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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

　今日は理事、委員長の皆さんの退任挨拶の日です。
この1年 「帯広西ロータリークラブの原点と楽しさを
求めて」をテーマに掲げて参りましたが、理事、委
員長の皆さんがその意を汲んで様々にご尽力いただ
きましたことに感謝を申し上げます。
　理事、委員長が一生懸命に考えられたことも、時と場合によって、
十分な結果にならなかったことがあったかも知れませんが、それは
会長のリーダーシップ不足によるものですのでお詫び致します。
　道歌という歌にこんなのがあります。
「手を打てば   ハイと答える   鳥逃げる   鯉は集まる   猿沢の池」
　奈良の興福寺五重塔の側に猿沢の池というのがありますが、そこ
に立ってポンと手を打つと、近くのお店の人は「ハイ」と応えるし、
鳥は逃げてしまう。池の鯉は餌をくれると思って集まってくる。同
じ言葉、行動も、受ける人の気持ち、立場、事情で変わるというこ
とです。それもこれもひっくるめて、素晴らしい景勝地、猿沢の池
なのです。
　この1年、良いことも、あるいはご不満のこともあったかもしれ
ませんが、理事、委員長の皆さんは「楽しい西クラブ」のために頑張っ
てくれました。その点を評価いただき、どうかその労をねぎらって
あげて下さい。1年を振り返ると、会長スピーチも柄にもなく「何
か良いことを言わなければ…」と力が入り、お釈迦さんとか、仏教
とかについて何度かお話ししたような気がします。自分をわきまえ
ず、偉そうなことで誠に申し訳ありません。と言いつつ、また、仏
教のお話です。仏教の教えにもこんな親しみのある言葉もあります。

「思いだすとは水臭い   思い出さずに忘れずに」
　今年度の理事、委員長の頑張りを、これからもふと思い出すので
はなく、ずっと忘れずにいてあげて下さい。理事、委員長の皆さん
には、本当にご苦労をお掛けしました。心からお礼を申し上げます。
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■出席状況報告

■今月の主な行事
結婚・誕生祝
ガバナー年度終了挨拶
理事委員長退任挨拶
会長・副会長・幹事退任挨拶
夜間例会  スポーツ大会・年度末最終例会
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点鐘
開会宣言	 若林　剛SAA
国家斉唱
ロータリーソング（奉仕の理想）
たいまつ宣言唱和
ゲスト紹介
ビジター紹介	 土肥孝紀副会長

帯広東クラブ　福岡正雄 様

会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
　例会メモが第一例会仕様ですいません。唯一
西RCに歴史を残せるとすれば、誤字脱字の多い
幹事だったという事です。今夜、次年度の第2回
クラブ協議会。6月16日は本年度第5回クラブ協
議会です。6月30日は本年度最終例会で昼間は
PGとゴルフがあり、夜が例会です。奮ってご参
加いただきたいと思います。

高田晃一会員
　この度の葬儀に、お忙しい中ご参拝を
頂きありがとうございました。祖母は、
満で110歳、数えで111歳、明治・大正・
昭和・平成と4時代、西暦では1901年生
まれなので、あと2年早く生まれると3世
紀に跨ぐ逞しいおばあちゃんでした。そ
ういうことで、この度は、お葬式という
よりは、お祝いという形にしたかったで
す。本当にありがとうございました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
	 	 北川勝啓副委員長

鈴木　　享会長　 ニコニコ狂歌、いよいよ終盤。
例会もあと3回です。とても嬉
しい気分です。

　　　　　　　　 『嬉しさは  例えて言えば  ス
ズランの  花言葉なり  幸せの
訪れ』

奥　　敏則会員　 誕生祝ありがとうございまし
た。又、次年度の第2回クラブ

協議会が本日ありますので宜
しくお願いします。

大友　広明会員　 結婚して32年になりました。
長女も結婚したので、もうそろ
そろじいさまになるかも知れ
ません。

　　　　　　　　 小谷先生のコンペに参加させ
ていただき、十勝カントリー
で36−35＝71で 回 り、 ベ ス
グロ優勝とドラコンを頂きま
した。

谷脇　正人会員　 今度はユース会の代表になり
ました。みんな好きだと思う
んだろうな。がんばります。

平田　利器会員　1年間ありがとうございます。
佐々木和彦会員　 1年間ありがとうございました。
高田　晃一会員　1年間お世話になりました。
小甲　哲士会員　 厳しい予算の中ご協力ありが

