
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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■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

　今日は畠山ガバナー補佐がお見えになっておりま
す。今月27日の第6分区IMについてもお話があるか
と思います。IMつきましては、西クラブ全員登録で
の参加を改めてお願い致します。
　さて、人が亡くなられたとき、頭を北にして安置
しますので、そこから、普段、みなさんはお休みになる時に「北枕」
は避けるようにしていると思います。病院に入院した時など、盲腸の
手術であっても、北枕は縁起が悪いとベッドの向きを気にしたりしま
す。今日は、「北枕」は本当に縁起が悪いか、ということについての
お話です。2月15日はお釈迦さまが亡くなった日、涅槃会（ねはんえ）
ですが、お釈迦さまは、80歳になってなお、伝道の旅を続けていま
した。この時は故郷、カピラバスに向かっていたそうです。しかし、
疲労と病による激痛が激しく、お釈迦様の場合は入滅といいますが、
自分の死期が近いことを知ります。ある日、信者の差し出した食事で
更にはげしい腹痛をおこし、いよいよ動くこともできなくなったの
で、お弟子さんたちは沙羅双樹の木の下に床を作り、横になっていた
だいた。身体がしんどいから、楽な姿勢がいいということで、心臓に
負担をかけないように右腹を下にして、そして、身体を南北に横たえ
たそうです。つまり、北枕です。お釈迦さまは最期の説法をして、亡
くなられた。日本の仏教では、それにならって亡くなった人を北枕に
するというわけです。でも、考えてみると、お釈迦さまは楽な姿勢で
休んでいたわけで、元々縁起が悪いとかの問題じゃないと思います。
地球は大きな磁石ですから、その磁気の流れに沿って横になった方が
いいという説もあります。また、お釈迦様の故郷カピラバスは北の方
向だったので、たどり着けないふるさとへの思いから、そちらに頭を
向けて横たわった。そうすると顔は西、西方極楽浄土に向いている。
北枕は頭寒足熱から言っても正しい。ということで、前の奈良薬師寺
管長の高田好胤さんはいつも北枕にしていたそうです。北枕は決して
縁起が悪いわけではないということですが、ご自分のご判断で北枕も
よろし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
休会
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夜間例会　創立記念
第6区分区IM（3/3繰上）
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■出席状況報告
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点鐘
開会宣言	 堂山啓太副SAA
ロータリーソング（四つのテスト）
ゲスト紹介
　　　　RI第2500地区第6分区ガバナー補佐
	 	 畠　山　誠　一	様
　　　　IM実行委員長
	 	 宇　野　瑛　右	様
　　　　米山記念奨学生
	 	 アメリヤ・チャイナ・サラス	様

2月結婚祝い	 親睦活動委員会　北川勝啓委員長
横山明美会員　1971年2月 3日
古田敦則会員　1988年2月14日
飯田正行会員　1989年2月11日
北川勝啓会員　1993年2月28日
久保忠正会員　2006年2月 4日

2月誕生祝
久保忠正会員　1940年2月12日
三野宮功会員　1951年2月15日
田中利昭会員　1952年2月27日
江口文隆会員　1956年2月18日
小谷典之会員　1962年2月20日
萱場誠一会員　1963年2月10日

バースデーソング
乾杯	 尾藤輝幸会員
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
　2月は例会がイレギュラーになっておりますので
お間違えのないようにお願いいたします。来週は定
款の定めにより臨時の休みですのでご注意下さい。2
月27日はIMが3月3日の繰上げ例会ですので、ご出
席お願いいたします。

委員会報告
	 	 RI2500地区ロータリーの友委員

川田章博委員
　お知らせがあります。当RCから久保忠正委員が投
稿して下さり、かなりの競争率があったと思います
が、3月号の友情の広場に将軍と言うタイトルで1
ページ載る予定です。この快挙、非常に嬉しく思い
ますし、これに続いて、皆さんからの投稿もお待ち
しております。合わせて、本日は音更RCから大御所
のお二人がお見えになっておりますので、音更の方
も是非宜しくお願いいたしまして、お礼とお願いと
させていただきます。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　北川勝啓委員長
鈴木　享会長　	今日は節分です。
　　　　　　　	ニコニコ狂歌『鬼は外	福は内にと	叫

