
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
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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

　家庭集会を通じ、「ニコニコ献金」を今後どのように扱うか、につ
いてご意見をいただき、その後、クラブ協議会でも検討しました。そ
の折、「検討委員会を作って検討してはどうか」ということになりま
した。今日はその「ニコニコ献金検討委員会」のメンバーをお知らせ
しますので、メンバーの方、よろしくお願いいたします。
　毎年、この時期になると、「服喪中につき年末年始の御挨拶をご遠
慮申し上げます」という挨拶状が届きます。天寿を全うされた方、若
くして亡くなった方、父や母を亡くされた方、夫を亡くされた方、奥
様を亡くされた方、様々です。いずれにしても、残された家族の悲し
みは消えるもではないと思います。受け取る方もやはりちょっとしん
みりしてしまいます。最近では、自分の年齢に比例して、その枚数が
増えてきまして、それもまた寂しい思いですが、時々、「でも年賀状を
くれ」と添え書きがあって、何かちょっと嬉しくなることがありま
す。数年前ですが、こんな新聞コラムを読みました。
「ちょっと変わった、心に響く喪中ハガキが届きました。『母、ヒサ
は天国へ行ってしまいました。秋田生まれで民謡大好き。若い時から
商売好きで、いくつかの職を転々としながらも、今のちいさな会社を
作りました。いつも“なにくそ”と頑張り通し、83歳の生涯は長生き
だったと思います。貧乏に強かったが、子供には時に涙も見せる、陽
気な母でした。そして、年賀状が大好きでした。だから、仏壇に供え
ますので年賀状は歓迎です。母がきっと喜びます』というものです」
　毎年、亡くなったお母様宛ての年賀状がたくさん届くそうです。私
も今まで、何度か「服喪中につき…」という葉書を出しましたが、そ
の時の正月には、年賀状が1枚も届かず、何か寂しかった覚えがあり
ます。服喪中であっても、亡くなった方に宛てたり、元々お付き合い
のあるご家族に年賀状を出し、受け取った方は年賀状を見ながら、新
年をこの世とあの世で一緒に祝うというのもいいものではないでしょ
うか。
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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

夜間例会　公式訪問を終えて
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■会長報告

～会員卓話～

公式訪問に
同行して



　　　　　　11月はRI指定の「ロータリー財団月間」です。

　次週プログラム予定
　12月2日（木）  理事会  「年次総会」

お知らせ

点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 渡部省一副SAA
国歌斉唱
ロータリーソング（それでこそロータリー）
ゲスト紹介
（会食）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広西RC年次総会
　  日時  12月2日（木） 午後0時30分　場所  北海道ホテル
②帯広西RC年末家族会（夜間例会）
　  日時  12月9日（木） 午後6時30分　場所  北海道ホテル
③各ロータリー年末家族会（夜間例会）
　帯広ロータリークラブ
　  日時  12月15日（木） 午後6時　場所  北海道ホテル
　帯広北ロータリークラブ
　  日時  12月11日（土） 午後6時
　  場所  ホテル日航ノースランド帯広
　  ※尚、12月10日（金）の繰り上げ例会と致します。
　帯広東ロータリークラブ
　  日時  12月14日（火） 午後6時30分
　  場所  帯広ワシントンホテル
　帯広南ロータリークラブ
　  日時  12月12日（日） 午後6時　場所  北海道ホテル
　  ※尚、12月13日（月）の繰り上げ例会と致します。

ニコニコ検討委員会メンバー
　委員長　岡田武稔会員
　委　員　堀　修司会員・石原英樹会員・山本範之会員
　　　　　神田龍一会員・久保忠正会員・三野宮功会員
　　　　　鈴木　享会員・古田敦則会員

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　天野清一会員
鈴木　享会員　 ニコニコ狂歌『夜もすがら 会長報告 考え

