
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

　先週末23，24日　旭川でのPETS，地区協議会に出席のみなさん、
お疲れ様でした。
　さて、先ほど点鐘をしましたが、今夜の点鐘は特別なものです。帯
広西ロータリークラブ始まって以来、1900回目ということになりま
す。ひとつの区切りというか、1900回、何やら感慨深いものがありま
す。それにちなんで、夜間例会ですが、ニコニコ献金を致します。
　ニコニコ狂歌『木曜日 仲間集いて 鐘が鳴る 数えて今日は 1900回』
　今夜のスピーチは「ジョーク」についてです。明日はゴールデンウ
イークの始まりの日、「みどりの日」ですが、23年前までは「昭和天
皇の誕生日」でした。その昭和天皇のお言葉というのは、何となく
ユーモアがあったそうです。
　●「陛下、あれが阿蘇でございます」「あ、そう」
　●昭和45年ごろのお話。当時の後藤田官房長官に対し、「なかなか
　　忙しいようだね」「はっ、ありがとうございます」「ときに、ど
　　うなの…。官房長官というのは、どういうことをやるの？」
　日本人でユーモアに溢れてるといえば、やはり、吉田茂さんです。
　●天皇陛下に「吉田はいつも元気そうだね。食事に気をつけている
　　の？」と言われた時、「はい、私はいつも人を食っております」
　●吉田首相がマッカーサーに、「GHQとは何の略語か？」と尋ねてか
　　らかったそうです。真に受けたマッカーサーが「これは、General 
　　Head Quartersの頭文字を取ったもので…」と重々しく説明すると
　　「ああそうですか。私はまた、Go home quickly！の略かと思って
　　いました」と言って笑ったそうです。これは作り話ではなく実話
　　です。
　日本人は、一般にジョークは得意ではないですが、昭和天皇や吉田
首相のように、ある種の気概があって真摯に生きてきた人には、風格
というか、言葉にも何か引きつけるものがあるようです。我らが帯広
西ロータリークラブでも、これからはジョークやユーモアを大切にし
たいものです。
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■出席状況報告

■今月の主な行事
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点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 渡部省一副SAA
ロータリーソング（省略）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広北RC、4月29日（金）祝日のため休会
　帯広南RC、5月2日（月）は休会
　帯広東RC、5月3日（火）祝日のため休会
　帯　広RC、5月4日（水）祝日のため休会
　帯広西RC、5月5日（木）祝日のため休会
②帯広北・帯広東・音更RC『3RC合同夜間例会』
　　日　時　5月10日（火） 午後6時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、帯広北RC、5月13日（金）の繰上げ例会

