
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 9

　皆さん、既にご存じの通り、斎藤允雄会員が逝去
されました。まだまだお若いだけに、寂しく、残念
な限りです。今夕7時より通夜、明日10時より告別
式が行われます。皆さんには、最後のお別れ、ご会
葬をお願い致します。
　さて、地区大会まであと15日となりました。忙しい毎日の中で、
精力的な準備を続けられていること、心から敬意を表し、お礼を申
し上げます。幸い登録人数は1,300名を越しました。地区大会には大
勢のロータリアンが参集されるわけですが、参加者にご満足いただ
けるよう、最後の、細部に至る準備に遺漏がないよう重ねてお願い
致します。また、皆さんには「配偶者登録」についてご理解いただ
き、多数の登録をいただき、感謝いたします。つきましては、登録
だけでなく、地区大会当日はぜひ、奥様もご参加されます様、お願
いいたします。基本的には、記念講演や懇親会などに、奥さまとし
て、ゲストとしてご参加を歓迎し、お願いしたいということです。
　今日は、斎藤さんの通夜の日でもありますので、お送りする気持
ちを込めて「命日」についてのお話です。「命日」とは言うまでも
なく、人が亡くなった日のことです。でも、考えてみるとおかしい
な、と思います。命が無くなった日なのに「命の日」、“命日”と言う
わけですから。もともとは「冥土へ行った日」で“冥日”と書いていた
ようですが、この「メイ」を、“冥”から、読みが同じ“命”に変えた人
がいるらしい。偉いお坊さんなのでしょうが、こちらの人生の役割
を終えて、あちらの世界での“命をもらった日”という意味で“命日”。
仏教的な、大きな発想の転換ということで、納得できます。従っ
て、白い死装束は、実は“あちら”で生まれる時の産着だということで
す。さらに、こちらに残っている人にも意味があるそうです。こち
らに残っている者たちが、亡き人のことを自分の人生に照らし合わ
せて考える、自らの人生を、命を考える日。「いのちの日」という
ことで“命日”なのです。32年の会員歴、元会長の斎藤允雄会員のご
冥福を祈りましょう。
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■今月の主な行事
家族野遊会（9/2繰下げ）
結婚・誕生祝

祝日例会（秋分の日）
夜間移動例会  地区大会決起集会

9月 5日
9日
16日
23日
28日

7／1
1863回

63名

57名

48名

7名

91.6％

■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

7／15
1865回

63名

57名

41名

12名

88.3％

7／22
1866回

64名

58名

48名

7名

90.1％

7／8
1864回

63名

57名

43名

13名

91.8％

7／29
1867回

64名

58名

47名

11名

92.0％

90.7％



　次週プログラム予定
　9月23日（木）  休会 ※祝日のため
　9月28日（木）  「地区大会決起集会」  於：正次郎

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RC9月20日（月）祝日のため休会
②帯広西RC9月23日（木）祝日のため休会
③帯広北RC家族野遊会 ※9月24日（金）の繰上例会
　　日　時　9月23日（木） 午前9時30分
　　場　所　焼肉ガーデンまくべつ
④帯広南RC夜間例会（帯広RAC合同例会）
　　日　時　9月27日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤帯広西RC夜間移動例会 ※9月30日（木）の繰上例会
　　日　時　9月28日（火） 午後6時30分
　　場　所　正次郎
　　　　　　｢地区大会決起集会｣  地区大会実行委員会
⑥帯広東RC夜間例会
　　日　時　9月28日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
⑦帯広西RC職場訪問移動例会
　　日　時　10月7日（木）
　　場　所　介護老人保健施設あんじゅ音更

委員会報告	 職業奉仕委員会　山田倫一郎
　10月7日（木）12時30分〜13時30分、職場訪問移動例会
を行います。場所は手稲ロータス会、介護老人保険施設 ｢
あんじゅ音更 ｣の2ヶ所。音更町中鈴蘭元町2番地9  ℡
0155−30−8211  帯広から20分位。内海仁司会員が施設
長として勤務されております。職場見学をさせていただき、
例会も同じ場所で、食事を用意しております。

