
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

　東北地方・太平洋沖大震災につき、先週の例会で義援金についてお願い
をしたところ、本日を含めて多額のご厚志を寄せていただき、衷心からお
礼と感謝を申し上げます。会員皆さんには、それに加えて個人として、企
業として義援金、支援活動をなさっており、心からの敬意を表します。皆
さんのお気持ちが、被災地の人々のまずは、精神的立ち直りに寄与するよ
う願わずにはおれません。
　さて、義援金について先週の例会時とは、少し状況が違いますので説明
いたし、ご了解をお願いいたします。「義援金はロータリー財団を通じ
て」とお話ししました。その方法もありますが、ロータリー財団を通じま
すと、一度財団本部に送り、その後に送られてくるという手順のようで、
時間がかかり過ぎるという事情があるようです。そのため全国ガバナー会
では、被害の甚大さ、支援が緊急を要することに鑑みて、地区別に義援金
をお願いし、それを全国ガバナー会の意思によって、直接、当該地区のガ
バナーに託すという方法をとることを決めました。義援金の流れについて
ご了解をお願いします。
　さて、今夜はローターアクトのみなさんとの合同例会です。青春真っ盛
りの若い人を前に、青春、若さというものは、年齢によるものなのか。若
さに“嫉妬”を覚えつつ、強がって「若さ、青春」について考えてみたいと
思います。そこで登場するのが、ご存じ、サミュエル・ウルマンの詩「青
春」です。こんな一節が有名です。
『青春とは人生の一時期のことではなく、心のあり方のことだ。人間は
年齢（とし）を重ねた時、老いるのではない。理想をなくした時、老いる
のである。希望ある限り人間は若く、失望とともに老いるのである』

　いま日本は大変な状況ですが、被災地も国も必ずや復興しなければなり
ません。そのためには、年配の人々も「青春の心」をもって、頑張らなけ
ればなりません。そして何より、若い人たちの青春と力こそが、復興の原
動力です。今夜はローターアクトのみなさんの現在の青春、西クラブみな
さんの「まだまだ青春」のための、「青春例会」としましょう。
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝

夜間例会・ローターアクト合同例会
休会

3月10日
17日
24日
31日



点鐘 鈴木　享会長
開会宣言 若林　剛SAA
ロータリーソング（我等の生業） 若林　剛SAA
ローターアクトソング
ゲスト紹介 鈴木　享会長
中国からの米山奨学生で斉光男（サイコウナン）さん

（ローターアクトのゲストとして）

（会食）
会長報告 鈴木　享会長
ローターアクト会長挨拶 長内賢浩会長
　この度は合同例会という機会を設けて頂き、あり
がとうございます。皆様にローターアクトクラブを
知って頂き西RCの皆様と交流し親睦を深めることが
出来ればと考えています。さて、この度の東北地方
太平洋沖地震では多くの方々が被害に遭われ、大変
大きな爪痕を残しております。我々ローターアクト
会員も何か手助けがしたいと考えまして、昨日社会
福祉協議会主催の街頭募金活動に、アクターとして
参加して来ました。少しでも私たちの思いが届いて
ほしいと考えております。今後共ご指導の程よろし
くお願い致します。
　また、当クラブは現在25名の会員で活動しており
ますが、今年度6名が年齢退会を迎えます。そこでお
願いですが、皆様の近しき方に対象年齢の18歳から
30歳までの方を紹介して頂きたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。

会務報告 古田敦則幹事
①帯広北RC、3月25日（金）は休会
　帯　広RC、3月30日（水）は休会
　帯広西RC、3月31日（木）は休会
②帯広南RC『夜間移動例会』
　　日　時　3月28日（月） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
③帯広東RC『夜間移動例会』
　　日　時　3月29日（火） 午後6時30分
　　場　所　幕別パークホテル悠湯館
＊ 震災に関わる様々な情報（ガバナー会の支援や財団
の基金や支援のこと、被害の状況について等）は
ロータリージャパンのホームページに掲載されて
いますのでご覧下さい。

ローターアクト会務報告 ローターアクト幹事
澤田俊一

　5月15日（日）ローターアクトクラブ主催のフリー
マーケットに、西RCの皆様からも物品の提供を頂き
ありがとうございます。まだまだ品物が不足してお
ります。当日まで受け付けておりますので、ご協力
ご理解の程よろしくお願い致します。

米山記念奨学生表彰 古田敦則幹事
マルチプル8回目……柴田　和明会員
マルチプル5回目……河合　健一会員
マルチプル4回目……茨城　雅敏会員
マルチプル2回目……大友　広明会員
　　　　　　　　 　 本田美喜雄会員
マルチプル1回目……鈴木　　享会員
　　　　　　　　 　 千葉　清孝会員

委員会報告 次年度　奥敏則幹事
　4月23、24日旭川にて2011年2012年度2500地区
の会長研修セミナー、各セミナー、地区協議会が開
催予定されています。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　天野清一
鈴木　享会員　 ニコニコ狂歌。大震災の苦しみが続

いておりますが……『なにくそと  頑
張る時ぞ これからは 若き力と 手を
携えて』

古田敦則会員　 義援金たくさんのご協力ありがとう
ございます。

三野宮功会員　 この度、日本興亜損害保険㈱代理店
宅地建物取引業並びに英語教室の経
営をメインの業種とする㈱ヴィレッ
ジを設立致しました。百パーセント
出資致しまして代表取締役に就任致
しました。

江口文隆会員　 長女が無事大学を卒業し、やっと仕
送り生活から解放されました。

プログラム 新世代委員会　上垣香世子会員

World  vehicle

帯広ローターアクトクラブ例会
外山史教国際奉仕委員長

　世界の乗り物の色々を紹介後、ミニヒコーキを作
成し、会員全員で飛ばしました。景品も用意頂きま
した。

ロータリアン総評 土肥孝紀副会長
　本日は若いローターアクトの皆様から若いパワー
を頂きまして楽しい例会となりました。先程鈴木会
長の言葉通り正に青春例会となりました。今後共ロー
ターアクトの皆様の益々のご活躍を祈念致します。

閉会宣言 ローターアクト副幹事　増田さやか
点鐘 鈴木　享会長

　次週プログラム予定
4月7日（木）  ゲスト卓話：帯広市防災担当課長  岡田氏

「防災について」

　　　　3月はRI指定の「世界ロータリーアクト月間」です。お知らせ

【 ローターアクト合同例会 】
帯広西ロータリークラブ  　第1896回例会
帯広ローターアクトクラブ  　第881回例会