プログラム【第一部】	 ロータリー情報委員会
	 	 萱場誠一委員長

西ロータリーの温故知新

	 	 斉藤憲生副会長
　シャレードでロータリー情報委員会の会員卓話、場所
柄なかなか話しにくさを感じましたが、萱場委員長の依
頼ということで引き受けました。タイトルは「西ロータ
リークラブの温故知新」、即ち「古きを尋ねて新しきを知
る」、来年の2月には西クラブは創立40周年を迎えます
が、私が西クラブに入会したのは、私が40歳の時、今
から18年前、田森　亮さんが会長、幹事は小林英俊さ
んの年度で、私のスポンサーは亡くなられた松井日出雄
先生でした。4回お断りし、5回目に断りきれなくなり、
入会をお受けしました。松井先生からはロータリークラ
ブの詳細な説明はなく、ただロータリークラブに入った
ら麻雀が出来るとだけ言われました。確かに、高薄さん、
鳥谷さん、小田さん、木島さん、秋川先生、色々な方と
麻雀をいたしました。今はそのほとんどの方は退会され
ています。
　私が入会した当時の各クラブの例会場は、西クラブが
ホテルベイシス、北クラブはグランドホテル、帯広クラ
ブが帯広ステーションホテル、東クラブがウエディング
プラザ宮本、南はホテル・北海館でした。
　西クラブの活動計画書を今年度と入会当時とを比較す
ると、会員数は今が62名、当時は84名、当時の一番の
長老は山田　薫先生、二番目が亡くなられた宮野さん、
今は、一番古いのが酒井忠之さん、私は上から18番目、
歳月の流れを感じます。
　委員会や予算はどうかと見ると、当時はクラブ奉仕担
当理事の下に10の委員会があり、今の広報委員会は当
時は会報と広報に別れていて、その他に雑誌委員会や会
員選考委員会があり、会員選考委員会は会員増強に合併。
　また社会奉仕担当理事の下に、人間尊重委員会、地域
発展環境保全委員会、協同奉仕委員会に別れていて、当
時の各委員会の予算は人間尊重委員会の予算が27万円、
地域発展環境保全委員会の予算8万円、今の新世代委員
会に相当する協同奉仕委員会の予算は約60万円、三つ
合わせると95万円で、今は社会奉仕委員会、一本で予
算が2万円。
　また親睦委員会の予算、当時は430万円、今が250万
円。
　じゃあ年会費はというと当時の年会費は年額14万円、
今は年額20万円です。
　メイキャップは欠席した例会日の前後1週間が可能
で、決算書をみるとビジターの総額約30万円で一人
2,000円ですから、西クラブにメイキャップされた方が
年間約150名、毎例会毎に約3名程のビジターがいた事
になります。今年は決算額4,000円で年間に2名です。
隔世の感があります。

　また以前の職業分類は一業種一人となっていて、歯科
医師は一時、7名いましたので、歯科医、矯正歯科医、
口腔外科医、審美歯科医などと別れていました。内科医、
外科医、整形外科医などと標記する医師と異なり、歯科
医師はその様な標記はなく、便宜上その様になっていま
した。今は全員歯科医で統一されています。
　話しが変わりますが、4月は雑誌月刊で、最近、斜め
読みですが、ロータリーの友や月信を読みます。みなさ
ん、ロータリーの友の値段を知ってますか？ 1冊200円
で、ロータリーの友では、中程の「ROTARY AT WORK」
等が色々なクラブの出来事が写真入りで掲載され読み易
いです。1月号では「80歳でエージシュート100回」とい
う記事が載っていましたし、また3月号では久保忠正さ
んの「祥雲」の写真と記事が載っていました。
　さて月信では、3月号の「100％にまつわる3つの凄い
話し」に目が行きました。第一に「北見東の100％ポール
ハリスフェロー」、第二に「旭川南RCの100％例会継続
中」、西クラブも以前に、出席委員会の発案で100％例
会をしていた時期もありました。第三に「広尾の石井会
員の22年間連続国際大会参加」。
　最後ですが、2月19日に十勝川温泉笹井ホテルで行わ
れたIMで小船井パストガバナーが講演されましたが、
その中で「ROTARY CARD」の話しをされていました。今、
みなさんにお配りしたもので、実は私も知らなくて、こ
のカードを使用する事でショッピングの0.3％が財団に
寄付され、ポリオ撲滅に役立つというものでした。また
15,000円の年会費がかかるゴールドカードは、その年
会費の3,000円が財団に寄付されます。このカードの保
有率が日本の全ロータリアンの約7％、ZEROクラブが
約6割、それで今回、早速、カードを作りました。

◆ロータリーカードを持つ3つの意味◆
１．�ロータリアンバッジの様にロータリアンとしての誇り
２．�ロータリーカードを利用する事によりロータリーの
周知、広報活動となる

３．�会員の負担なくして、ロータリー財団に貢献

とあります。みなさんもカードを作られたら如何でしょ
うか。

閉会宣言	 渡部省一副SAA
点鐘	 鈴木　享会長

プログラム【第二部】	 ロータリー情報委員会
	 	 萱場誠一委員長

ロータリーの仲間と語り合おう

乾杯	 小室睦雄会員
締め	 尾藤輝幸会員

　次週プログラム予定
5月12日（木）  プログラム委員会
　　　　　　 「次年度アワー」  次年度委員会別打合せ

　　　　　	　4月はRI指定の「ロータリー雑誌月間」です。お知らせ


