている
玉山和夫様と席が隣になりまし
た関係で私が紹介させて頂きま
す。

　玉山様は年齢が91才で、驚いたことに帯広出身
です。お父様が帯広農業試験場の場長さんでした。
帯広柏小学校、旧制帯広中学を卒業し、北大に進
んでおられます。今年から全国の西クラブと名の
付くクラブを回っておられ、当クラブで4件目との
こと。MBEと言ってイギリス大英帝国から勲章を
頂いている、素晴らしい方です。日本兵のビルマ
戦という本も出していらっしゃいます。

ゲスト挨拶	 東京西RC　玉山和夫様
　東京西RCから参りました。
　定年後は戦争記録を調べ
ており、北海道に関係ある
ことをお話します。
　今から79年前、1931年9
月24日にリンドバーグという
アメリカの飛行士が北太平
洋を横断して根室に着きま
した。彼は、大西洋横断を
成功した非常に有名なパイロットで、当時帯広中
学1年の私もこのニュースに感動しました。
　ところが、このリンドバーグが来た目的には非
常に重要な軍事的要素があったのです。彼はカム
チャッカから根室に飛ぶ間、中千島の湖に2回着水
して、調査しました。アメリカは中千島から水上
飛行艇を使って北海道を空襲するとか、東京まで
空襲するとか考えていたのです。
　アメリカの戦備が整った頃、北海道大学の予科
にいたミヤザワヒロユキという探検旅行の好きな
男に、レーンと言う英語教師がお金を出してカメ
ラを買ってやり、北千島の写真を撮り色々と報告
をした。これは私が知る限り、アメリカが中千島
に非常に関心を持っていたという事実でございま
す。日本と早く戦争を始めたいアメリカは、マッ
カーサーが言っているような南まわりでは時間が
かかるので、中千島の湖に水上機の基地を持って
援護しながら北海道に上陸する事を考えていたの
です。もしそれが実行されていると、十勝平野あ
たりが大激戦地になり、沖縄と同じ惨状になった
かも知れません。
　しかし、幸いなことにマッカーサーは非常に発
言権があり、彼はフィリピンでの負けをどうして
も取り返したく、南周りの進行路を押しつけて北
回りの話は消えました。沖縄の様な惨状になれば
大変でしたが、早い内に計画は消えた訳です。
　この話をノンフィクション風に書いた本を一部
置いて行きますので、ご関心のある方はご覧になっ
て頂きたいと思います。
　それから、今日参りました目的は、東京西RCに
藤山一郎という作家・作曲家、歌手で有名な方が
会員で、会長もされていますが、その方が西RCと
いう歌を作りました。東京西RCではロータリーソ
ングの一つとして時々会員皆で歌っておりますが、

東京西RC　玉山和夫様ご夫妻

交換留学生　千葉ジョセフ君（白樺高校2年生）



今回各地の西ロータリークラブに、ロータリーソ
ングの一つに加えて頂くことをお勧めしており、
持って参りました。後ほど歌を流して頂きますが、
このテープは西RCの例会場で録音したものです。

ゲスト紹介	 新世代委員会　上垣香世子委員長
　こんばんは。1年間アメリカに
留学していた千葉ジョセフ君が
帰国して参りました。帰国報告
をさせていただきますので、よ
ろしくお願いいたします。

ゲスト挨拶	 千葉ジョセフ君
　昨年RC留学生としてアメリカ
に行かせていただいたジョセフ
です。アメリカでは本当に色ん
な体験をさせていただきました。
最初は戸惑いましたが現地の人
に支えられ、頑張ることが出来ました。素晴らし
いホストファミリーの方々や学校の友達、留学生
の仲間と会うことが出来ました。現地では色々な
ところに連れて行ってもらい、色んな体験が出来、
英語も今では会話が出来る程です。現地で友達も
沢山出来、帰る時はとても辛かったです。
　この体験で世界が広がった感覚があり、次のス
テップに踏み出す勇気も出来ました。しかし大切
なのは、この貴重な経験をこの後にどう生かすか
にあると思います。この経験を生かし、更に成長
していきたいです。
　最後になりますが、ロータリーの皆様の協力が
無ければ留学は叶いませんでした。本当にありが
とうございます。

