
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

　会長となって半年、やっと年越しそば例会に辿りつきました。この間の
ご支援、ご協力に感謝いたします。この時期、「蕎麦」といえば忠臣蔵で
すね。大石内蔵助をはじめ47人の赤穂浪士が、吉良上野介の屋敷に討ち
入り、主君浅野内匠頭の仇を討った、というおなじみの話です。約300年
前の元禄15年12月14日深夜の出来事です。その時、赤穂浪士は蕎麦屋に
集まり、蕎麦を食べてから討ち入りをしたそうで、蕎麦というのは見かけ
によらず、力が出るもののようです。年末も押し迫っておりますが、まだ
２週間あります。蕎麦を食べて、もうひと頑張りしてください。
　さて、先週の年末家族会は120人もの会員、ご家族にお集まりいただき
ありがとうございました。その時、小さなお子さんと「サンタクロースは
本当にいるのか？」を調べておきますと約束をしました。「サンタクロー
スは本当にいるのか、いないのか」決してバカげた話ではありません。大
事なことです。1897年9月21日、アメリカの新聞社ニューヨーク・サン
に「サンタクロースは実在するのか」という“社説”が掲載されました。そ
の後今に至るまで、世界で最も有名な社説の一つとなったものです。8歳
の少女、ヴァージニア・オハンロンが「サンタクロースはいるのかどう
か」、父親に聞きました。父親は「新聞社なら何でも知っているから、聞
いてみると良いよ」とアドバイスをしました。そこでヴァージニアは、
ニューヨーク・サン新聞に「サンタクロースっているんでしょうか？　教
えて下さい」と手紙を出したのです。それに応えて、ニューヨーク・サン
新聞は社説を掲載しました。

“Yes,  Virginia,  there  is  a  Santa  Claus”　　　　　　　　
（そうです、ヴァージニア、サンタクロースはいるのです）　　　　　　　　

という題名の社説は、びっくりするほどの大きな反響を呼んだそうです。
その後、この話は毎年クリスマスが近づくと世界中で語られるようになっ
たのです。今日からクリスマスまで、小さなお子さん、お孫さんが「サン
タさんって、本当にいるの？」と聞くかもしれません。その時には、この
ニューヨーク・サン新聞の社説を読んであげて下さい。プリントを用意し
ましたので、お持ち帰り下さい。楽しいクリスマスを、よいお年をお迎え
ください。
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会長　  鈴木　　享

■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％
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 堂山啓太SAA
ロータリーソング（我らの生業）	 堂山啓太SAA
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広西RC、12月23日（木）の例会は祝日のため休会
　帯広東RC、12月28日（火）の例会は休会
　帯　広RC、12月29日（水）の例会は休会
　帯広西RC、12月30日（木）の例会は休会
　帯広北RC、12月31日（金）の例会は休会
　帯広南RC、1月3日（月）の例会は休会
　帯　広RC、1月5日（水）の例会は休会
　帯広南RC、1月10日（月）の例会は祝日のため休会
②帯広西RC新年交礼会（夜間例会）
　　日　時　平成23年1月6日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③各ロタリークラブ新年交礼会（夜間例会）
　帯広東ロータリークラブ
　　日　時　平成23年1月4日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
　帯広北ロータリークラブ
　　日　時　平成23年1月7日（金） 午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　帯広ロータリークラブ
　　日　時　平成23年1月12日（水） 午後6時
　　場　所　インザスイート
　帯広南ロータリークラブ
　　日　時　平成23年1月17日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
④第6区分区IM （主管：音更ロータリークラブ）
　　月　日　平成23年2月27日
　　場　所　笹井ホテル

　歳末助け合い募金ですが、社会奉仕委員会金尾委員長に
年末家族会の際、ご協力いただきまして7万円集まりまし
た。大変ありがとうございました。お届したいと思います。
もう一点ですが、前年度深澤年度でマッチンググランドに
当クラブもご理解をいただいた方にご協力いただきまし
た。その最後、インドネシアに教材を送るというマッチン
ググランドでしたが、その引き渡し式に2500地区の世界
社会奉仕委員会の吉本委員長、元第6分区のガバナー補佐、
奥周盛さん、東クラブの上野さん、南クラブの内田さんを
はじめ5名でインドネシアに行かれ引き渡しが終了してお
ります。写真等回っておりますのでご参照ください。ご協
力いただきました会員の皆様、ありがとうございました。
半年間お世話になりましてありがとうございました。

報告	 岡田武稔会員
　プログラムにはありませんが、報告です。米山奨学生の
カウンセラーを3回しております。1人目はダクシカ・ス
マナシリさん、南商に来られて大谷短大で奨学金を受けら
れた方。2人目はフォンタング・ロンさん、ベトナムの方
でした。ダクシカさんはスリランカの方でした。3人目の

プログラム
天野清一会員

　先週の年末家族会ありがとうございました。ゆっくり蕎麦を食
べていただきまして、来年もまたよろしくお願いいたいします。

カウンセラーさせていただいた方はグエン・チェン・チャ
ンという女性の方でした。2年間帯広で奨学金をいただい
て母国に帰られて努力した結果、日本で言う助教授から教
授に昇格したそうです。こちらでお腹に赤ちゃんが出来て、
帯広の雪が印象的だったので「ゆき」ちゃんと名付けようと
したようです。ただお産に病院に行った際、ベットが一杯
で床に寝せられたので、「ゆか」ちゃんになったようです。
帯広のことを非常に感謝しておりまして、皆さんにお配り
したお菓子は旦那さんのチャンさんからのものです。畜大
に1 ヶ月研修に来られていた際、皆さんの前でどうしても
お礼をしたかったようですが日程があわず、お菓子はお礼
です。ベトナムの真ん中にフェという町があるのですが、
そこで有名なフォーというお菓子です。1つづつしかお配
り出来ませんが、チャンさんは本当に感謝しております。
日本語で手紙をいただきましたが、日本とベトナムの架け
橋になるよう一生懸命勉強したい、皆さんによろしくお伝
えくださいとのことでした。以上で報告を終わります。

ニコニコ献金	 北川勝啓委員
鈴木　　享会長　 ニコニコ狂歌。半年を過ぎての心境です。

『ふらふらと  歩み続けて  六ヶ月  胸に
染み入る  蕎麦の味かな』

古田　敦則幹事　 年末家族会多数のご参加ありがとうござ
いました。半年が過ぎました。フラフラに
なりながらも、何とか幹事を務めました。
残り半年もよろしくお願いいたします。

河合　健一会員　 商工会議所議員を退任し感謝状と記念品
をいただきました。入れ替わりに税理士
法人あおぞら会計事務所より長男が議員
になりましたのでよろしくお願いします。

大沢　　剛会員　 年末家族会に出席、家族一同楽しみまし
た。ありがとうございました。

小室　陸雄会員　 先週の年末家族会で80才のサンタク
ロース、とても楽しい役でした。「メリー
クリスマス」

北川　勝啓委員　 年末家族会家族で楽しみました。沢山の
プレゼントをいただき、ありがとうござ
いました。

佐々木和彦会員　 年末家族会沢山の方に参加いただきまし
てありがとうございました。

出席報告	 横田幸宏会員

11月例会出席報告

　前月末会員数………63名
　入会会員数…………0名　　退会会員数…………0名
　11月末日会員数……63名（うち女性会員数………2名）
　11月の平均出席率…91.2%
　開催された例会数…4回

閉会宣言	 堂山啓太SAA
点鐘	 鈴木　享会長

年越しそば例会


