
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

　みなさん、こんにちは。
　会長とした自覚がまだ持てていない初心者マー
クの会長ですが、気が付いたらもう3ヶ月が過ぎ
ようとしております。女房役の奥幹事がしっかり
と私をサポートしておりますので、安心して、もしかすると頼
り切っている状態で4ヶ月目を迎えようとしております。こんな
会長ですが、各委員会の活動は、委員長並びに委員の皆様の積
極的な活動への取り組みのおかげで、西RCにも活気がよみがえ
りつつあると思っております。
　さて、先週の理事会で40周年事業のあらましを若干説明いた
しました。また、今週火曜日には歴代会長会を開催いたしまし
て、40周年事業について協議をいたしました。奥幹事からも説
明があるかと思いますが、来年の2月23日に創立40周年記念事
業が行われます。川上実行委員長はじめ岡田副委員長、越智実
行委員会幹事に委員会設立の準備をお願いしております。そろ
そろ各部会構成、事業内容が明らかになるかと思います。あと
会員の皆様には極力金銭面でのご負担をかけない行事と思って
おりますが、もしかすると会員の皆様にご負担のお願いをする
場面があるかも知れません。ただ、この事業は誰のために行う
ものではありません。会員一人ひとり、自分の為の事業だとご
理解いただけるとありがたいです。
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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 上垣香世子副SAA
ロータリーソング（我等の生業）
  上垣香世子副SAA
（会食）
会長報告 三野宮　功会長
 表紙より続き➡
　さて、今日は何の日なのかと調べてみると、
スカウトの日、日本ヒジキ協会が制定したヒジ
キの日。私の場合、ヒジキは弁当の中に入って
いるだけ、なかなか食べる機会がありません。
　面白いのは石狩鍋の日。9月15日の語呂合わ
せ、「くいごろ」で制定されたそうです。
　生物を使わない大阪寿司の日。伊達巻寿司、
太巻き寿司を盛り合わせた大阪寿司はミニ懐石
料理と称されております。
　そして、今日は敬老の日です。
　私は、還暦を迎えましたが、年の上では老人
に仲間入りをせざるを得ませんが、まだまだ元
気に現役でやっております。元気な証拠に最近、
娘ができました。といっても北海道犬のモモで
す。彼女中心の生活になってしまいました。
　そして、老いてますます元気を地で行こうと
頑張っております。
　以上、会長報告とさせていただきます。

会務報告 奥　敏則幹事

① 帯広南RC、9月19日（月）は祝日のため休会と
致します。
　 帯広北RC、9月23日（金）は祝日のため休会と
致します。
②帯広南RC『 夜間例会（帯広RAC合同）例会開催

のお知らせ』
　　日　時　9月26日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC『夜間移動例会開催のお知らせ』
　　日　時　9月29日（木） 午後6時30分
　　場　所　ジグザグ
　※尚、9月30日（金）の繰上げ例会と致します。
④帯広西RC『夜間例会開催のお知らせ』
　　日　時　9月29日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤RI第2500地区『地区大会開催のご案内』
　＜大会第1日目＞ 平成23年9月30日（金）
　・記念親善ゴルフ大会　8：24～
　　　　場　所　フォレスト旭川
　　　　　　　　カントリークラブ

　＜大会第2日目＞ 平成23年10月1日（土）
　・登 録 受 付　12：00～13：00
　　　　場　所　旭川市民文化ホール
　・本　会　議　13：00～15：40
　・基 調 講 演　15：40～17：10
　　　　講　師：2002－03年度元RI会長
　　　　　　　　ビチャイ･ラタクル氏
　・記念懇親会　18：00～19：30
　　　　場　所　旭川グランドホテル

　＜大会第3日目＞ 平成23年10月2日（日）
　・本　会　議　9：00～11：30
　　　　場　所　旭川市民文化ホール



委員会報告 （各委員会）

  米山記念奨学委員会
  堂山啓太委員長

財団法人ロータリー米山記念奨学会から
柴田和明会員に感謝状贈呈

出席報告 出席委員会
  柳沢一元会員

ニコニコ献金 親睦活動委員会
  茨木雅敏会員

神田　龍一会員　 本日国際奉仕委員会担当の卓
話です、宜しく。

斉藤　憲生会員　 お盆休みに帰郷した娘とたっ
た1日だけでしたが、初めて娘
と二人で診療致しました。私
は嬉しさで、終始ニコニコ顔
でした。少し遅くなりました
が、文字通りのニコニコです。

佐々木和彦会員　 息子が希望の大学院に合格し
ました。結婚祝いありがとう
ございました。

久保　且佳会員　 先日の家族会で500円の馬券
が、一発勝負3－7で6,350円
の当たりとなりました。結婚
祝いありがとうございました。

天野　清一会員　 先日のゴルフ同好会、優勝さ
せていただきました。連勝し
てしまいました。次回もがん
ばります。

柳沢　一元会員　 ゴルフ同好会で準優勝しまし
た。

横田　幸宏会員　 先日のゴルフ同好会にて馬券
が当たりました。天野さんあ
りがとうございます。

渡部　省一会員　 同好会のゴルフコンペに初め
て参加しました。成績は聞か
ないでください。とても楽し
かったでーす。

プログラム 国際奉仕委員会
  神田龍一委員長



『ドロミテ』を訪ねて

  岡田武稔会員

　皆さんこんにちは。
　今日は6月28日から15日間旅行をしてきた北
イタリアのドロミテ地方のスライドを見ていた
だきたいと思います。
　私は今回の旅行で二つの目的がありました。
一つめは1953年、イギリスの登山家、エドモン
ド・ヒラリーが世界最高峰のエベレストに初登
頂をした年から25年が過ぎた1978年、無酸素
でエベレストに登頂を果たしたラインホスト・
メスナーという
イタリアの登山
家が、意識朦朧
とした中で頂上
に立ったときに
「私は神をみた
…」と下山後に
神父になり、世
界で一番美しい
と言われている
絵葉書のような
フネスの谷にあ
る彼の墓と教会
を訪ねることで
した。

　もう一つの目的はアルプスの名花、エーデル
ワイスを見ることでした。日本にも夕張ウスユ
キソウ、礼文ウスユキソウなどがありますが、
綿毛に包まれた純白のエーデルワイスに出会っ
た時の感動は生涯忘れることは無いと思います。
　「旅はなぜ楽しいか…」の問いに対して「帰ると
ころがあるから」と答えた人がいました。
　これからも
心に残る感動
の旅を続けた
いと思ってい
ます。

閉会宣言 上垣香世子副SAA
点鐘 三野宮　功会長

9月はRI指定の「新世代のための月間」です。
理事会
　・9月のロータリーレートは、1ドル＝78円です。
SAA
　・9月の粗食例会は、22日を予定しています。

    次週プログラム予定
　 平成23年9月22日（木） 新世代委員会

 「帯広ローターアクト活動計画 他」

お 知 ら せ