国際青少年交換委員会	 三野宮功委員長
　千葉君が1年間の留学から帰っ
て来たことを、非常に喜んでい
ます。向こうに行った時に絵葉
書が届き、英語も日本語ももっ
と勉強したほうが良いと不安で
したが、今のは胸を打つスピーチでした。
　今年も青少年交換委員長を仰せつかり、先日ジョ
セフ君が行っていたアメリカの5,180地区からの留
学生を成田まで迎えにいきました。年とともに体
力的に辛い気がしますが、残すところあと1年、が
んばりますので、このような機会がありましたら
皆様のご協力をお願いいたします。有難うござい
ました。

委員会報告	 親睦活動委員会　北川勝啓会員
　9月5日の家族野遊会の報告です。会場の十勝ヒ
ルズで大変美味しいお水が沸いています。持ち帰
り放題ですので、ご希望の方は、ペットボトル又
はポリ容器をご持参下さい。

ニコニコ献金　　親睦活動委員会　北川勝啓会員
奥田頼昌会員　ゴルフ同好会優勝しました。次回

もカンバリます。
古田敦則幹事　苦節12年、初めてゴルフ同好会で

「真ん中賞」が当たりました。調子
に乗りすぎて、前の組の酒井先輩
のパーティーに打ち込んでしまい
ました。反省してます！！

プログラム	 ロータリー情報委員会

地区大会委員会別報告

　地区大会がいよいよ1ヶ月少々と迫ってきました。
委員会が合同で開催して下さった家庭集会での決
定事項、進行状況を報告していただきます。
　その前に小室地区大会実行委員長よりご挨拶が
あります。

地区大会実行委員長挨拶	 小室陸雄実行委員長
　大会準備に皆様がご努力くだ
さっておりますことに感謝申し
上げます。ガバナー事務局で事
前にかなり進めて頂き、また、
それぞれの委員会でも準備を進
めて頂いております。大会幹事の岡田さん、副幹
事の林さん、越智さん、深澤さん、このパイプが
非常にスムーズで、心強く感じております。
　今日現在、登録が1,082名との報告を頂きまし
た。昨年の旭川は1,085、その前の釧路は1,196で
すが、13クラブからの登録報告が未だですので、
1,082プラスαで、かなり釧路に近い登録数になる
でしょう。皆様の大変なご努力に感謝申し上げま
す。特に、帯広の5クラブと音更クラブは全員登録
で、皆様の普段からのお付き合いがこの様な結果
を招いたものと大変嬉しく思っております。
　大会まで1ヶ月、全体でこの様な場を持てるのは
あと9月16日しかありませんので、この後は、大
会幹事の岡田さんを中心に各委員会同士の情報・連
携を密にし、限られた時間の中で、積極的な話し
合い、情報交換を進めていただきたいと思います。
　鈴木会長が 7月就任のご挨拶時に、大会主管は
我々西RCであり、西RCの名誉にかけて、間もなく
迎える40周年の歴史を重ねて来た西RCの力を示す
時が、この地区大会であるとおっしゃいました。
私も肝に命じて日々過ごしておりますが、あと1ヶ
月ですからもう、やるしかないのです。この大会
が大成功に終わります様、ラストスパートを皆さ
んの力で、どうかそれぞれの委員会で準備を進め
て頂きますようにお願い申し上げます。皆様方の

萱場誠一委員長



盛り上がり、力をぶつけて頂きたい。よろしくお
願いいたします。

総務・ガバナー事務局	 本田美喜男会員
　網走北網、釧路ガバナー公式
訪問に一緒に行き大会のお願い
をした結果かどうかわかりませ
んが、今の登録状況非常に嬉し
く思います。私共の分担業務は
大会プログラム、案内発送、来賓出席確認、総合
案内、講演関連です。来賓出欠案内が出揃うと、
ほぼ出来上がります。大会プログラムをやれば大
丈夫。講演関連もチケット等は全て手配しており
ますのでご安心下さい。