べども	いまだに鬼の	逃げたことな
し』

川上哲平会員　	沖縄西ロータリー・ツアー全員無事
帰って来ました。団長として大変嬉
しく思います。

久保忠正会員　	①結婚祝いありがとうございます。5
年目になりました。②沖縄ゴルフツ
アーで初日ハンデを数多くいただい
たので優勝できました。ありがとう
ございます。③ロータリーの友に掲
載されそうです。メールに原稿が添
付されてきました。3月号です。

平田利器会員　	JR北海道の車中誌の2月号9ページ、
10ページに掲載されてます。是非JR
に乗った時は読んで下さい。沖縄ゴ
ルフツアーで2日目に優勝でした。3
日間ともに賞に入り楽しく過ごせれ
たツアーでした。幹事をつとめた会
員に感謝してます。

齋藤憲生会員　	ゴルフ同好会の沖縄旅行に初めて参
加しました。ゴルフの成績は、パー
あり、ボギーあり、空振りあり、上がっ
てみたら、茨木さんのペースを崩し
て申し訳なかったです。とても楽し
かったです。ありがとう。

堂山啓太会員　	沖縄で最終日真中賞いただきました。
北川勝啓会員　	沖縄ツアー皆様にご協力いただき無

事幹事の職務を終えることが出来ま
した。ありがとうございます。

萱場誠一会員　	沖縄から無事帰ってきました。
伊  達　直  人　	沖縄でタイガーウッズになれず、又、

タイガーマスクに戻ります。
古田敦則会員　	遅くなりましたが、IM全員登録あり

がとうございます。鈴木会長の誘惑
にも負けず、禁煙3か月目に入りまし
た。

プログラム

ガバナー補佐公式訪問・IM挨拶

IM実行委員長　宇野瑛右様
　皆さんこんにちは、高い席よりお願いに参りまし
た。ガバナーのいらっしゃる西RCにメーキャップさ
せていただき光栄です。IMの連絡が遅れてご迷惑を

（江口会員）



おかけし申し訳なく思って
おります。本日はIMのPRと
いうことで触れさせていた
だきます。今回のIMは2部構
成で考えています。2002−
2003年度小船井パストガバ
ナーにロータリー財団の現状のお話をいただくこと
になっております。RCにとって財団がいかに必要か
について触れていただきたいと思っております。第
2部では近江正隆さんという41歳の方で、ノースプ
ロダクションの代表取締役をしておる方です。彼は、
漁師になりたくて小樽から釧路まで歩き、職を探し、
浦幌町で職を見つけました。魚を取るだけではなく、
売るということに目覚め、インターネットでの商売
を始め、楽天市場の鮮魚部門で1位を獲得し、年商1
億以上の商いをしている方です。最近、親父の背中
を超える会のプロデュースをしており、農家の若者
を集め、修学旅行生を農家で受け入れ、十勝の農業
に触れていただくために昨年は700名くらいの生徒
を受け入れております。今年は1500名、来年は
2300名の予定をしているそうです。将来は十勝の安
心安全な食物を皆が買ってくれるようになることを
目標に若い世代にも目を向けて頑張っている方です。
そのあと、アトラクションで、音更高校の管弦楽団
の15分程度の演奏を予定しております。懇親会も十
分に用意しておりますので、全員の方に参加してい
ただきますよう、お願い申し上げます。ありがとう
ございました。

