
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

　極めて個人的なことですが、今日は私にとって、と
ても感慨深い日です。1961年の今日、あのジョン・
F・ケネディが第35代アメリカ大統領に就任した日だ
からです。今日はそれから丁度、50年目の日です。当
時18歳の私は、就任演説をするケネディに鮮烈な印象
を受けました。そして、あの有名なフレーズです。

 「Ask not what your country can do for you, 
　　　　　　　　　　　　　Ask what you can do for your country.」
（国があなたに何を成すかを問う前に、あなたが国に何を成すかを問え）

　この言葉は、私の心を強烈に揺さぶりました。それ以来、ケネディ
のこの言葉は脳裏から消えることはなく、いつも私の指針であり続け
ました。「your country」を会社や家族、仲間に置き換えることで時に
叱声となり、時に激励となって、常に私を律してくれたと思います。
若き日に、同時代の人として「ジョン・F・ケネディ」を知り、その
存在と言葉が私の半生に影響を与えてくれたことを心から有り難く、
幸運に思っております。「人生の師」を持てたことの喜びを、深い感
慨とともに感じております。ケネディの言葉は、当クラブの本年度活
動計画書の中にも、引用させてもらいましたが、今日の例会が丁度50
年目の日に当たり、クラブ会長としてこうしてお話しする機会がある
ことに感謝しますし、不思議な、感慨深い思いです。
　今日は個人的な話で失礼しました。活動計画書で会長方針として
「クラブがあなたに何をするかを問う前に、あなたがクラブに何をす
るかを考えてほしい」と申し上げましたが、昨年10月の地区大会では
見事にそれを発揮していただき、私の生涯の感激の一つです。
　今後、私も一層努力をして参ります。あと半年、そして、40周年を
迎える次年度、さらなる協力をお願いいたします。
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■今月の主な行事
夜間例会　結婚・誕生祝　新年交礼会
40周年に向けて

夜間例会

1月 6日
13日
20日
27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
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 江口文隆SAA
ロータリーソング（我等の生業）	 江口文隆SAA
（会食）
会長報告	 鈴木　享会長	
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広西RC、1月27日例会は昼間例会となります
②帯広西RC、2月10日（木）の例会は休会
　帯広北RC、2月11日例会は祝日のため休会
③帯広5RC・芽室RC・音更RC合同例会（移動例会）
　　日　時　2月15日（火） 午後12時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　尚、帯広南RC、2月14日（月）の繰下げ例会
　帯　広RC、2月16日（水）の繰上げ例会
　帯広西RC、2月17日（木）の繰上げ例会
　帯広北RC、2月18日（金）の繰上げ例会
④帯広西RC、創立記念夜間移動例会
　　日　時　2月24日（木） 午後6時30分
　　場　所　シャレード
⑤第6区分区IM
　　月　日　平成23年2月27日
　　場　所　笹井ホテル
　　主　管　音更ロータリークラブ
　尚、帯広西RC3月3日（木）の繰上げ例会となります

※ 本日、5RC移動例会の全員登録を頂きました。IM
の出席確認をさせて頂いてます。2月3日は、畠山
ガバナー補佐がゲスト紹介です。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　北川勝啓会員
鈴木　享会長　 ニコニコ狂歌・新年第3弾
　　　　　　　 『新年も  幹事に叱られ  ど突かれて 

必死に務めん  会長の任』
江口文隆会員　 ニコニコさせて頂きます。伊達直人

こと江口文隆より。

出席報告	 出席委員会　横田幸宏委員長

平成22年12月末の出席報告

 前月末会員数 …………63名
 入会会員数 ……………0名
 退会人数 ………………0名
 12月末会員数 …………63名（うち女性会員2名）
 12月の平均出席率 ……91.3％
 開催された例会数 ……3回

