
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

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!
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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

　やや遅れ気味の今年の桜でしたが、じっくりと鑑賞さ
れたでしょうか。川田会員には、2500地区の「ロータ
リーの友」委員長として頑張っていただいておりますが、
その努力の結果、今年になってから「ロータリーの友」は
2500地区のオン・パレードのようです。まずは、川田会
員のご尽力に感謝いたします。
　1月号には稚内クラブ、弟子屈クラブから2編。2月号には根室西クラブ。
そして、3月号には我がクラブ久保忠正会員の「祥雲」と題した写真と文
章が「友愛の広場」に掲載され、4月号は斜里クラブ、留辺蘂クラブ、帯
広南クラブ、足寄クラブと4編も掲載されています。5月号には、斜里ク
ラブ、帯広クラブが登場しました。私の拙文も「友愛の広場」に掲載され
ておりますので、ご笑読下さい。アメリカ第35代大統領 ジョン・F・ケネ
ディが私の人生の師であると書いたものです。大統領就任演説の中の「国
があなたに何を成すかを問う前に、あなたが国に何を成すかを問え」。こ
の言葉が当時19歳だった私の心を強烈に揺さぶり、以来、ケネディに関
する本を読みあさり、かなりの影響を受けました。そんな中で得た「豆知
識」をご披露します。ケネディとリンカーン、二人の大統領には不思議な
共通点があまりにも多いのです。

・初めて下院議員に当選。リンカーン1846年、ケネディ1946年、
100年違い。

・大統領選出、リンカーン1860年、ケネディ1960年、これも100年違い。
・リンカーンの秘書の名はケネディ、ケネディの秘書の名はリンカーン。
・二人とも暗殺されたが、リンカーンは1865年4月14日、ケネディ
は1963年11月22日、どちらも金曜日。

・リンカーンが撃たれた場所がフォード劇場、ケネディが撃たれた
ときに乗っていた車は、フォード社の車リンカーン。

・そして、リンカーンの後任大統領はアンドリュー・ジョンソン、
ケネディの後任大統領はリンドン・ジョンソンと、同じである。

　何か不思議な感じがします。ここ数年、リーダー不在のようなこの国で
すが、東日本大震災を考えるに、50年前のケネディの言葉、「国があな
たに何を成すかを問う前に、あなたが国に何を成すかを問え」が今こそ重
要と思います。
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■出席状況報告

■今月の主な行事
祝日休会（こどもの日）
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「次年度会長挨拶」三野宮　功「次年度会長挨拶」三野宮　功



内海仁司会員　5月10日で還暦を迎えました。
江口文隆会員　�商工会議所の冊子に90年のあゆみの中

で私の祖父の名前がありました。谷脇正
人会員、北川さんにはめられて緑陽高校
のPTA会長を拝命致しました。よろしく
お願い致します。

柳澤一元会員　�先日、痛風になりビールの飲めない私は
びっくりしました。これからは食べ過ぎ
に注意します。

プログラム	 プログラム委員会　太田　豊副委員長

次年度アワー 「次年度委員会別ミーティング」

	 	 次年度幹事　奥　敏則
　例会メモに添付しました。RI会長
の方針とガバナー方針をご覧下さい。
クラブ会長の方針は、今日のクラブ
協議会の方で発表させていただきま
す。後ほどさわりの文を会長より、
お話があります。
　次年度は西RCは大きな事業を抱えております。まず
その一つ目は40周年でございます。改めて理事会・ク
ラブ協議会を通して、皆様方にお願いすることがあろう
かと思いますが宜しくお願い致します。
　西RCは帯広市内5クラブの幹事クラブとなっておりま
す。そのため7RCの合同例会・アクトの担当・ゴルフの
大会など非常に出番が多くなると思います。その辺のご
協力を宜しくお願いしたいと思っております。
　次年度に関しまして日程が決まっている部分がござい
ます。ガバナー公式訪問が8月4日。地区大会が9月30日
〜10月2日。7クラブ合同例会（西RC担当）来年2月9日。
IM（東RC担当）2月26日。その様なことで色々皆様方
にはお願いすることがございますが、1年ちょっと宜し
くお願いしたいというふうに思います。
　増田一雄ガバナーエレクトより、先日の出席いただき
まして有り難うございます。とお礼の手紙が届いており
ました。