第2500地区第6分区ガバナー補佐　畠山誠一様
　こんにちは、いつもありが
とうございます。他のRCに
お邪魔したのは今回で3回目
になります。一昨年の11月
28日の第1回目のガバナー補
佐会議からスタートし、勉強
させていただき、RCに関してはまだ未熟者でありま
すが、今日西RCにも4名の会員が入会されたと聞い
て非常に嬉しく思っております。今、北見地区のク
ラブが会員も増えており、非常に動きがよいとお聞
きしてますが、十勝についても微増ですが会員数が
増えるであろうと期待しております。IMに関して音
更が担当いたしますが、IM実行委員長は今お話しし
た宇野さんがやっておりますし、ご要望があれば言っ
ていただければと思います。音更は現場で動いてい
る若いメンバーが沢山います。ご夫人も一緒に打ち
合わせしております。仕事の関係で夜間例会に出席
できるメンバーが少ないという状況ですが一生懸命

やっております。、不手際があるかと思いますが、何
かありましたらご指示ください。よろしくお願いい
たします。12日に釧路で6分区7分区の合同セミナー
があります。ぜひご参加ください。PETSは4月23日
に旭川で開催します。地区協議会が24日にあります。
担当各位におかれましては多くのご参加をお願いい
たします。5月21日から国際大会がニューオリンズ
で開催されます。西RCにも委員長がいらっしゃいま
すが、ぜひご参加いただきたいと思います。広尾の
RCの石井さんが独自にパンフレットを作って参加要
請しており、一人でも多くのメンバーにご参加くだ
さいますようお願いいたします。RCに入れていただ
き、ガバナー補佐をさせていただき、他のクラブを
訪問し、例会の持ち方もそれぞれのクラブでこんな
に違うのかなど、また、非常に緊張感を持っていらっ
しゃるクラブがある等、非常に勉強になっておりま
す。後5か月残っておりますが、もう一度お邪魔した
いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

プログラム	 プログラム委員会
	 	 石原英樹委員長

新会員卓話

曽我　雄会員
　いまだ名簿に載っていな
い会員なので、改めて自己紹
介させて頂きます。曽我　雄
（そが		たけし）昭和38年4月
9日生まれ47歳です。出身は
東京の東京競馬と刑務所が
有名な府中にあります。家族は、札幌にいる単身赴
任者です。子供は、19歳の長女が今年から札幌教育
大学の札幌校に入学し、先生を目指しています。16
歳の長男は、札幌光星高校1年生で硬式野球をやって
おります。私自身、東京都立日比谷高校で野球部に
所属し、卒業後、日本大学に在籍中、2年間母校の野
球部の監督をさせて頂いた野球馬鹿です。こんな優
しそうな私ですが、当時は、体罰もそんなにうるさ
くなく、サインを見落とした生徒を試合中でもひっ
ぱたいたりすることもありました。いまでも、高校
野球を見ているだけで、当時の事を思い出し、熱い
ものを感じ涙してしまう事が多いです。
　監督生活終了後は、八方尾根などの山にこもって
スキーなどをしたので、今でもスキーが大好きで、
帯広に来てからも、サホロや嵐山にいってみました。
2級検定は当時合格しました。