る  ままならぬ夜の  今日も更けゆく』
川上哲平会員　 十四回目のエージシュートしました。これ

で冬眠します。来年又頑張ります。
田中耕吾会員　 おかげさまで開店2周年をむかえました。

今後とも宜しくお願いします。
奥　敏則会員　 北海道マンゴープロジェクト順調に進んで

いますが、いまのところ、一個50万位に
なりそうです。

出席報告
プログラム	 ガバナー事務所　茨木雅敏会員

会員卓話	「公式訪問に同行して」

神田龍一会員
　私はガバナー随行を2カ所させて頂きました。8月22日
〜23日美瑛RC、9月9日〜10日旭川東RCと随行させて頂き
ました。美瑛クラブは会員21名、小さいクラブですが今
年の「どかんと祭り」で活動ピーアールやポリオ募金を全員
参加で行ったそうです。募金総額が46,875円集まり、こ
の話をガバナーが聞き感激して、ガバナー月信に載せてほ
しいと№410．1号に掲載しました。21名の小さなクラブ
でもしっかり運営をしているのを思い知らされてきまし
た。もう1カ所は昨年山本ガバナーを輩出しました、旭川
東RCの夜間例会でした。今、会員増強で問題になってい
る事があります。女性会員を入会させるかが話題に成って
います。42名の会員に賛否をアンケートした所、丁度半々
に成ったそうです。当クラブでも通った道です。女性会員
を入会させるには長老の方が入会させれば、誰も文句は言
わないと、お話をしてきました。楽しい随行でした。

小甲哲士会員
　私は7月の日曜日に先陣を切って出発することに成りま
した。根室方面厚岸RC、根室RC、根室西RC別海RCと4ク

ラブ。次は8月紋別方面雄武RC、興部RC、紋別RC、紋別
港RC、中湧別RC、遠軽RCと、佐藤事務局長とご一緒でした。
連日34度、35度と続きとにかく暑かったです。9月は茨木
地区幹事と上士幌RC、音更RCと合計12クラブ訪問させて
いただきました。この中でマンツーマンで行きました根室
方面のお話をします。厚岸のホテルで牡蠣料理を初めて食
べました。妙な感じがしましたが、何とか食べることが出
来ました。翌日の午後から根室市役所の表敬訪問はVIP待
遇を受けました。その夜は根室、根室西クラブと食事会を
開催していただきました。翌日は根室クラブ合同例会に出
席して、ガバナーの日程に合わせて新入会員の入会式が行
われました。感激しました。翌日帰り地区大会で顔を合わ
せたときは又来てくださいと声をかけていただき、いい経
験をさせていただきました。

天野清一会員
　私は小甲さんの後、7月15日弟子屈に行きました。小さ
い町で人も少なく、ホテルもあまり立派な所もありません
でした。弟子屈クラブは昭和32年に創立されたクラブで、
当時釧路のクラブが遊びに来るために作ったクラブだと弟
子屈クラブの方から聞きました。2回目は網走の方に行き
ました。網走は2カ所クラブがあります。網走RCと網走西
RCです。漁師町なので建設業関係が全くいません。メン
バーは水産関係で漁師、魚加工業の方々が多く、海の話な
どを聞き大変勉強になりました。3回目は平田会員と奥会
員と第一分区を訪問しました。平田会員の運転で6時間か
けて辛い道のりから稚内南の例会に出席しました。翌日は
豊富RC、天塩RCに参加させていただきました。天塩は7名
豊富は15名の小さなクラブ、参加して改めて勉強になっ
た気持ちです。

萱場誠一会員
　私は、北見、旭川、利尻、礼文と3回で9クラブ随行、
訪問させていただきました。天野さんから随行はとにかく
楽しいぞと聞いておりました。最初に留辺蘂RCに参加し
ました。例会終了後は普段あけていないカラオケスナック
でクラブの方々と、もちろん女性も居ない所で3時間ほど
お付き合いさせて頂きました。次の日は、旭川RCに参加
いたしました。次は利尻、礼文へ2時間フェリーに乗って
行き、着いたときは、ようこそ利尻への大壇幕で迎えて頂
きました。次の日は礼文に渡りました。礼文RCの例会は
アットホームな所が驚きました。礼文では、一軒だけかわ
いい子が3人程居るというスナックに行きましたが、私は
先に帰らせていただきました。最後に島を出るときは、
テープで見送って下さいました。

堂山啓太会員
　私が行ったところは、8月18日から上川、富良野に久保
且佳会員と一緒に行きました。9月27・28日、浜中、中標
津、最後10月7日に稚内と前泊で行ってきました。浜中で
例会の時、その場で会員の山崎さんが次年度のガバナー補
佐と皆様の前で決まり祝福を受けておりました。その後の
食事は、私が大好きなウニ三昧でした。地区大会の時も、
ウニを持ってきて下さり家族も大喜びでした。私が行った
クラブは小さいクラブで、どこのクラブも西ロータリーの
ようなSAAがきっちり司会進行をするクラブはありません
でした。西RCのSAAとして、しっかりこれからも司会進行
を続けていきたいと思っております。

閉会宣言	 渡部省一副SAA
点鐘	 鈴木　享会長