とうございました。

出席報告
プログラム	 奥副幹事進行

理事委員長退任挨拶

会場監督　若林　剛SAA
　出席率に問題あるSAAでし
たが、3人の優秀なSAAのおか
げで会場監督を無事に終えら
れそうです。今年は出来るだ
け沢山の方に出席していただくのと、もったい
ないの精神で食事を残さないようにしようとト
ライをしましたが、逆に足りなくて冷や汗をか
いたりと、予想は難しいというのが1年間の感想
です。多くの方に出席いただき、又鈴木会長に
は2回程センター以外のテーブルに座っていた
だけましたので、多少会長の希望に応えられた
と思っております。副SAA、SAAと2年間やった
おかげで食事が早くなったのが成果です。どう
もありがとうございました。

会計　小甲哲士会員
　非常に厳しい予算組みの中
で、各委員会の皆様のご協力
で無事1年を終えることが出



来そうです。また、鈴木会長はじめ、ニコニコ
献金大変お世話になりました。あとは少しでも
繰越が出来るよう、良い決算報告が出来ればと
思います。どうもありがとうございました。

クラブ奉仕担当理事　平田利器会員
　8つの委員会を担当し、無
事終わらせていただけそうで
す。皆さんの知恵と工夫を凝
らした委員会をやっていただ
き、楽しい各委員会だったなと喜んでおります。
鈴木会長の方針に、自分自身の人生の為だとい
うお話と、地区大会を皆で成功させようという
お話があったのが忘れられません。我がクラブ
団結して楽しいクラブにしようと進めたわけで
すが、特にIMと地区大会では皆さんに我慢しな
がらやっていただき良かったと思います。もう1
つはガバナー公式訪問、割り当てや時間までこ
ちらで勝手に決めて、行動していただきました
が、誰一人反論なく無事終わり、ガバナーから
もありがとうと言われております。皆様の優し
い心がありがたいと思っております。私はまだ
経験が浅いのですが、皆さんにご協力とご指導
を頂いて楽しい1年間でした。ありがとうござい
ます。

社会奉仕担当理事兼委員長　金尾　剛会員
　今年度エコキャップを継続
でやらせていただきました。
他のクラブやローターアクト
クラブ、国際ソロプチミスト
クラブのご協力を得て、1,295㎏、約1.3ｔ集ま
りました。合計が今2,815㎏、キャップ数にす
ると112万6,000個。とうとう100万個を越すこ
とが出来ました。ポリオ1,408人分ということ
で継続が本当に大事だと実感した次第です。仕
掛け作りしかしていないので、搬送、保管の神
田龍一会員、佐々木和彦会員に殆ど実行部隊に
なりやっていただき、大変お世話になりました。
この後義歯の名入れ、6月11日に佐々木嘉晃会
員と齊藤憲生会員にやっていただきます。予算
がないので1円も使わないでお願いしました。次
の飯田委員長、エコキャップ続けていただける
と思っています。是非200万個目指して頑張っ
て頂きたいです。よろしくお願い致します。

出席委員会　横田幸宏委員長
　5月の例会出席報告を致し
ます。前月末会員数62名、退
会会員数ゼロ、5月末会員数
62名、うち女性会員数2名、5
月の平均出席率が89.5％、開催された例会数が
3回でございます。1年間自分なりにしっかりと
やったつもりではありますが、皆さんに支えら
れて何とか出来たのだと思います。来年も同じ
席にいると思いますので、皆さんよろしくお願
い致します。

親睦活動委員会　佐々木和彦委員長
　野遊会から始まり、ニコニ
コ献金、月初めの誕生祝い、
結婚祝いと、大変忙しい委員
会で、ちょっと大変だったと
思います。思い出としては、年末家族会を前に、
小室さんも一緒になってうちの会社で夜遅くま
で打合せとかリハーサルをやった事が、委員会
が盛り上がっている感じで楽しかったです。そ
んなことが出来たのも、北川さん、天野さんの
副委員長、そして委員会メンバーのご協力のお
かげだと思っています。そして何より皆様方の
おかげと感謝申し上げまして、1年間のお礼とさ
せていただきます。ありがとうございました。

