
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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例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

■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

　みなさん、地区大会でのご尽力、本当にありが

とうございました。

　久し振りにいつもの例会場所での、いつもの例

会ですから、改めて心からお礼を申し上げます。

　短期間というハンディを問題とせず、準備に集中力を発揮し

ていただきました。

　当日はそれぞれの担当で、汗まみれになってのご奮闘があり

ました。その総力での成功と思います。本当にありがとうござ

いました。2500地区のロータリアンに強く印象が残ったことと

思います。西クラブの名誉に磨きがかかり、新しい歴史が刻ま

れたと思います。ただひたすらお礼と感謝を申し上げます。

　この地区大会を心待ちしながらも亡くなられた宮野さん、斎

藤さん。お二人もきっと満足してくれたことと思います。

　今日は、この後に理事会があり、夜にはクラブ協議会があり

ます。来週はガバナー公式訪問の夜間例会です。

　よろしくお願いいたします。
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■出席状況報告
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝　ゲスト卓話

夜間例会　ガバナー公式訪問

（昼間例会～21日と振替）

10月 7日

14日

21日

28日



点鐘

開会宣言	 江口文隆副SAA

国家斉唱

ロータリーソング（奉仕の理想）

たいまつ宣言唱和	 江口文隆副SAA

ゲスト並びにビジター紹介	 齊藤憲生副会長
ビジター

米山記念奨学生　アメリヤ・チャイナ・サラス様

ゲスト
函館RC直前会長　柴田繁男様

柴田繁男様挨拶
　皆様こんにちは。一人息子が新得署におり、
孫が100日目で帯広神社で祈願することになり
北海道ホテルに泊まることになりましたら、今
年の幹事に、ご縁を大切にするためにも2500地
区のバナーをもらって来て下さい、といわれ押
し掛けて参りました。昨年の創立75周年の記念
誌、大変おこがましいのですが、何かのご参考
になればと思い持参しました。本日は本当にあ
りがとうございました。

10月の結婚祝い	
	 	 親睦活動委員会　佐々木和彦委員長

小室　睦雄会員　　河合　健一会員
岡田　武稔会員　　鈴木　　享会員
近藤　誠勝会員　　林　　文昭会員
越智　孝佳会員

10月の誕生祝い
山田倫一郎会員　本田美喜男会員
佐々木嘉晃会員

バースディソング

乾杯	 奥田頼昌会員

会長報告	 鈴木　享会長
　まず初めに…斉藤允雄会員の奥様からお手紙
を頂き、また志を頂きました。青少年育英資金

に使わせて頂きたいと思います。

会務報告	 古田敦則幹事
①�本田会員、　斉藤会員の奥様にお礼ということ
で青少年育英基金にご寄付を頂きました。
②10月21日　ガバナー公式訪問の説明
③10月28日　昼例会
④本日定例理事会、夜には第3回クラブ協議会
⑤�地区大会のお土産、受け取っていない方は、
入り口に用意してあります。
⑥ロータリーレート　1＄＝86円

　今月は米山月間、来月はロータリー財団の月
間ですのでご寄付をするには良い環境かと思い
ますので、是非ご検討下さい。　

本田美喜男会員
　私の義理の父が9月4日に亡くなりました。例
会が暫く本会場でなかったのでお礼が遅くなり
ました。その節は色々とお世話になり有り難う
ございました。同居して38年、96才と3ヶ月で
長生きしてくれました。殆ど病院にも通わず最
後までしっかりとしていました。健康第一です
ので皆様方も是非長生きをしていただきたいと
思います。本当に有り難うございました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　越智孝佳会員
山田倫一郎会員　�職場訪問移動例会無事終わり

