
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

　とうとう雪が降りました。寒い冬の始まりですが何よ
り、風邪など引かぬよう、ご留意ください。今日は帯広
西クラブ年次総会の日です。次年度、次々年度への西
クラブ発展を確認する議題があります。よろしくご審
議願います。
　今月も誕生日、結婚記念日を迎えられた方、おめでとうございます。
誕生日にまつわるちょっといい話です。以前、何かで読んだ話ですが…。
『大阪にいる小学生の孫2人が埼玉のおばあちゃんの家に遊びにきまし
た。3日ほど過ごして、帰る日になり、おばあちゃんは孫たちを東京駅
まで送って行きました。新幹線に乗り込む前に、4年生のお姉ちゃんが
おばあちゃんにこう言ったそうです。「おばあちゃん、お母さんを生ん
でくれてありがとうね」』
　おばあちゃんは何より、どんなことよりも嬉しかったでしょうね。人
生のすべての苦労が一瞬に吹き飛んだ思いだったのではないでしょう
か。孫が、自分が幸せだと思っているからこそ言える言葉だ、と思いま
すね。難しいことは分らないにしても、そして、たった一言なのです
が、生命のつながりの深遠さについていとも簡潔にいった素晴らしい言
葉ですし、こんな子はきっと幸せになれる子だと思います。
　自分の命はどう連なっているのか、を考えることがあります。両親か
ら10代遡ったら、父は、母は何人になるだろうか。…2,046人です。15
代では、65,534人、20代遡るとなんと2,097,150人。この中で一人でも
欠けていたら、今の自分はいないわけです。不思議な感覚であり、命の
重さを感じます。2代前は祖父母、つまり、祖父ちゃん、祖母ちゃん
で、3代前は、曾祖父母、ひい祖父ちゃん、ひい祖母ちゃんです。4代前
は、高祖父母、ひいひい祖父ちゃん、ひいひい祖母ちゃんですが、それ
より前の呼称はないということです。今月、誕生日、結婚記念日を迎え
られた機会に、せめて、ひいひい祖父ちゃん、ひいひい祖母ちゃんまで
40人の人たちを思い起こしてみることもいいのではないでしょうか。
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝　年次総会
夜間例会　年末家族会
年末最終　年越しそば例会
祝日休会（天皇誕生日）
休会

12月 2日
9日
16日
23日
30日

11／4
1879回

63名

59名

42名

12名

91.5％

■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

11／18
1881回

63名

60名

48名

7名

91.6％

11／25
1882回

63名

61名

40名

14名

88.5％

11／11
1880回

63名

61名

46名

11名

93.4％

91.2％



点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 若林　剛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・サラス様

12月結婚祝	 親睦活動委員会　小室陸雄会員
江　口　文　隆 会員

12月 6日
熊　切　広　樹 会員

12月 3日

12月誕生祝
金　尾　　　剛 会員　12月 2日
平　田　利　器 会員　12月11日
斎　藤　憲　生 会員　12月18日
越　智　孝　佳 会員　12月31日
天　野　清　一 会員　12月25日
横　田　幸　宏 会員　12月20日

バースデイソング
乾杯
（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
②各RC年末家族会（夜間例会）
　帯広RC
　　日　時　12月15日（木） 午後6時
　　場　所　北海道ホテル
　帯広北RC
　　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
　※12月10日（金）の繰上げ例会と致します。
　帯広東RC
　　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RC
　　日　時　12月12日（日） 午後6時
　　場　所　北海道ホテル
　※12月13日（月）の繰上げ例会と致します。

③ 帯広西RC、12月23日（木）の例会は祝日のため
休会

④帯広西RC、12月30日（木）の例会は休会
⑤ロータリーレート　1＄＝82円
⑥定例理事会本日例会終了後

委員会報告	 国際奉仕委員会　佐々木嘉晃会員
　今年度は、年賀状などの書き損じハガキを集
めて、カンボジアに送ります。来年度から受付
に回収箱を置いておきますので入れて下さい。
よろしくお願い致します。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　田中耕吾会員
鈴木　享会長　 ニコニコ狂歌『木枯らしが  今日

も届ける  雪だより  心引き締め
冬に臨まん』

川田章博会員　 ばんば関係六団体で構成する「ば
んえい競馬振興協議会」の会長に
就任しました。馬と一緒に息切
れしない様、頑張ります。

若林　剛会員　 板金工場が移転オープンしまし
た。

プログラム	 理事会　鈴木　享会長

年次総会

定足数確認	 出席委員長　渡部省一会員
　12／2現在の会員数▶63名
　　   本日例会出席数▶49名
　　　　　　   委任状▶8名
　　　　　　　   合計▶57名