次年度会長挨拶	 次年度会長　三野宮　功
　次年度会長の三野宮です。私からご挨拶ということで
すけれども、うちにしっかり者の奥副幹事が私の言いた
いことをほとんど言っていただいたと思います。私は細
かいことというか、私は一切考えておりません。何より
も会員一人一人が活性化される。そういったクラブにな
ればいいなぁと思っております。それは強いて言えば例
会が毎週行われるわけですけれども、その例会に「行か
なくっちゃ」「行って楽しいな」。なんかその理由はたい
してなくてもその場に足が向く。楽しい、気がついたら
例会も結構盛り上がっている。そういったクラブになれ
ばなと私は思っています。あとは委員長さん始め、会員
の皆様のご協力のもと一つ一つを盛り上げて、していた
だければと思います。

	 	 次年度幹事　奥　敏則
　本日は夜、クラブ協議会がございます。その後に懇親
会を予定しております。

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 鈴木　享会長

点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 若林　剛SAA
国家斉唱・たいまつ宣言唱和
ロータリーソング（四つのテスト）
5月結婚祝い	 親睦活動委員会　天野清一副委員長

上垣香世子会員　1950年5月13日
山田倫一郎会員　1968年5月10日
千葉　清孝会員　1970年5月30日
川田　章博会員　1976年5月29日
柳澤　一元会員　1986年5月31日
曽我　　雄会員　1989年5月 3日
内海　仁司会員　2007年5月10日

5月誕生祝い
酒井　忠之会員　1937年5月12日
土肥　孝紀会員　1940年5月31日
上垣香世子会員　1950年5月13日
内海　仁司会員　1951年5月10日
深澤　知博会員　1956年5月30日
飯田　正行会員　1960年5月 6日
堂山　啓太会員　1967年5月20日

バースデイソング
乾杯（会食）	 谷脇正人会員
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広北・帯広東・音更3RC合同植樹祭
　　日　時　5月22日（日）�午前10時
　　場　所　十勝エコロジーパーク
　※尚、帯広西RC、5月20日（金）の繰下げ例会
　　帯広東RC、5月24日（火）の繰上げ例会
②帯広西RC『夜間例会』
　　日　時　5月26日（木）�午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③帯広東RC、5月31日（金）は休会
④ロータリーレート　1$＝82円
⑤定例理事会本日例会終了後

委員会報告	 ガバナー事務所　茨木雅敏地区幹事
　東日本大震災にあわせまして、今年度34地区の各ガ
バナーで構成されていますガバナー会の要請によりまし
て、各クラブに義援金の要請がきました。3月、4月20
日の2回締め切りでした。4月20日の時点で2500地区で
は1,766万円。全国では7億6,074万円の義援金をいただ
きました。本当に有り難うございます。各被災地に見舞
金として支給されております。今後の使い方はガバナー
会等で練るようになっております。お礼を申し上げます。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　天野清一副委員長
鈴木　享会長　�ニコニコ狂歌「会長も��五月になれば��あ

とわずか� � 指折り数える� � リラ冷えの
日々」

奥　　敏　則　�本日の例会「次年度アワー」宜しくお願い
します。又、本日第一回目のクラブ協議
会があります。改めて、出席の程お願い
します。

横山明美会員　�先日は大変お世話になり有り難うござい
ました。

林　文昭会員　�第一ホテル豊州亭がグランドオープンし
ました。

堀　修司会員　�医師会雑誌「つどい」にのせた「つり・釣
り」の太刀魚つりの文が「つどい賞」をい
ただきました。2回目の受賞です。4月
の結婚記念日、お祝い有り難うございま
した。

　次週プログラム予定
2月27日（日）  「仕事の流儀」 DVD鑑賞職業奉仕委員会
　　　　　　 プロフェッショナルに学ぶ職業奉仕の在り方

次年度幹事


