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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

　本日は畠山ガバナー補佐のご来訪をいただいて
おります。ガバナー補佐にはこの1年間、本当に
ごくろうさまでした。
　さて、今日の話題はスケールも壮大に「宇宙飛
行」についてです。旧ソ連の宇宙飛行士ユー
リー・ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功したのが1961
年4月12日。あの名言「地球は青かった」に世界中が興奮しまし
た。今年は満50年に当たります。
　ガガーリンから2年後、女性が初めて宇宙に飛び出しました。
1963年6月、ソ連のワレンチナ・テレシコワさんが成功し、世
界中の女性に勇気を与えました。宇宙から聞こえる「ヤーチャ
イカ＝私はカモメ」の声に感動しました。時代は米ソの国家の
威信をかけた宇宙開発競争が最高潮、世界中が空を見上げて熱
中していましたから、宇宙から女性の声で「ヤーチャイカ」と
聞こえてくれば、そりゃあ感動も熱狂もします。
　ところが、実はそうではなかった。実際には「チャイカ＝カ
モメ」はその時の宇宙船ボストーク6号の名前だったそうです。
つまり、「こちらボストーク6号」という意味の「ヤー、チャイ
カ」という実務的なやり取りでしたが、これにはもうひとつ落
ちがあります。テレシコワさん、約3日間、無重力状態で地球を
48周したわけで、実際には体調不良と精神不安定からヒステ
リーを起こしたようです。パニック状態で「ヤーチャイカ」を
叫びまくり、地上からの呼びかけには応じない。司令室はかな
り手を焼き、その後19年間、女性パイロットは生まれなかった
そうです。
　いえ、決して女性に恨みも悪気もある訳じゃありません。あ
くまでも旧ソ連の女性の話です。
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■出席状況報告

■今月の主な行事
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ガバナー年度終了挨拶
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会長・副会長・幹事退任挨拶
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点　鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 渡部省一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
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　畠山　誠一 様

セクレタリー　黒川　吉一 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
平田　利器 会員　1973年6月10日
大友　広明 会員　1979年6月 1日
茨木　雅敏 会員　1979年6月10日
横田　幸宏 会員　1984年6月 6日
田中　耕吾 会員　1991年6月15日
田中　利昭 会員　2004年6月13日

3月誕生祝い
鈴木　　享 会員　1942年6月22日
横山　明美 会員　1948年6月21日
田中　耕吾 会員　1956年6月18日
奥　　敏則 会員　1959年6月23日

バースデーソング
乾　杯	 久保忠正会員
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広西RC『年度末最終例会』
　　日　時　6月30日（木）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル

　▲スポーツ大会▲
　【ゴルフ】
　　場　所　帯広国際CC
　　時　間　12：00スタート
　【パークゴルフ】
　　場　所　十勝川水系パークゴルフ場（36ホール）
　　時　間　13：00スタート

②各ロータリークラブ『年度末最終例会（夜間例会）』
　帯広北RC
　　日　時　6月24日（金） 18：30〜
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　帯広南RC
　　日　時　6月27日（月） 18：30〜
　　場　所　北海道ホテル
　帯広東RC
　　日　時　6月28日（火） 18：30〜
　　場　所　帯広ワシントンホテル

　帯　広RC
　　日　時　6月29日（水） 18：30〜
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
③帯広西RC『第5回クラブ協議会』
　　日　時　6月16日（木） 18：30〜
　　場　所　北海道ホテル
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

　ご報告でございます。
　先日、お父様を亡くされました天野会員よりご会
葬のお礼として青少年育英基金にご懇志いただいて
おりますのでご紹介をさせていただきます。
　併せて先日、おばあさまを亡くされました高田会
員ですが、施主として勤めを果たされました。併せ
て高田会員よりご会葬のお礼として青少年育英基金
にご懇志をいただいております。後ほどご紹介があ
ると思いますが、皆さんも新聞でご覧になったかと
思いますが、高田さんのおばあさま111歳という天
寿を全うされたということで、ある意味大変おめで
たいということでもあるので、ニコニコにも多額な
金額をお寄せいただきましたのでご紹介をさせてい
ただきます。本日、高田さん出席出来ないという事
でしたので私の方から御報告させていただきたいと
思います。

報　告	 ロータリーの友地区代表　川田章博委員
　皆さんこんにちは。
　ロータリーの友とは関係ないの
ですが、福島のクラブから風評被
害についてお願いしたいというこ
とで地区からはガバナーと私しか
出ていませんので、お手紙をいただきましたものを
ご披露させていただきたいと思います。風評一蹴と
いうことでいわき平中央ロータリークラブからいた
だいております。

　謹啓　この度の東日本大震災で被災した私た
ちの福島県、いわき市は東京電力原子力発電事
故による風評被害にさらされており、復興への
大きな妨げとなっています。私はいわき平中央
ロータリークラブが進める風評への冷静な判断
行動を求めるキャンペーンに賛同しこのハガキ
を投函するものです。福島県いわき市の産品は
安全安心が保証されたものしか市場に出荷され
ていません。どうか手に取っていただいてご愛
顧いただきたいと切に願うものです。あなた様
のご健勝をお祈りするとともに今後のご協力ご
支援を重ねてお願い申し上げます。

