
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

　今日は少し真面目なお話をしたいと思います。
　日本の外交手腕はいつも弱腰とか、先見性がないと言
われます。その代表格が、江戸幕府とペリー提督との開
国交渉です。いわゆる日米和親条約です。
　一般的にはアメリカの武力による威嚇によって、一方
的に開国させられ、不平等条約を押しつけられた不甲斐
ない外交だったと言われます。
　しかし、本当にそうだったのでしょうか。この条約により、日本の鎖国
が終わったのですが、当時の状況から考えると､落日を迎えた幕府として
は、中々の外交手腕であったとも言えます。当時のアジア諸国が列強国と
結んだ条約の内容は理不尽なものばかりです。戦争を仕掛けられ、敗れて
講和条約という形で国を開き、巨額の賠償金をとられ、領土を奪われ、植
民地のような条項を押しつけられたのがほとんどです。アヘン戦争などは
その代表格です。その中にあって、平和的な交渉で開国条約を締結したの
が日米和親条約です。交渉の経緯も､ペリーの「一戦も辞さない」という
高圧的な威嚇に対し､｢双方に深い遺恨があるわけではないから、戦争する
必要はない｣と冷静に受け流し、1年間ものらりくらりとしていた。条約
の中身も、重要事項である通商条項を削除させ、開港も下田・函館の2港
に限定、アメリカ標流民保護の条項に日本の標流民もアメリカ側は保護せ
よと迫って承諾させるなど、粘り強さを発揮しています｡さらに｢外国語で
書かれたいかなる文書にも署名しない｣と主張し、日本語の条約文のみに
署名するという、功を焦るペリーの心理を見抜いた巧みな交渉だったよう
です｡ひとつ間違えば、国の存亡に関わる重大な局面ながら、少しでも国
家の利益を引き出そうと冷静と巧妙さを発揮した、これが本当の外交では
ないか、と思います。日本は明治以降、外交においては無謀だったり、弱
腰だったりを繰り返し、結局は太平洋戦争に突入し、戦後も今に至るま
で、アメリカ追従などと言われます。想像するに、「そんなことはない」
と言うために、江戸幕府の開国交渉を弱腰の見本のようにして、その時々
に批判をかわし、自己納得をしてきたのではないかと思うのです。最近で
も、尖閣諸島、北方領土、普天間基地など外交問題がありますが、江戸幕
府の開国交渉に学ぶところがあるのではないでしょうか。
　嘉永7年3月3日　1854年　157年前の今日は、ペリーの黒船が2回目に
やって来て、日米和親条約が合意された日です。
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■出席状況報告
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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
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 若林　剛SAA
国歌斉唱
ロータリーソング（四つのテスト）
たいまつ宣言唱和
ゲスト紹介
米山記念奨学生��アメリア・チャイナ・サラス様

ビジター紹介
帯広北ロータリークラブ　千枝　克孝�様

3月結婚祝い
川　上　哲　平会員　1934年3月20日
柴　田　和　明会員　1936年3月30日
奥　田　頼　昌会員　1977年3月12日
山　本　範　之会員　1978年3月27日
齋　藤　憲　生会員　1982年3月27日
小　谷　典　之会員　1988年3月27日
大須賀　眞太郎会員　1994年3月12日
堂　山　啓　太会員　2000年3月11日
河　西　智　子会員　2010年3月14日

3月誕生祝い
小　室　陸　雄会員　1930年3月 4日
川　上　哲　平会員　1936年3月30日
柴　田　和　明会員　1936年3月30日
佐々木　和　彦会員　1957年3月10日
谷　脇　正　人会員　1966年3月 2日

バースデーソング
乾杯	 佐藤　聡会員
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広東RC『夜間例会』
　　日　時　3月15日（火）�午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
②帯　広RC『創立記念夜間例会』
　　日　時　3月16日（水）�午後6時
　　場　所　ウィンザー
③帯広南RC、3月21日（月）は祝日のため休会
　帯広東RC、3月22日（火）は休会
　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
④帯広西RC『夜間例会』
　　日　時　3月24日（木）�午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル

⑤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
⑥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
⑦ロータリーレート　1$＝84円
⑧『定例理事会』本日例会終了後

　ご案内遅れましたが皆様のボックスの中に3
年に一度の規定審議会の改訂に伴う手続要覧の
新版が入っております。
　これに基づいてこれから3年間クラブの運営
をしなければなりませんのでご覧ください。
　テーブルの上にローターアクトクラブからの
案内があります。フリーマーケットに出す物品
の提供のお願いが来ております。
　今月の夜間例会がローターアクトと合同例会
になっておりますので、その際にご協力してい
ただける方はお持ちいただきお渡しいただきと
思います。

米山奨学生終了書授与並びに
カウンセラー感謝状授与

　鈴木享会長より修了書、感謝状授与
　	米山記念奨学生		アメリア・チャイナ・サラス様
　	カウンセラー　		堂山啓太会員

アメリア・チャイナ・サラスさん
　みなさん、こんにちは。1
年間帯広西ロータリークラ
ブの皆さんにお世話になり
ました。去年2月くらいは子
供も出来たので、少し大変
で勉強をやめようかと思いましたが、皆さんから
支援して頂いているので頑張ることにしました。
大学で18日に卒業式をし、1週間ほど滞在して28
日にペルーへ帰ります。皆さんに本当にお世話に
なりました。ありがとうございました。



ロータリー財団
マルチプルハリスフェローピン授与

	大澤　剛会員

委員会報告
国際奉仕委員会	 佐々木嘉晃理事・委員長
　1月の後半から書き損じの
ハガキをお持ちいただきた
いということでお願いして
参りましたが、629枚集ま
りました。
　この事業を終了させていただきます。ハガキは
旭川モーニングロータリークラブにお送りして、
2500地区としてとりまとめして国際ロータリーに
送ることになります。ご協力ありがとうございま
した。

ゴルフ同好会	 大友広明会長
　春も近づいて来てゴル
ファーにとっては楽しみな
季節になりました。今日、
会員の皆様には登録の用紙
をお送りしました。会員も
減少気味ですが、楽しくやっておりますので皆様
の参加をお待ちしております。

ニコニコ献金	 田中耕吾会員
鈴木　　享会長　�ニコニコ狂歌。2月24日の分で

す。『常しえに�弥栄願う�西クラ
ブ�今日は数えて�三十九年』。今
日の例会分『3月は�卒業シーズン�
うらやまし�会長の卒業�まだ先の
こと』

古田　敦則会員　�たった今メールがあって次男が
何とか大学に合格しました。一
安心ですが、二人の大学生と来
年の長女の進学を考えると家計
が心配です。

堀　　修司会員　�四月から次期の医師会長に再任
されました。もう2年頑張ります。
川上哲平会員にも議長職につい
ていただきました。

酒井　忠之会員　本日、卓話します。
久保　忠正会員　�お目出度いときに現れるという

祥雲に勇気をもらって、投稿し
た作品がロータリーの友三月号
友情の広場に掲載されました。
一生に一度あるかないかの幸運
に感謝しています。ありがとう
ございました。

越智　孝佳会員　�会長を務めています北栄小学校
PTA・OB会の創立30周年記念式
典を無事終える事ができました。
会長を十年間やっていますが、
そろそろ足抜けしたいところな
のですが…

佐々木嘉晃会員　�国際奉仕委員会の書き損じハガ
キ629枚集まりました。ありが
とうございました。

佐々木和彦会員　�まさに3月10日本日が誕生日で
す。

プログラム	 プログラム委員会
	 	 石原英樹委員長
　皆さんこんにちは。本日は出席委員会が担当例
会ということで酒井会員に「出席あれこれ」と題し
て卓話をお願いしています。
　酒井会員よろしくお願い致します。

