
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）
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■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

三野宮　功
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■出席状況報告

■ニコニコ献金
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　みなさん、こんにちは。
　まずは、なでしこジャパンのワールドカップ優勝
の話から始めたいです。先週お話しした、小柄な東
洋人が、私ぐらいの身長があり体形は私の倍ぐらい
の欧米人のサッカー選手をきりきり舞いにしていた
ことは、欧米人のサッカーの常識を変えてしまうと申しました。そ
して、「なでしこジャパンのパワーを信じております」と申した通り、
彼女たちは劇的に優勝しました。120分にわたる熱戦でも決まらず、
PK戦で決めたこと。フランクフルトの観客を大いに喜ばせたと思
います。私は、チームに先取点を取られても取り返すと思っており
ました。そう思った人はたくさんいたと思います。なぜかというと、
彼女たちから必ずアメリカチームに勝つという気迫が伝わってきて
いたからです。それを覇気、人の上に立とうとする強い意志とでも
言うのでしょうか。それとも、気概、困難にくじけない強い意志、
気性があったのでしょう。いずれにせよ、彼女たちには大いにエネ
ルギーとパワーをいただきました。
　気という言葉に関連して、私はこの1～2年、自分から気が出る
ことに気が付きました。人間だれでも持っているものですが、空手
を極めた大先生の中には、見つめただけで相手を動かなくする方も
おります。現に私の弟子が動かなくなるのを見て、目からうろこが
落ちた気がしました。また、お互い気が出ているのを感じておりま
した。この気というものはとても奥深いものがあります。中国の気
の概念は、原気（元気）、宗気、営気（栄気）、衛気、真気（正気）、臓気、
継気、胃気があるようです。いつか機会がありましたら、このこと
に詳しい人のお話を聞いてみたいものです。
　なでしこジャパンにパワーを充電されましたこの体、走行距離
300キロ超にはほど遠いですが、30キロ超ぐらい元気になった私で
す。このパワーを皆さんにも。以上会長挨拶とさせていただきます。
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点　鐘	 三野宮　功会長
開会宣言	 江口文隆SAA
ロータリーソング（我等の生業）	 江口文隆SAA
（会食）
会長挨拶	 三野宮　功会長
会務報告	 奥　敏則幹事
①�帯広東RC『夜間移動例会
開催のお知らせ』
　　日　時　7月26日（火）
　　場　所　北の屋台
②�帯広西RC『夜間例会開催
のお知らせ』
　　日　時　7月28日（木）�午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③�帯広東RC『夜間例会（ガバナー公式訪問）開催
のお知らせ』
　　日　時　8月2日（火）�午後6時
　　場　所　帯広ワシントンホテル
④�帯広RC『夜間例会（ガバナー公式訪問）開催の
お知らせ』
　　日　時　8月3日（水）�午後6時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
⑤�帯広西RC『第4回クラブ協議会開催のお知らせ』
　　日　時　8月4日（木）�午前10時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑥�帯広西RC『ガバナー公式訪問例会開催のお知
らせ』
　　日　時　8月4日（木）�午後0時30分
　　場　所　北海道ホテル

委員会報告	 職業奉仕委員会
	 	 内海仁司理事兼委員長
　職場訪問の条件として、広い駐車場、広い会
議室を確保する必要があります。今回金尾会員
が帯広国際CCの社長に就任されましたので、お
願いしたところ、快諾いただきました。担当例
会が9月8日だったのですが、ゴルフ場であり、
季節的な考慮も致しまして、堀会員増強委員長
のご理解をいただき8月11日の担当例会と入れ
替えさせていただきました。
　又プログラム内容から、例会開始時間を12時
と早めましたので、ご迷惑をおかけしますが宜
しくお願いします。内容と致しましては、ゴル
フのワンポイントレッスンのコースと実際にラ
ウンドしてもらうコースを用意しておりますの
で、多くの会員の出席をお願いいたします。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
	 	 曽我　雄副委員長