　ということでいただいており、またたまたま東北
地区の代表委員が福島市の福島ロータリークラブか



ら出ており、地震当日原発から3キロのところにおら
れたそうです。死ぬ思いをして福島まで帰って生き
ながらえたということでした。この方からも是非、
福島県へのご支援ご理解を特にお願いしたいという
ことで私のところへメールが来ておりますので、併
せてご報告申し上げ、福島県だけではないですが、
ご支援させていただきたいと思いご披露させていた
だきました。よろしくお願い致します。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　越智孝佳委員

鈴木　享会長　 ニコニコ狂歌。またも1年、馬齢を重
ねました。『煩悩を  旅のお伴に  日
を送り  今年も迎えた  誕生の月』

古田敦則会員　 残り1ヶ月ゴールは目前です。最後ま
で気を緩めず頑張ります。

高田晃一会員　 祖母のつやの葬儀には、多数の皆様
の御参拝有難うございました。天寿
を全うしたという意味でニコニコに
献金します。

大友広明会員　 5ロータリー対抗ゴルフで個人の部
で準優勝とドラコンをいただきまし
た。アウト2番で連続OBを出して8点
をたたきましたが、それがはまり準
優勝できました。

大友広明会員　 28日の5ロータリー対抗ゴルフで西
クラブが準優勝いたしました。ライ
バルの南クラブの優勝で2年連続準
優勝ですが、来年は優勝するよう頑
張ります。

平田利器会員　 結婚祝ありがとうございます。本年
で38年目です。6月10日北海道ホテ
ルでディナーを楽しみます。

山岸奈々事務局員　 入院のため2週間お休みいただきまし
た。大変ご迷惑おかけして申し訳あ
りませんでした。また今日から頑張
りますので、よろしくお願いします。

石原英樹会員　 本日プログラム担当例会、よろしく
お願い致します。

報　告	 ゴルフ同好会　大友広明会員
　報告ですが、先程もお話があり
ました通り、5クラブ対抗で準優
勝しました。
　また、テーブル等で皆様にご案
内させていただいておりますが、
今年も還暦とそのお祝いをすることでご案内をさせ
ていただいております。今年は9名の会員の方がおら
れます。昼間はゴルフコンペを例年通り予定してお

ります。夜の方は、北のいっぴん正次郎でお祝いを
予定しております。ゴルフ同好会に入っておられな
い方にご案内をさせていただきました。同好会に入っ
ておられない方にもゴルフに参加していただきたい
と思いますし、夜のお祝いにも参加していただきた
いと思います。よろしくお願い致します。

ゲスト卓話

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　畠山誠一様
　改めましてこんにちは。ガバナー補佐の立場とし
てお話しますと、柴田ガバナーの輩出クラブであり
ますので話しにくいのかな、と感じます。残すとこ
ろあと1ヶ月になりました。いま3月の震災の関係で
いつもと違った取り組みをしているということでス
タッフの皆様ご苦労されていると思います。私、個
人的には6月いっぱいで収束するのは難しいのでは
ないかと思います。西クラブの皆様には地区大会を
含めご協力いただきましたことに、ガバナーに代わっ
てというのは非常に心苦しいのですが、ありがとう
ございました。そして鈴木会長・古田幹事を中心に
ご尽力をいただきました。心から厚く御礼を申し上
げます。いつも例会にお邪魔すると鈴木会長のお話
を素敵に聞かせていただいております。どこから情
報をもってこられるのかな？と思います。丁度10才
先輩ですが、私も10才歳をとったら、敵わないでしょ
うがこんな先輩になりたいな、と思っています。
　今日の夜、足寄に例会に行かせていただいて4回目
の公式訪問を終了させていただきます。南ロータリー
クラブから4回目スタートして、昨日は上士幌、音更
の例会に出させていただいて、その前の日は広尾の
例会にいかせていただきました。震災の関係やお亡
くなりになった方がいらっしゃった関係で6分区の
中で会長の預りになっているのですが、7名位退会者
が出るということで広尾では会長から非常に申し訳
ないということでお詫びをいただきました。「来年
50年の節目なので20か21名ですが頑張ります」とい
うことでした。昨日の上士幌は13名ですが、先輩後
輩併せて頑張っておられて、最後の公式訪問として
はとても嬉しく感じて帰ってきました。
　このあと卓話があるので簡単にお話させていただ
きますが、昨年度の2月6日にガバナー補佐が集めら
れてノースランドで最初の会議・顔合わせをさせて
いただいてから、ずっとチーム研修セミナーや新旧
の幹事会をやらせていただいてきましたが、音更ク
ラブから出させていただいてとても良いご縁をいた
だいたと嬉しく思っています。
　また、ガバナー会に寄せられた義援金の割り振り
については2500地区に戻ってくる金額があると思い
ますが、正式には方向性がまだ決まっておりません。
今月には決定すると思いますが、そんな意味もあっ
て6月いっぱいで事務所を締めることができるか微