プログラム	 会員増強委員会　岡田武稔委員長

下期会員増強に向けて

　我が西RCは1972年2月24日来年で40周年を迎えま
す。チャーターメンバーは活動計画書に全部書いて
ありますが31名のチャーターメンバーで発足をしま
した。その時は特別代表という事で、北海道物産の
石田清治さんが特別代表でした。そのあとで発起人
として発起人代表の荒井千秋さん、発起人は開庄太
郎さん、それからうちの山田薫さん、茨木さんのお
父さんの茨木章さん、宮野永さん、森嘉平さん、深
澤さんのお父さん。こういう発起人代表で1972年2
月24日に西RCが発足した訳であります。
　その後、僕が入会したあとで、現職の会員のまま
で亡くなられた人を調べてみますと、非常に多くい
らっしゃいます。谷津設計の谷津藤市さん、茨木さ

んのお父さん、阿部稔さん、深澤さんのお父さんの
深澤知善さん、中央タクシーの近藤博さん、金尾武
志さん、歯科医の徳永工さん、六花亭専務の三浦悟
さん、進藤鉄也さん、この方は若くて交通事故で亡
くなられたと僕は記憶をしております。歯医者の先
生で鈴木一尋さん、山田薫さん、清水宝章さん、宮
野さん、斎藤允雄さん、これだけの方が現職のまま
で亡くなられておりました。
　私が入会したのは昭和59年、1984年4月19日その
時入会されたのが僕の他に7名いらっしゃいました。
臨床検査センターの細川さん、AEコンクリート社長
の大竹さん、市川組の市川さん、内科医で管野一郎
先生、歯科医の大和雄三さん、豊田洪道さん、日本
生命支社長の内堀さん、が僕の他に7名の入会でした。
その時の会長は内科医の尾崎一郎先生でした。幹事
は佐々木畜産専務の佐々木昌一さん、そのあといろ
んな出入りがありました。
　今の現状を見ますと、鈴木丸が出航した時は60名
でスタートしております。その後増強委員長が何に
もしないのに4名の方が入会させていただきました。
そのあとで斎藤允雄さんが、ご逝去されました。本日、
会長より発表がありました八代さんが退会されたと
いう事で62名の会員が在籍している訳でございます。
　僕が入会した時の活動計画表を見ると80名ですか
ら実質、当時からみると18名減という事になってお
ります。何名がいちばん適当な運営しやすい会員数
なのかというところはそれぞれ違う見方があると思
うのですが、やはり会員が増えると多いという事は
どうしてもやっぱり会の活性化が保たれるという事
です。
　歴代のガバナーを始め会長さんは、その活動目標
の中に必ず、会員増強という様な事を掲げておられ
ます。私の今年の計画書の中に会員増強と同時に一
つは会員の退会防止という事を掲げてありました。
で、ともするとこういう周年事業ですとか我が西RC
は今年度、大きなガバナーを輩出して地区大会とい
う時に、そのあとにともすると会員に減がある。他
のクラブを見るとそうあるやに聞いておりましたが、
今のところ決まってその様な傾向はひとつも聞いて
おりませんし私も感じておりません。今まで八代さ
んはご病気で斎藤さんがご逝去されたという事以外
はそういう話は一切聞いておりませんので、ひとつ
このままで行きたい。
　さらにですね、今日のこの例会を通して皆さんに
お願いしたいのは、ピックアップシートに具体的に
記入して頂きたい。候補者があれば、すぐその事に
ついてアクションを起こしてやって行きたいと考え
ております。今日の与えられた20分をフルに活用い
たしまして皆さんの意見や知識や皆さんの友好関係
を網羅して頂きたいと思いますのでどうか宜しくお
願い致します。有り難うございました。

（卓話・グループ討議）

閉会宣言	 江口文隆SAA
点鐘	 鈴木　享会長

　次週プログラム予定
1月27日（木）  出席委員会担当  「会員卓話」 

　　　　　	1月はRI指定の「ロータリー理解推進月間」です。お知らせ