三野宮　功会長　�なでしこJAPANワールドカッ
プ優勝だ！

久保　忠正会員　�今年度初例会出席になります。
三野宮丸ガンバって下さい。

小谷　典之会員　�健康増進委員会委員長よろし
くお願い申しあげます。

平田　利器会員　�7月のゴルフ大会で優勝、馬券
も一人だけ当たりましたが二
次会三次会で帰ったときは何
もなくなっていました。

笹井　祐三会員　�ロータリー財団委員長です。
ポールハリス・フェローよろし
くお願い申し上げます。

久保　且佳会員　�ゴルフ同好会で初めて準優勝
しました。

谷脇　正人会員　�JCのコンペで準優勝しました。
スコアは100回でしたけど…。

出席報告	 出席委員会　柳沢一元副委員長
　6月末の出席報告です。
　　在籍会員62名
　  （入会0名  退会0名）
　　女性会員 2名
　6月の出席率は89.2%。
　例会は5回でした。

プログラム	 理事会

各役員理事・委員長
就任挨拶

	 	 職業奉仕委員会　内海仁司理事兼委員長
　職業奉仕担当理事、委員
長を仰せつかりました。就
任早々、早速職場訪問でご
迷惑をお掛けしますが、こ
れからもご協力の程宜しく
お願い申し上げます。



	 	 社会奉仕委員会　飯田正行理事兼委員長
　社会奉仕委員会委員長の
飯田です。今年度の事業は
継続が2事業。復活が1事
業で「エコキャップの収集
によるポリオ予防への協
力」「義歯の名入れ」「保育園への植樹協力」の3
事業を中心に、身近な奉仕活動の情報提供など
進めて参ります。
　今年度は、皆さんから頂いた「ニコニコ献金」
から予算を頂き保育園への植樹事業が復活しま
した。皆さんのニコニコを次世代の子供たちの
笑顔につなげるよう事業を推進していきます。1
年間よろしくお願いします。

	 	 国際奉仕委員会
	 	 神田龍一理事兼委員長兼理事
　今年度、国際奉仕委員長
の神田です。本年度は当ク
ラブが7クラブ合同例会の
当番クラブでもあります。
委員会のメンバー、他クラ
ブの委員会メンバー会長、幹事会等と協調しあ
い、また、協力を仰ぎ上記のテーマに添うよう
な合同例会にしたいと思います。
　また、将来「継続」しうる国際奉仕のテーマを
是非皆さんの知恵をお借りしながら見つけたい
と思います。一年間会員の皆様の当委員会に対
する友情をよろしくお願い致します。

	 	 出席委員会　横田幸宏委員長
　前年度に引き続き出席委
員長を仰せつかりました。
会員皆様のご協力で前年度
の出席率は90.6%でござい
ました。今年度の会長方針
の一つが楽しいクラブ例会（自然と足の向く例
会）ということで、今年度も90%を越える出席率
に期待をしております。
　また、クラブ例会の他、地区大会やIMの参加
の方もお願いいたします。他の委員会と連携を
はかり出席率の向上に努力して参りますので、1
年間どうぞよろしくお願い申しあげます。

	 	 広報委員会　奥田頼昌委員長
　本年度、広報委員長の奥
田です。広報委員会には作
業的に大変重い負担がかか
りますので、皆様には必ず
原稿の準備をお願いいたし
ます。今年度は会員皆様の顔が見える会報作り
を致しますので一年間ご協力をよろしくお願い
申しあげます。

	 	 会員増強委員会　堀　修司委員長
　会員増強委員会委員長の
堀です。当初3人だった会
員増強委員会も1人の退会
により2人になりましたが、
全会員が増強委員会の委員
になって、誰かが誰かを入れるではなく、一人
が一人の推薦者になるという気概で取り組みま
す。『クラブの活性化』『奉仕の実践の推進』『マ
ンパワー』『運営・活動資金』のため、活動にご
理解とご協力をお願い申し上げます。