登録・宿泊	 大友広明会員
　大会の登録と受付、大会資料
の作成、参加登録書の作成、観
光ガイド、ナイトマップが担当
です。現在、受付は31日が期限
です。宿泊はJTBにお願いして
おり、現在120名程度の宿泊申し込みがあり、こ
れからも増えると思います。記念品が予算的にウ
エイトを占めており、中札内で作られている百鬼
のドレッシングに決めました。31日、数が確定次
第発注します。その他ネームプレート等細かいこ
とはありますが、委員会を随時やっており、準備
万端大丈夫です。

広報・記録、救護	 堀　修司会員
　広告は、新聞の段落が何段か
決まれば、それによって内容も
決まることになっております。
　救護ですが、PG会場とゴルフ
会場には医者は張り付けませ
ん。救急の番号を教えておきますので、何かあり
ましたら救急車を呼んでお連れ下さい。金曜日に
も会合があるようですが、医者が不在です。土日
は医者が常駐しますが、救急のみ、診て何かあれ
ば全部救急車、その他で送るようにしています。

会場設営	 平田利器会員
　会議の受付、備品等の確認を
進めております。受付関係は32
名から34名の方にお手伝い頂か
なければならず、声がかかると
思います。会場設営だけではな
く、懇親会、色々な部署があり、横の連携を取り
一緒にやりたいと思います。ソングリーダーは柳
沢会員にお願いしましたので皆様ご協力下さい。
本会議の司会も手作りで、若林会員と河西会員に
お願いし、プレッシャーのかかる仕事ですが、タ
イムテーブルと合わせてシナリオを作っておりま

す。後はステージの企画や看板の設置場所、内容
等やっております。皆様ご協力お願いいたします。
最後に飲料水関係、水を1,080本用意しました。神
田会員に粘っていだだき帯広市から50％応援いた
だくことになりました。

懇親会	 佐々木嘉晃会員
　場所はホテルノースランドで、
55卓のテーブルを用意します。
各テーブルにコンパニオンを1
人ずつお世話係に手配しており
ます。十勝らしさを出すために、
各テーブルには中札内の枝豆と、士幌のポテトチッ
プを用意致します。来て頂いた方に喜んで頂く様
に、食事も出来るだけ準備する様に致し、今のと
ころ骨付きの大きなハムを切り分けて食べられる
様に考えています。アトラクションは帯広北高校
のチアリーディング部、全国大会に出場している
部で、規律正しく、掛け声も良く、動きがあり、
非常に威勢が良くて印象に残る懇親会になると思
います。その他、ピアノとマリンバの演奏で会を
進めたいと思っています。

接待渉外	 三野宮功会員
　モットーはかゆいところに手
が届く接待ということで、久保
委員長が頭を悩ましているとこ
ろです。リストアップすると、
RI会長代理の送迎、パストガバ
ナー、韓国、インドネシア、タイからの訪問団の
接遇等色々と頭が痛くなりますが、地区大会を成
功させるためにも身体を4等分位にしてがんばるつ
もりです。弁当配りも身体が空いたら手伝いたい
と思います。

レクレーション	 江口文隆会員
　ゴルフの酒井さん、パークゴ
ルフの尾藤さん、そしてエクス
カーションの金尾さんと任せて
おけというメンバーばかりです
ので心配ありません。深澤さん
からは、「おもてなしの心でお迎えするように」とい
うことでしたが、「ゴルフもパークゴルフも優勝は
絶対自分のところで持っていくぞ」と言われ、賞品
は優勝だけ、何とかがんばろうと考えております。

　慌ただしく進めてまいりましたが、地区大会成
功のために、皆様よろしくお願いいたします。有
難うございました。

閉会宣言
点鐘	 土肥孝紀副会長