広報委員会　高田晃一委員長
　1年間お世話になりました。
大震災のとき石巻の日日新聞
という新聞社が12日の夕刊紙
に壁新聞を作って避難所何十
箇所か配ったと、本当にブン屋魂というかそう
いう話を聞きました。そういう端にも乗らない
ような広報委員長でしたが、広報委員の皆様の
すばらしい力を借りましてあと3回ですが、終わ
らせてもらいます。いろんな反省点もあります
が、来年度の奥田委員長に話をしながら進めて
いただきたいと思います。広報委員が大変だと
いうことがわかり、大変勉強になりました。あ
りがとうございました。



会員増強委員会　岡田武稔委員長
　現在の会員は62名でござい
ます。4名入会され、2名退会
となっております。入会は谷
脇さん、河西さん、田中さん、
曽我さんです。退会は、志半ばにご逝去された
斉藤允雄さん、体調を崩された八代信弘さんで
す。かつて帯広西RCが80名を超えた時期があり、
62名は寂しいと思っております。これは会員増
強委員長の僕の力不足だと自責の念に駆られま
す。次年度の会員増強の委員長は今年度のテー
ブルミーティングの資料を見せてくれという様
に非常に意欲的ですので、会員増強大幅にして
くれると期待しております。会長が毎回素晴ら
しい例会をしてくれたので、僕は三番四番煎じ
で宮野さんの句をお借りしまして、そんな心境
でございます。「腰かけし  石を拝みて  遍路立
つ」。ありがとうございました。

プログラム委員会　石原英樹委員長
　年間7回のプログラムをさ
せていただきました。一番初
めの新会員歓迎会、大変盛り
上り皆様にもお手伝いを頂き
ました。新会員卓話、会員卓話と、楽しい発想
や知識がなく悩みましたが、太田副委員長、古
田幹事、機転の効くお知恵をお借りして何とか1
年間委員会運営を出来たと思います。大変感謝
しております。講師として話をいただきました
会員の皆様にもお礼を申し上げます。ありがと
うございました。そして年46回の例会プログラ
ムの担当なのですが、殆ど古田幹事、そして各
委員会の運営に感謝しております。本当にあり
がとうございました。

ロータリー財団委員会　大沢　剛委員長
　1年間大変な目にあいました。
お金集めというのは本当に大変
なのですが、それでもたくさん
の方々にご協力を頂きました。
本当にありがとうございました。また、3月にはもう
一度皆さんにお願いしようと思っていましたところ、
地震津波と大変なことがございまして、皆さん色々
と大変かと思い遠慮いたしましたが、来年はどうぞ
よろしくお願い致します。ありがとうございました。

長期計画特別委員会　深澤知博委員長
　今年から担当例会がありま
して、来年三野宮会長がやら
れる40周年の指針について行
い、少しは参考になったのか
なと思います。記念式典をどのようにやったら
良いのか、と皆さんのコンセンサスを得られた
のではないかと自負しております。1年間ご協力
本当にありがとうございました。

古田敦則幹事
　退任挨拶は23日に行ないま
す。鈴木会長から幹事のお話
を頂いたのがちょうど3年前
です。3年間あっという間で
したし、また、奥幹事が来年のことを今色々と
やっているのを見て、一方では少し寂しい感じ
もします。30年程前、私が大学1〜2年で帰省し
た時、亡き父と大学のことを色々話したことが
ありました。その時親父が「お前はいいな、楽し
そうだな」という様なことをポツッと言ったので
す。当時はピンと来ませんでしたが30何年たち、
私にも今大学生の長男と次男がおり、この前帰
省したときに同じようなことを自分も思ったん
です。「羨ましいな、お前たち、今何かを望めば
どんなことでも出来るんだな」と。ロータリーで
考えてみると、幹事を受けたとき、こんなこと
もあんなこともやりたいと思いましたが、時間
と共に色々と妥協し、1年前の時間があった時に
は出来たことも時間がなくなってくると選択肢
も狭くなるし、まあこんなものかとなってしま
います。でも今、奥会員を見ると意欲に燃えて
います。時間や考える余裕があるというのは素
晴らしいことだと思います。ロータリーは1年1
年で終わりますが、時間のある時にこうありた
いという事を考えておくべきだったと自分の反
省として思うところです。自分が出来るときに
色々とやっておくべきだと思うわけです。1年間
鈴木会長の緻密さに助けられ、皆様に助けられ
本当に感謝しております。理事、委員長の皆様
方にも無理をお願いいたしました。1年間ありが
とうございました。

閉会宣言	 若林　剛SAA
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