	 	 プログラム委員会　田中利昭委員長
　本年度、プログラム委員
長の田中です。委員会の中
では副委員長の小甲会員に
「本当の委員長は貴方だか
ら、頑張るように」と言っ
ております。本人もだいぶ自覚が出て参りまし
たので一年間よろしくお願い申しあげます。

	 	 ロータリー情報委員会　太田　豊委員長
　本年度、ロータリー情報
委員長をさせていただきま
す。副委員長は心強い佐々
木和彦会員で二人きりのス
タートです。各種ロータ
リー情報をタイムリーに会員の皆様に発信する
ことを心掛け活動していこうと考えております
ので、1年間よろしくお願い申しあげます。その
他、2回の家庭集会と、数年行われていなかった
新入会員オリエンテーションも計画しておりま
す。増強委員会とも連携をとり、会員同士がお
互いの立場を理解しながら語らいの場を増やし、
活気ある西クラブとなれるような事業展開をし
て参りますのでよろしくお願い申しあげます。



	 	 健康増進委員会　小谷典之委員長
　本年度、健康増進委員会
委員長の小谷です。3回の
例会を通して、楽しくて会
員のみなさんの生活の糧に
なるようなお話をしたいと
思います。排尿障害、勃起障害など人には相談
できないような内容の卓話を予定していますの
で楽しみにしていて下さい。多分もう1回の例会
は齊藤憲生副委員長の卓話できっと化の話にな
ると思います。1年間よろしくお願いいたします。

	 	 米山記念奨学委員会　堂山啓太委員長
　今年度、米山記念奨学会
委員長を仰せつかりました
堂山です。
　米山奨学生は奨学金です
べて賄われているというこ
とですが、毎年奨学金が減少してきているとい
う実態があります。西ロータリークラブでは、2
年続けて米山奨学生のカウンセラーをお引き受
けさせてもらっていましので、強制は出来ませ
んが、今年度も引き続き寄附のご協力をさせて
いただきたいと思っております。
　今年度、どうぞよろしくお願い致します。

	 	 創立40周年記念事業実行委員会
	 	 川上哲平委員長
　本年度の帯広西ロータ
リークラブ創立40周年記
念事業に向けて、実行委員
長を任されました。副実行
委員長には岡田会員、幹事
長には越智会員ということだけが決定しており
ます。これから総務や懇親会の担当など様々な
ことを決めていかなければなりません。専任さ
れた方々はご協力をお願いします。50周年は派
手にやらなければなりませんが、40周年なので
華美にならず、心にのこる事業をしたいと思い
ます。程々にやりますので、会員皆様のご協力
をお願いいたします。

＊　＊　＊

　時間が余りましたので、ゴルフの話でもしま
すか。よく「先生はシングルプレーヤーですね」

といわれますが、わたしはシングルプレーヤー
ではありません。正式にはシングルハンデキャッ
パーといいます。シングルプレーヤーとは一人
で孤独にプレーする人を指します。
　スイングの時にコックをどうのこうのという
会話を良く耳にしますが、コックとは男性の○
○○のことを意味しますので、女性の前では余
り言わない方がよろしいでしょう。
　昔、仲間や兄弟とゴルフをしていたときにキャ
ディーが「前が空いていますと言って下さい」と
いいました。そんなに空いているわけではない
と思ったのですが、早打ちの友人に言いました
ところ、カリカリしてしまいミスショットになっ
てしまいました。そこでキャディーがひと言「何
か勘違いしているみたい。社会の窓が開いてい
るという意味なのに…」�大きな勘違いでした。
　ゴルフ練習場には、必ず人に教えたがる教え
魔がいます。そこで小咄を一つ。「山へ山菜採り
に行き、道に迷ってしまったらゴルフのスイン
グをすればいい。きっと教え魔が来るはず」お粗
末でした。

閉会宣言	 江口文隆SAA
点　鐘	 三野宮　功会長

本日の例会のメニュー

理事会
　・7月のロータリーレートは、1ドル＝82円です。

    次週プログラム予定
　 平成23年7月28日（木） プログラム委員会
           夜間例会 「会員卓話」 田中利昭会員

お	知	ら	せ