ました。ありがとうございま
した。

内海　仁司会員　�職場訪問例会ありがとうござ
いました。お礼を頂いたので
すが、そのままニコニコさせ
ていただきます。

佐々木嘉晃会員　�10月5日直会の日は私の誕生
日で、出席した皆様方にバー
スディソングを歌って頂きま
した。ありがとうございまし
た。

奥田　頼昌会員　�先月のゴルフ同好会コンペ、
真ん中賞を頂きました。

　　　　　　　　�先日一人孫が増えました。家
族が増えることは嬉しいこと
です。

曽我　　雄会員　�先日雨の中のゴルフで思いが
けず好成績を収める事ができ



ました。
鈴木　　享会長　�ニコニコ狂歌　「地区大会� �無

事に終えたは��みなさまの��力
によるもの��ひとえに感謝」

古田　敦則幹事　�地区大会、大変お世話になり
ました。感謝！！

小室　睦雄会員　�地区大会の成功は全会員の総
力のお陰です。西RCの名誉を
守りました。ありがとうござ
いました。

川上哲平副実行委員長　�地区大会大成功、あり
がとうございます。

川上　哲平会員　�地区大会ゴルフ、12回目の
エージ・シュート達成。

久保　忠正会員　�地区大会接待渉外は皆様のご
支援により、無事終了できま
した。ありがとうございます。

本田美喜男会員　�地区大会総務委員長でお世話
になりました。

神田　龍一会員　�地区大会懇親会、不手際もあ
りましたが皆様の協力で盛大
に終了しました。ありがとう
ございました。

岡田　武稔会員　�地区大会ご協力、本当にあり
がとうございました。

越智　孝佳会員　�地区大会大変お世話になりま
した。有り難うございました。

プログラム	 ロータリー情報委員会
	 	 古田敦則幹事

会員卓話

小室陸雄会員
　地区大会には、他クラブから色々とお褒めの
言葉を頂きました。RI会長代理からのお手紙に
は「私は、日本、韓国、カナダなど多くの地区大
会のRI会長代理の経験をしておりますが、今回
の第2500地区大会は最も素晴らしい大会の一つ
であります。当日お世話を頂きましたホストク
ラブの皆様はじめ、多くの皆様に宜しくお伝え
下さい」とありました。基調講演の安平和彦パス
トガバナーからのお礼状には「渡辺RI会長代理の
素晴らしい人柄と、知性に接させて頂き、誠に
感激でした…帯広西RCの皆様に熱く感謝申し上
げます」とありました。このようなお褒めの言葉

は、全会員が、西RCらしい素晴らしい力を発揮
してくれたお陰で、大変嬉しく思います。
　今回の大成功の立役者である渡辺RI会長代理
は、眼科医としても大変有名で今年の6月、（社）
日本眼科医会　創立80周年記念式典で大変な表
彰を受けた方です。このような方をお迎え出来、
宮野さんにお会いさせたかったと、つくづく思
います。きっと感激されたでしょう。
　宮野さんは1981年10月3〜4日の西RC主管の
地区大会の大会幹事で、当時の苦労話を何度も
聞いています。生涯現役を貫いた宮野さんに立
派に成功した西RCの姿を見せたかった。宮野さ
んの想い出としては、西RCクラブを作った発起
人が7人居ますが（荒井さん、開さん、山田さん、
茨木さん、宮野さん、森さん、深澤さん）宮野さ
んは初代の開会長のときに49才で幹事を、50才
そこそこで3代目の会長をされ、西RCクラブの
歴史を作られました。30周年の記念誌の編集後
記にありました。
　「創立時の記録は、一部の写真を除いて残念な
がら残っていませんでした。宮野実行委員長が
第1回目からの会報を保存されており、極めて貴
重な資料であり、そこには志をもった新クラブ
会員の熱い思いと血潮が満ち溢れています」
　宮野さんの熱き思いを感じました。RCの事務
局は当時商工会議所の中にありました、メンバー
自ら会計等色々な事務をやっていました。私は
商工会議所に長い間居たのでロータリーに入る
前から、そこに訪れるRCの役員の方々とお会い
していました。
　例会場の推移について。昭和47年からホテル
ふじで3年間　昭和50年1月から経済センタービ
ルで15年間、平成5年3月からホテルベイシスで
15年間、その後平成12年9月から北海道ホテル
です。
　会員動勢が30年誌にありましたが、昭和47年
から西RCに席をおいた方は223名、その後調べ
ましたら43人が入会、60名が退会されており、
計266人が所属していたことになります。是非
例会出席という形で沢山の会員と交流をしてい
ただきたい。
　バッヂにまつわるエピソードを1つ。20年誌
の座談会の中に金尾武志会員談がありました。
「オーストラリアタスマニアの旅行中、レストラ
ンでジェントルマンに声をかけられた。言葉は
通じないけれどもロータリーバッヂをお互いに