　さて私の仕事の話ですが、日本生命保険相互会社
の帯広西営業部の営業部長が、私の役職ですが、実
は女性ばかりの職場で男性は私一人で、20名の職員
は全て女性です。ですから、よくも悪くも、一挙手
全てを見られていて、こんな私でもすぐに焼きもち
を焼かれます。「○○さんの話方と私との話方は違う
わね」なんていうのは、かわいいほうで、「○○さん
と2人だけの営業部にしたら…」なんて調子です。公
平に声をかけるというのは本当に難しいなあと、毎
日自問しています…年齢は関係ない！
　ただ、仕事で大切だなあと最近特に思う事は、「自
らのやる気」を起こさせる「上からの命令でなく本気
にさせる」ことの大切さです。笛ふけど踊らず…てい
うのは何度も経験してきました。もうそんな事では
なく、やる気を出させる管理者になりたいと思って
取り組んでいます。
　さて、ロータリーとの出会いは4年前初めて北海道
に赴任した「倶知安」でした。人口1万6000人の小さ
な町で、日本生命の歴代の赴任者がずっと加入して
いたのを引き継いだのがきっかけでした。メンバー
は、25人位だったと思いますが。地元でお店をやっ
ている人などが中心のメンバーでした。また、ニセ
コスキー場の国際化の関係でオーストラリアのメン
バーが2人入っていたのを覚えています。クリスマス
イベントなどで、サンタの格好をして、盛り上げて
いたのを覚えています。名前はたしか、ジェイソン
といったと思います…。
　その後、網走に転任しましたが、ここは前任者が
ロータリーに加入してたわけではなかったので一人
で寂しい思いをしているところに、お客様が声をか
けてくださり2年間お世話になりました。網走は漁師
町なので、漁業組合のメンバーのご紹介で朝の6時集
合で「鮭の水上げ鑑賞例会」をし鮭を1本丸ごと頂い
たりしました。ゴルフ同好会は、VIP組は毎年「海外」
にゴルフに行かれていましたが、私たち若手組は、
毎年企画はたてるのですが、昨年も1泊2日・千葉房
総弾丸格安ツアーを企画しましたが、結局案どまり
で実行には至りませんでした。
　帯広西ロータリークラブには、佐々木さんが営業
で訪問した時に声をかけて頂き、古田幹事が気持ち
よくお誘い頂いたので加入させて頂きました。しか
し、網走の頃までは、会社が金銭面で支出を認めて
いてくれたのですが、資金規定が厳しくなり、自費
で参加しなければならなくなり、正直戸惑いもあり
ましたが、「本音で、帯広の方と知り合える機会は、
お金よりも大切ではないか？」と思い、入会する事に
しました。
　まだ、6ヶ月しかたっておりませんが、最近の一

番の驚きは、一部の帯広人のゴルフ好きです。ゴル
フ練習場というのは、冬は閉鎖され誰も練習などし
ないのが、北海道だと思っていました。しかしある
日曜日、買い物帰りにまさかと思って覗いたゴルフ
練習場の光景に目が点になってしまいました。冬の
ほうが、練習場が混んでいて、零下何度の中で、今
週のラウンドの予定がない人達がゴルフ練習してる
姿には、ちょっと人生観が変わりました。こうまで
負けたくないのか…。そしてある会員から教えても
らい、最近日曜日は、午前中はスキーで足腰を鍛え、
その後ゴルフ練習をする日課にしています。今まで
殆ど定期的な練習などした事はなかったのですが、
『こうなったらやってやるー』って気持ちでいます。
　今はまだ、ほんの限られた方としかお話が出来て
いませんが、これからもっとたくさんの方のお話を
きき自分の幅を広げていきたいなあと思っています。
　今日は、ひとつだけ生命保険のお話をさせてくだ
さい。お手元に配らせて頂いた用紙についてです。

−以下、用紙の説明−

　最後に、私単身赴任をしていますが、普段は殆ど
自炊しております。夜や休みの日に「一人で外食する
のが嫌いなのと栄養がかたよるから」なのですが、し
みじみ思うのは、「家族と一緒に食事する」事の幸せ
です。今まで当たり前と思ってしていたことも、離
れてみてその団欒がとても、大切な事だったんだな
あと思います。ロータリーも家族と考えると、こう
して一緒にお食事させて頂けるのを幸せに思い、こ
れから、この機会をもっと大切にしたいと考えます。
どうかよろしくお願いします。

謝辞	 鈴木　享会長
　畠山ガバナー補佐、IMの宇野実行委員長、本当に
ありがとうございました。音更クラブにもし雨男が
いるのでしたら先に音更神社でお祓いをしていただ
き、当日良い天気で素晴らしいIMとなるようにご期
待しております。曽我会員と、無言でしたけれど私
だけをじっと見ている綾瀬はるかさん、本当にあり
がとうございました。高校野球で男ばかり、仕事で
は女性ばかりと茨の道を歩いているようですが、こ
の経験を今後いろんな機会にお話しいただければと
思います。今日は密度の濃い例会でした。ありがと
うございました。

閉会宣言	 堂山啓太副SAA
点鐘