ニコニコ献金	 親睦委員会活動委員会　佐々木和彦会員
鈴木　享会長　 ①ニコニコ狂歌「来月は いよいよ迎える 

地区大会  我らが力の  見せどころなり」②
28日夜間例会の分「帯広に 西クラブありを  
示す時  いざや臨まん  地区大会」

川上哲平会員　 九月四日、十勝カントリークラブにて十一
回目のエージ・シュート達成しました。

太田　豊会員　禁煙三日目に突入しました。くるしいです。
谷脇正人会員　やっと装具取れました。またがんばります。

プログラム	 プログラム委員会　越智孝佳委員長

新会員卓話

	 	 田中耕吾会員
　7月より、神田先輩の紹介で入会しました田中耕吾と申
します。あだ名も名前もコウゴで通っていますので、皆さ
んもコウゴと呼んで下さい。西RCへ入会したきっかけは、
1年以上前より神田さんや萱場さんに再三誘われたことで
す。自分自身の為に何かしたい、しらがみのない友人をもっ
と増やし、いろいろな人と語り合い今後の人生に於いての
宝物をみつけられるのではと、一大決心をして西RCへ入
会させていただきました、先日は、盛大な歓迎会を催して
いただきありがとうございました。
　私の経歴は、昭和31年6月18日、新得町屈足で生まれ、
54歳。本別小学校・陸別中学校・高校は帯広・大学は千葉
で過ごし帯広にUターンして栗林建設に入社しました。昭
和55年4月より23年間土木技術者としてお世話になりまし
た。たまたま石川屋ビルのオーナーが妻の父で年齢も76歳
の高齢に達したこともあり、平成16年3月で退職し、4月よ
りビルの経営を手伝って現在に至っています。ただ、この
不況下のもとビルの経営も大変な時代で空テナントが発生

するとなかなか跡が埋まらず苦労しています。そのような
状況下で2年前、1階の居酒屋「北の栖」が退店したのですが、
ご多分に漏れずなかなかテナントが決まりませんでした。
たまたま料理人との縁もあり居酒屋を経営することになっ
た次第です。店名の「正次郎」は2年前になくなった義理父
の名前です。今年の11月でちょうど開店2周年になります。
ご愛顧のほどよろしくお願いします。高校までは野球をやっ
ていました。十勝代表として北北海道大会ベスト4まで進
んだ経験もあります。大学時代は、合気道をやり、若いこ
ろは朝野球やアイスホッケーもしていた自称スポーツマン
です。先日9年ぶりにゴルフを再開しました。最後に、西
RCに入って本当に良かったと思えるよう、積極的に参加し
たいと思いますので宜しくお願い致します。

地区大会ミーティング

	 	 地区大会実行委員会　小室陸雄会員
　本日は各部会ごとにテーブルが分かれ、お互いに情報を
共有し確認する時間とさせていただきます。例会後ガバ
ナー事務局で16時頃〜各担当者はお集まり下さい。大会ま
であと10日間でありますので、お一人お一人のご協力をい
ただきたいと思います。
　会員登録が1191名、家族97名、その他若い方含めると、
小計1300名です。パストガバナー、韓国、インドネシア、
タイ、地区役員来賓など69名で合計1370名が参加者です。
この他に招待客とマスコミ関係などが増えます。出席者は
旭川を超え、釧路の会員登録人数を超えました。ホントに
柴田ガバナーの連日なる公式訪問、そしてガバナーに同行
いたしました皆さん方、またそれぞれのクラブでの力強い、
ご支援があって、このような形の登録になったと思います。
市内5クラブを含めて全員登録でありました。音更クラブ
はガバナー補佐が出ているクラブですが、全員登録をいた
だきました。このような形で大会を迎えることができまし
て、ホントに普段の会員の皆さんのロータリー同志の交流
のお陰であると思いまして、改めて御礼を申し上げます。
　お手元の資料をご覧下さい。当日の大会場と細かいスケ
ジュール表（3枚綴り）を見ながら今までの全体の様子を申
し上げます。1Pをご覧下さい。10月3日（金）ゴルフとパー
クゴルフ大会開催。13時〜はガバナー主催の会合が終日あ
り、北海道ホテルで行われます。会場が短時間ではありま
すが、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりになりますので、
この辺のご案内、受付の対応する業務が発生いたします。
会議そのものは、ガバナー地区幹事が進行を行います。前
段のお世話役を、当メンバーで宜しくお願い致します。
　2Pをご覧下さい。10月2日（土）10時〜一般公開の記念講
演を開催。分区の方が指定席で着席、その中に一般の方が
着席されるという講演会があります。終了次第、すぐに昼
食になります。あわせて本大会の会場の準備があります。
ご案内のように地区大会はガバナーの主催事業であります
ので、ガバナー中心に出番が多いという形になります。
　18時〜会場はホテル日航ノースランドホテルで大懇親会
を開催。会場担当運営室は越智さんを中心に平田さん、神
田さん、久保さん、運営室はこの準備でなかなか大変だと
思います。
　3Pをご覧下さい。最終日10月3日（日）は半日ですが、本
大会が行われ午前中に終了いたします。今回パストガバ
ナーが、ご夫妻で大変大勢、参りますのでこのような形に
なります。全体の流れをご承知おき願いたいと思います。

閉会宣言	 堂山啓太SAA
点鐘	 鈴木　享会長