つけていたので握手を求めてきた。ざっくばら
んのおつきあいが出来ました。ロータリアンで
良かったと思った」と。

岡田武稔会員
　私が会長時の歴代会長会で、そろそろ西RCか
らガバナーを出してはどうかと提案したところ、
真っ先に賛成してくれたのが斉藤允雄さんでし
た。斉藤さんはあのように気骨のある人ですか
らずっと心配をしてくれました。
　私が会に入会してから、現役で亡くなったの
は、茨木　章さん、阿部　稔さん、深澤知喜さん、
近藤　博さん、金尾武志さん、徳永　工さん、
三浦　悟さん、進藤鉄也さん、鈴木一尋さん、
山田　薫さん、清水宝掌さん、宮野　永さん、
斉藤允雄さんです。
　今日しているネクタイは斉藤さんの奥様から
頂いたものです。徳永先生と宝掌さんの奥様か
らもネクタイを貰いましたが、もうこのような
ネクタイはいらないと思います。
　今日斉藤さんの奥様がRCの会員証をわざわざ
返してくれました。裏に会員の資格を失ったと
きは返す様にと書いてあるのでお返ししますと。
斉藤さんは最後まで、ロータリーの会費と地区
大会の登録料はきちんと払うように何回も奥様
に言っていたそうです。
　先月の3日に奥様に呼ばれて行ったところ、秋
田県の能代市長をされている息子さんと奥様が
会った時に、主治医の先生を呼んで、もういい
から楽にする薬をうってくれと言われたそうで
す。6回以上伺いましたがいつも地区大会がん
ばってくれよと心配をし、最後までRCのことを
考えてくれていました。ガンは意識は最後まで
残るようです。奥様から、本来行ってご挨拶す
るべきですが、皆さんによろしくお伝え下さい
とのことです。
　井上さんを中心に余市にパークゴルフに行っ
た時、奥様を同伴されていましたが、その時は
既に、もって1年だと言われており、これが最後
の旅だと思っていたようで、皆さんと旅行した
ことが楽しい想い出だと思います。
　皆さん斉藤さんの人柄はご存じでしょうが、
曲がったことや、違ったことをすると、率直に
それは違うぞときちんと言ってくれる、兄貴の
ような存在です。どなたが僕の傍から去っていっ
てもそれは寂しいですが、特に斉藤さんが居な

くなってとても寂しい思いをしております。
　会社は周りの方のご意見により、このまま続
けるとのことです。奥様は玄関で何度も頭を下
げて皆様によろしくお伝え下さいとおっしゃっ
ていました。皆さんに非常に感謝していると思
います。意を尽くせませんが終わらせていただ
きます。ありがとうございました。

謝辞	 鈴木　享会長
　小室さん、岡田さん、有り難うございました。
　西RCらしさは上手く説明出来ませんが、それ
ぞれに会員歴の長い方も短い方もなんとなく感
じていて、地区大会を経てその思いが強くなっ
たと思います。
　西クラブ、今があるのは200数十名に及ぶ先
輩の皆さんが色々な思いで作ってくれたという
ことで、今日小室さん、岡田さんのお話の中で
お二人の紹介がありました。お二人だけではと
ても言い尽くせない、その他にも年齢の高い、
会員歴の長い先輩の話を日常の中で、どんどん
我々にしていただきたいと思いますし、会員歴
の短い方も昔の話を関心を持って聞いてくれれ
ば西クラブらしさにどんどん磨きが掛かると思
います。
　今日は本当に有り難うございました。

閉会	 江口文隆副SAA
閉会宣言
点鐘