妙であると思っています。地区の補助金等につきま
しては、清水ロータリークラブの植樹の関係で補助
金を出させていただきました。もう1件は帯広ロータ
リークラブさんの施設に車椅子を贈呈する際に使わ
せていただきました。そしてもう1件、帯広北、東音
更の3クラブでエコロジーパークでロータリーの森
の継続事業に出させていただきました。この事業に
ついては茨木さんにご尽力いただきました。この3件
に地区の補助金を使わせていただきました。
　清水ロータリークラブのエリアで行なった植樹で
すが、どんぐりの実を6年生が植樹したのですが、1
年生に入った時にどんぐりの実の種をまいて5年か
けて育てたものを、今年の春に日勝スキー場の跡地
に180本植えました。清水のロータリークラブでは
ずっと植樹を行なってきているのですが、とても残
念なのは鹿の被害にあって80%くらいは食べられて
しまっているようで、今後対策が必要だと個人的に
思いました。6年生の子供たちが植樹したのですが、
1年生の時に植えたものなので1m以上になっていて
とても感激していました。その苗木を3本、被災に
あった岩手県の野田村の野球場の横に記念樹として
植えていただきました。野田村の村長さんからもお
手紙をいただいたりしたようです。ガバナー月誌で
も取り上げられると思います。
　このあと6月9日にインドネシアの地区大会に音更
のメンバー 8名で行ってきます。こちらでやってい
ただいた地区大会の時のお客様のご縁でインドネシ
アに行かせていただいてきます。1年間いろいろお世
話になりました。来年は立場変わって職業奉仕の委
員長を仰せつかりましたので、また良い形でお会い
できたらと思います。1年間本当にありがとうござい
ました。

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。4月の健康
増進委員会、小谷講師のお話大変
好評だったようです。今日はその
第2弾をお送りします。時間は10
分程度です。納得できない方は健
康保険証を持って帯広泌尿器科へお越しください。
それでは小谷講師よろしくお願いします。

今晩から役に立つ前立腺と
男性更年期とバイアグラの知識

	 	 健康増進委員会　小谷典之副委員長
　4月14日の例会に続きまして第
2弾ということでお話します。時
間がないので今日は1枚だけお見
せして、あとは次年度の健康増進
委員会の例会でお話をさせていた
だきたいと思います。
　昔はインポテンス、いわゆる不能者、差別用語と

いうことで十数年前からED。勃起障害ということで
病名が統一されています。生活習慣が悪い、運動不足、
飲酒、休養不足、食生活の乱れ、喫煙。こういうこ
とをしていると脳卒中、糖尿病、高尿酸血漿心臓病
などいろんな病気になりますが、生活習慣病ととも
にEDにもなるということです。高血圧の患者さんの
15％、糖尿病の患者さんの28％、心臓病の39％が
EDを持っているということになります。ここで質問。

　EDの患者さんは、日本中でどれくらい
　いるのだろう？

①日本人40才代の男性の人口
②東京ドームの収容人数
③日本の看護師さんの人数

　鈴木会長いかがですか？ 1番！正解です。980万
人いると言われています。40才代の人口ですが940
万人ですからほぼ同じ程度の患者さんがいると言わ
れています。糖尿病の患者さんの50%はEDだと言わ
れています。様々な年代層に患者さんがいますが、
当然年齢が上がるにつれて患者さんは増えて行きま
すが、question！

　年を取ってからも性生活はあるの？
　性に興味をもったり、性交渉をもつの？

①男女ともに年を取るとほとんど性交渉はなくなる
②男女ともに年をとっても性交渉をもつ
③男女差があり女性は年を取ると性交渉はもたない

　幹事どれでしょう？ 1番！失礼なことを言わない
でください。これは札幌医大で20年前くらいに取っ
たデータです。全部で6,000以上の一般の方から取っ
たデータです。30才未満20代、若いと週に3回以上
性交渉をしています。すごいことに70才代でも週に
3回という方がいます。大体平均すると月に1〜2回
という方が多いです。80代でも月に1、2回という方
がいます。表を見てもらうと自分がどのあたりかが
わかります。女性の方も70代以上でデータが止まっ
ていますが性交渉があります。40才代で見ると、男
性より女性の方が多いというデータになっています。
うちの病院でもバイアグラ、シアリス、レビトラと
3種類の薬がありますが、月に300〜400錠くらい処
方があります。結構いろんな方がコンスタントにも
らいにいらっしゃいます。メンバーの方も恥ずかし
がらないで、守秘義務は守りますのでいらっしゃっ
てください。よろしくお願いします。ありがとうご
ざいました。

謝辞	 土肥孝紀副会長
閉会宣言	 渡部省一SAA
点鐘	 鈴木　享会長