会　員　卓　話

	 	 酒井忠之会員
　ひさしぶりに例会に出てきました。みなさんの
顔、元気で素晴らしいですね。自分がいないと仕
事が進まないことがありますが、これからは出席
するようにします。
　私は昭和48年の9月に入会しました。故、山田
馨先生の推薦でした。9月で38年になります。そ
の間、委員長を6回ほどやりました。理事も1回や
りました。これは社会奉仕委員会です。
　昭和51年に都市安全委員会をやりました。提案
したのは信号機の下に下がっている、何条何丁目
と書かれている標識で、あれをつけるべく、活動
しました。あれを見ると昭和51年、よくやった
なぁーと思います。
　昭和55年に親睦委員長をやらせていただきまし
た。寿御苑で年末家族会を盛大にやりたいという
ことで、最初のバイキング方式で会をやらせても



らったのが私でしてあの頃は大変喜ばれました。
　昭和57年には出席委員長をさせていただきまし
た。この時は西クラブの10周年であり、市内には
帯広RCと帯広北RCの3クラブしかありませんでし
た。地区大会が市民会館で行われ、当時の三浦会
長に出席は他のクラブ同様に100%で頼むと言わ
れ、非常にプレッシャーがかかりました。80人い
ましたメンバーに何とか来ていただこうとみなさ
んに連絡しました。
　20年、本当に一生懸命やらせてもらいました。
20年経つと出席免除になるので、仕事柄なかなか
出席できないので一生懸命やらせてもらいました。
いまは出席免除は5人おられるようです。当時は大
きな会社の経営者もおられ、怖い感じがしました
が、入ってみると、みなさんロータリアンを大事
にしてくれる本当に良いところだと思いました。
経営者はみんな孤独だしロータリーではいろんな
相談も出来るので良いと思います。
　昭和59年には職業奉仕委員長と理事をやらせて
いただきまました。当時、我がクラブにおられて
藤本会員にお願いして、新しい藤丸の食堂で移動
例会をさせていただきました。この時もみなさん
に喜んでもらいました。また当時、他から講師を
呼ばず自分のクラブの人たちに話しをしてもらう、
知ってもらうことが大事だとお話した経緯から、
今日は当時のようにみなさんにお話をしていただ
きたいと思います。誰にあたるかわかりません。2
〜3人の方よろしくお願いします。

　それでは指名させていただきます。奥さんお願
いします。奥さんは普段は作業着をきておられて、
ここへ来るのに着替えて来られるとか。聞いた時
はとても嬉しかったです。
　奥さんにお聞きします。ちょっとした配管や工
事でもやってくださいますか?

奥「どんなものでもやらせてもらいます！」

　次、石原さんお願いします。ベンツの種類を教
えてください。

石原「�先輩からお電話あったので買っていただける
んだと思ってました。ベンツは小さいクラス
からA、B、C、E、S、R、Vセダンらかワンボッ
クスカーまでいろいろあります。是非よろし
くお願いします！」

　みなさんよろしくお願いします。
　次にスケート連盟の理事お願いします。平田さ
んお願いします。今日はダブルのスーツですが、
普段は作業着で頑張られてます。奥さんも綺麗で
す。タイヤの交換時期について教えてください。

平田「�私の作業着姿を見た方は少ないんですが。タ
イヤの交換時期ですが縁石に雪が無くなった
ら目安です。自宅に車が何台かあれば変えて
も良いんではないでしょうか」

　他に誰かおられませんか？柳沢さんどうぞ！ソ
ングリーダーどうぞ。鶏肉についていかがですか？

柳沢「�最近、鶏肉が少ないという報道がありますが、
我が鳥せいチェーンではそのようなことはあ
りません。万全を期しております！」

　ここで茅場さんに一言もらいましょう！

茅場「�いつも奉商グループをご利用いただきありが
とうございます。他のお店のことでも、夜の
ことならなんでも聞いていただければと思い
ます。よろしくお願い致します」

　ありがとうございました。かつての思いもあり、
みなさんのお仕事について知っていただければと
思い、このような形で進行させていただきました。
　本日はご静聴ありがとうございました。

謝辞	 齋藤憲生副会長
閉会	 若林　剛SAA
点鐘	 鈴木　享会長

3月はRI指定の「識字率向上月間」です。

お	知	ら	せ