鈴木　享会長
　クラブ細則第4条第3節の定めにより、定足数
は63名。前回の1／3以上を占めておりますので、
本総会は成立いたします。
　第1号議案は次々年度、会長選出について、指
名委員会を設置し、その決定に委ねるとその旨
を決議されております。従いまして指名委員長
より結果発表を頂きます。



指名委員長　堀　修司会員
　指名委員会は慎重を記す
るために2回開き、会長を
推薦するに当たり話し合い
ました。
　そして川田章博会員に次々年度の会長をして
頂く事になり、過日、快諾を頂きました。
　川田章博会員は自社の社長としてもそうです
が、その多忙ぶりは目を見張るものがあります
が、同時に指導力、企画力などが、素晴らしい。
皆様もご存知の通りでございます。そのような
川田会員が会長を引き受けてくれるようになり
ましたので、是非、老若、老いも若きも、みん
な一致協力して川田会長と上手にやっていける
ように盛り上げて行こうと思っております。
　川田会員は何度か会長候補に上がっていたの
ですが、その多忙がゆえに断念をしていた経緯
があります。今後、会長候補の推された時には、
忙しさは理由にならなくなります。
　また、ひとつに私の気持ちが入っていること
なのですが、次のガバナー候補の芽も出来たと
思っております。宜しくお願い致します。

鈴木　享会長
　堀指名委員長本当に有り難うございました。
そうは言っても大変なご苦労があったとおもい
ますけれども、ご慰労を申し上げたいと思いま
す。皆様の盛大な拍手を頂き、承認されました。
大変に有り難うございました。次々年度の会長
を、川田章博会員に決定いたしました。
　次に第2号議案ですが、三野宮会長エレクトに
より、ご指名を頂きまして、皆様のご承認を頂
きます。

三野宮功会長エレクト
　次年度の予定者の発表をさせて頂きます。

2011−2012年度
役員・理事帯広西RC

　　【役員・理事】
会　　長

三野宮　　　功

副会長（クラブ奉仕担当）
平　田　利　器

副会長（対外奉仕担当）
本　田　美喜男

幹　　事
奥　　　敏　則

会　　計
山　本　範　之

会場監督
江　口　文　隆

直前会長
鈴　木　　　享

会長エレクト
川　田　章　博

　　【理　事】
クラブ奉仕担当理事

萱　場　誠　一

職業奉仕担当理事
内　海　仁　司

社会奉仕担当理事
飯　田　正　行

新世代奉仕担当理事
北　川　勝　啓

国際奉仕担当理事
神　田　龍　一



鈴木　享会長
　皆様の、ご承認大変有り難うございました。
次年度の役員・理事会員が指名通りに決定いた
しました。

古田敦則幹事
　次々年度、会長に指名されました川田章博会
員より、ご挨拶をお願いします。

次々年度会長　川田章博会員の挨拶
　次々年度ということで、
ご快諾を頂きまして本当に
有り難うございました。
　そして堀委員長、鈴木会
長始めとする、歴代会長の
皆様から強い、ご推挙を頂きました事、本当に
光栄に思っておりますし、身の引き締まる思い
で、いっぱいでございます。
　今の心境はと尋ねられますと「盈虚止水」とい
うことで、実はかなり複雑な心境でございます。
　そのひとつ、大きなものは当クラブの例会が
木曜日という事でございまして、月曜日と金曜
日は、ほぼ会社にいる確立が高いのですが…そ
ういった事で皆様にご迷惑をお掛けするのでは
ないかという事もありまして、実は私は正直申
しますと会長をする事がないだろうという具合
に考えておりました。
　今回そういう皆さんからの、ご推挙いただい
た中で私とロータリーにどう関わっていくのか
という事を真剣に考えさせて頂いた訳でありま
す。

　それで私の持ち得る範囲で皆さんと共に、こ
の帯広西RCが本当に楽しいロータリーにして、
明日への企業活動にも活力を得たいという具合
に考えた結果の結論でございます。もちろん皆
さんも、ご存知のように私自身、皆様に多々ご
迷惑をお掛けすることがあるという具合に思い
ます。それを含めて承知を頂いた推薦委員会の
皆様に特にお願いを申し上げたいのは、皆さん
一人一人と手を携えていく所存でございますの
で、どうか多少の事は目をつぶって頂ければ有
り難いなという具合に思っております。
　皆様に意を尽くせませんけれども、一緒に楽
しい、そして素晴らしい西クラブにするために
頑張って行く所存でございます。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

古田敦則幹事
　次年度役員・理事に選出された方々の、ご挨
拶を頂戴したいと思います…。

〜次年度役員・理事挨拶〜

　名簿順に従って、皆様のご挨拶を頂きました
…有り難うございました。

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 鈴木　享会長


