
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

　1863年11月19日、つまり147年前の明日ですが、アメリカのリン
カーン大統領のかの有名な演説が行われた日です。「人民の 人民によ
る 人民のための政治」という一節が有名です。場所はペンシルベニア
州ゲティスバーグ。南北戦争による戦没者を祀る国立墓地の開所式に
行われた2～3分の短い演説ですが、民主主義の本質を端的に表し、覚
えやすく、多くの人が知っている一節です。
　ところがこれ実はパクリだそうです。オリジナルは、14世紀、イギ
リスの宗教改革の先駆者でオックスフォード大学の教授、ジョン・ウ
イクリフが翻訳した聖書の序言、最初の部分に「この聖書は人民の、
人民による、人民のための統治に資するものである」と書かれたそう
です。その後、海を渡ってアメリカに伝えられ、19世紀前半のアメリ
カを代表する政治家、ダニエル・ウェブスターがパクリ、黒人奴隷制
度廃止運動家のセオドア・パーカー牧師がパクリ、そして、リンカー
ンがパクって、名演説が生まれたというわけです。リンカーン大統領
はパクリ屋かと言えばそうではなく、このほかにも数多くの名演説を
残しており、日本でも演説集として本になっております。それに、こ
のゲティスバーグでの演説は、元々、短くとは言われていたそうで
す。それで、リンカーン大統領、先人のお知恵を拝借して、最も素晴
らしい、有名な演説にしてしまったわけです。こうなればパクリも、
引用というか、玉成というか、グレードアップと言えます。
　実は、オバマ大統領もこれを堂々とパクっています。大統領選挙の
勝利演説の中で「人民の人民による人民のための政治は消え去っては
いなかった」と言っております。我々も堂々とパクリましょう。「会
員の、会員による、会員のための帯広西ロータリ・クラブ」これを今
後も目指していきたいものですが、その力を遺憾なく発揮したのが、
10月の地区大会です。地区大会から50日ほど経ちましたが、改めて、
その節は会員皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
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■出席状況報告
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■今月の主な行事
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札幌の業者の方に札幌への帰りに搬送を頂いておりま
す。改めて両会員に「感謝」申し上げます。こうして運
ばれたエコキャップは、東区にあります㈱協和プラス
ティックという会社に納められ、受け入れ重量をNPO
法人エコキャップ推進協へ報告されます。800個、こ
の800個のエコキャップが一人分のポリオワクチンに
生まれ変わります。是非このことを忘れないで回収に
協力頂ける方へ伝えて下さい。又、エコキャップ回収
はCO2の削減に寄与しています。1キロ400個のエコ
キャップを焼却せずに回収されることによって、3.15
キロのCO2の発生を抑えることが出来ます。皆さんの
小さな小さな「善意」により、二つの大きな社会貢献に
つながるということもお伝え下さい。
　最後に『お願い』です。下記の表の第5回の納入重量は
異物の混入により『受け入り拒否』となりました。㈱協
和からは、本来なら『産廃処理料』を請求されても仕方
ないことでありましたが、今回に限りお許しを頂きま
したので、せっかくの善意を活かすためにも、今後こ
のようなことがないように改めてお願い申し上げます。

★このようなものが混入していました（ダメなもの）
　 ひと手間かけてはがして下さい
　キャップに貼ってあるキャンペーンなどのシール

　軽くで結構です、水洗いお願いします。

エコキャップ活動に対して	 謝辞　斎藤憲生副会長
　金尾会員、本日の卓話、エコキャップ運動ありがと
うございました。3年前の越智会長の時になりますが、
当時の社会奉仕委員でありました私は「何か外に見える
形の活動を」と考えまして手探りの状態からの出発でし
たが、皆様のご理解とご協力を頂きまして始まりまし
た。その後、内海会員、金尾会員と引き継がれ、その
後ソロプチミスト、ロータリーアクト等にも声をかけ
て大きな輪となって広がっています。この先も、委員
長が変わっても継続事業として続けていかれることを
願って謝辞と致します。ありがとうございました。

閉会宣言	 堂山啓太副SAA
点鐘	 鈴木　享会長

今月はRI指定の『ロータリー財団月間』です。

　次週プログラム予定
　11月25日（木）  ガバナー事務局

 会員卓話  「公式訪問に同行して」

お	知	ら	せ

点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 堂山啓太副SAA
ロータリーソング（我らの生業）	 堂山啓太副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RC、11月22日（月）例会は休会
② 帯広東RC、11月23日（火）例会は祝日のため休会
③ 帯広西RC夜間例会
　　日　時　11月25日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
④ 帯広西RC次年総会
　　日　時　12月2日（木） 午後0時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤ 帯広西RC年末家族会
　　日　時　12月9日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　北川勝啓副委員長
鈴木　　享会員　 ニコニコ狂歌（冬が近いですね）
　　　　　　　　 『例会に  急ぐ足止め  振り向けば  日

高の山に  雪ぞ降り積む』
古田　敦則会員　 禁煙しています。今日で14日目にな

ります。まだ苦しいです……。鈴木
会長も一緒に禁煙しましょうと誘い
ましたが冷たく断られました。

斎藤　憲生会員　 先だっての日曜日、インプラントの
勉強会があり、札幌に行きましたが、
北大にいる二人の歯医者の娘と晩飯
を食べながら歯の話をし、楽しいひ
とときを過ごしました。親バカと笑っ
て下さい。

近藤　誠勝会員　 長年の夢でした。管理型最終処理場
が豊頃町に完成致しました。今後共
よろしく願い致します。

上垣香世子会員　商工会議所議員になりました。

出席委員会	 出席委員会　横田幸宏委員長
プログラム	 社会奉仕委員会　金尾　剛委員長

エコキャップ活動

　本日は西ロータリークラブ社会奉仕委員会の中心事
業である「エコキャップ回収」の回収経過報告と、日頃
より協力頂いている皆様への「お願い」です。
　最初に納入実績でありますが、西ロータリークラブ
の過去からの実績は2009年4月の第1回から2010年の
10月の第5回までの重量にして累計2,266キロ（2.2t）個
数にして累計906,400個となっております。ご存知か
と思いますが、ここ北海道ホテルへ持参頂いたキャッ
プはある程度貯まりましたら神田会員が自ら自社の敷
地にありますエコキャップ倉庫に運び込まれ保管頂い
ております。又、佐々木和彦会員が資材を運んでくる

納入日 納入重量 納入個数 ポリオワクチン可能累計人数
　第1回 2009/ 4/20 379kg 151,600個 189.5人分
　第2回 2009/11/11 511kg 204,400個 455.0人分
　第3回 2010/ 4/ 4 630kg 252,000個 760.0人分
　第4回 2010/ 7/ 5 536kg 214,400個 1028.0人分
※第5回 2010/10/ 9 210kg 84,000個 1133.0人分

・ビンのふた
・乾電池
・缶のリングプル
・ビニール袋
・洗濯バサミ

・醤油
・マヨネーズ
・化粧品
・コーヒー
・洗剤などのキャップ

ダメです 混入していました
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