
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

　8月になりました。会長として自覚の出来な

いうちに、気がついたら1ヶ月経過しました。

　私は先週、早速例会を欠席してしまいました。

　7月28日から31日まで京都で空手の海外セミナーがありま

した。そこで通訳、段位審査進行の手伝い等をしてきまし

た。今年は仙台で開催される予定でしたが、震災の関係で京

都での開催となりました。震災で家、道場が流された仙台の

空手の仲間にも京都で会う事が出来ました。

　今月は会員増強拡大月間です。私は今年度、『気がつけば足

の向いている楽しい例会の開催』、『友達の輪が広がる西RC』、

『より一層活気のある西RC』を会長方針としています。いつ

ものロータリー活動を行っていけば、外の人にも西RCの活動

を認識して頂けると思います。徐々に木の実が熟れて地面に

落ちるように、会員が増える事を望んでいます。
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■出席状況報告

■ニコニコ献金
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点鐘	 三野宮　功会長
開会宣言	 江口文隆SAA
国家斉唱
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	 三野宮　功会長
	 RI第2500地区ガバナー	 増田一雄	様
	 第6分区ガバナー補佐	 伊藤克美	様
	 地区幹事	 植平有治	様
	 旭川西RC	 本間　潤	様
	 旭川西RC	 高橋規久	様

8月結婚祝	 親睦活動委員会　石原英樹会員
萱場誠一会員	1996.8. 8		

8月誕生祝
堀　修司会員	1946.8.26		奥田頼昌会員	1953.8.31
古田敦則会員	1957.8.28		小甲哲士会員	1959.8.28

バースデーソング
乾杯	 ロータリー財団委員会　笹井祐三委員長

会長報告	 三野宮　功会長
会務報告	 奥　敏則幹事
①RI第2500地区『地区大会開催の案内』
　＜大会1日目＞		平成23年9月30日（金）
　・記念親睦ゴルフ大会　8：24〜
　　フォレスト旭川カントリークラブ
　＜大会2日目＞		平成23年10月1日（土）
　・登録受付　12：00〜13：00
　　旭川市民文化ホール
　・本		会		議　13：00〜15：30
　・基調講演　15：40〜17：10
　　講師/2002−03年度元RI会長		ビチャ・ラタクル氏
　・記念懇親会　18：00〜19：30
　　旭川グランドホテル
　＜大会3日目＞		平成23年10月2日（日）
　・本会議　9：00〜11：30
　　旭川市民文化ホール
②帯広西RC『移動例会開催のお知らせ』
　　日　時　8月11日（木）	午後0時
　　場　所　帯広国際カントリークラブ
③帯広東RC『移動例会（道の日清掃）開催のお知らせ』
　　日　時　8月10日（水）	午前10時
　　場　所　帯広中央公園北側広場
　8月9日（火）の繰り下げ例会と致します。
④帯広西RC、8月18日（木）は休会と致します。
⑤帯広南RC、8月15日（月）は休会と致します。
　帯広東RC、8月16日（火）は休会と致します。
　帯　広RC、8月17日（水）は休会と致します。
⑥帯広西RC『家族野遊会開催のお知らせ』
　　日　時　9月4日（日）	午後0時30分
　　　　　　（午後0時受付開始）
　　場　所　帯広競馬場
　9月1日（木）の繰り下げ例会と致します。
⑦例会終了後、定例理事会を開催致します。

委員会報告
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　深澤知博会員
三野宮　功会長　	先週早速出張で例会を欠席しまし

た。副会長の成長が楽しみになら

ないように努力します。
川上　哲平会員　	先週土曜日18回目のエージシュー

ト達成。スコアアウト38イン36、
合計74でした。

プログラム	 理事会

ガバナーの講話

RI2500地区ガバナー	 増田一雄様
　皆様、こんにちは。私は旭川西ロー
タリークラブに在籍しています。同
じ西ロータリークラブとして、また
会員数も同程度でこちらのクラブと
大変親しみを感じています。今年度、
ガバナーを勤めます。柴田直前ガバナーからは、1年
間はあっという間に過ぎ、終了出来ると聞きました。
しかし、その気で勤めると非常に大変で詐欺にかかっ
た様な気がしています。
　昨年、私は大腸と肝臓の手術を受けました。退院
後2週間で東京にて会議がありました。東京では各地
区のガバナーから死相が出ていると言われ、本当に
死ぬかもしれないと思いました。入院中は妻には色々
お世話してもらい、家族の大切さをしみじみと感じ
ました。家族が一番です。東京の会議後、アメリカ
の会議にも行きましたが、妻が同伴してくれ、本当
に妻はありがたいものだと思いました。今年度、国
際ロータリー会長のカルヤン・ハネルジーは家族を
大切にし、自分自身を見つめ直し、一歩一歩前進し
なさいと言っています。前進がなければ世界は変わ
らず、暖かい心を持ち人を柔らかく包み込むにはど
のようにしたら良いかをよく考えなさいと言ってい
ます。また、一番得意な事を続け、自分の中に職業
倫理を確立し、あらゆる人の中に真の価値を見いだ
し、倫理的に誠実に生きる様に務めなさいとも話し
ています。カルヤン・ハネルジーはインドで化学会
社を設立した方です。仏教哲学、インド哲学、精神
哲学の考えを持った方と思います。
　今回、バナーを持参しましたが、何に見えるでしょ
うか。各々見え方は違うと思います。ある人は仏像
に見え、ある人はお釈迦様に見えると言います。私
は菩提樹に見えます。本当の菩提樹は葉が5枚ですが、
バナーは6枚です。昔、仏陀が菩提樹の下で悟りを開
きお釈迦様になったとの言い伝えがあります。イン
ドでは必ずナマスデーと挨拶をします。ナマスデー
とは古代サンスクリット語で「あなたの胸の中に住ん
でいる神様に感謝を申し上げたい」との意味です。現
在は挨拶も感謝もナマスデーです。今日は各委員会
の報告を聞きましたが、皆様大変頑張っていらっしゃ
います。委員長お一人ずつにナマスデーと言いたい
です。これからも帯広西ロータリークラブが益々栄
えますように。皆さん、ロータリー精神をもう一度考
え、人々に問われた時にロータリーはこんな事を行っ
ていると話して頂けたらと思います。ナマスデー。

謝辞	 三野宮　功会長
閉会宣言	 江口文隆SAA
点鐘	 三野宮　功会長

　次週プログラム予定
平成23年8月11日（木）  職業奉仕委員会  「移動例会」

　　　　　	　8月はRI指定の「会員増強拡大月間」です。
理事会　・8月のロータリーレートは、1ドル=80円です。
お知らせ


