
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

2011年12月

家　族　月　間家　族　月　間

ROTARY

INTERNATIO
NA
L 

ROTARY

INTERNATIO
NA

L 

第1928回例会
平成23年12月1日

2011, December12 第1928回例会
平成23年12月1日

2011, December12ROTARY

INTERNATIO
NA

L 

THE ROTARY CLUB OF OBIHIRO WEST
Weekly Report

http://www.tokachi.co.jp/wrotary/

THE ROTARY CLUB OF OBIHIRO WEST
Weekly Report

http://www.tokachi.co.jp/wrotary/

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。今日は、増井会員が当ク
ラブに入会いたしました。会員数が、やっと60名の
大台に乗りました。これも堀会員増強委員長のお力
の賜物と思っております。
　さて、今日はコンプライアンスについてお話をさ
せていただきます。コンプライアンスを直訳すると『法令遵守』と
なり、文字通り解釈するなら、『法令違反をしないこと』つまり
『法律や条例を遵守すること』となります。しかしながら、この様
な意味だけならば、コンプライアンスなどとわざわざ取り上げる必
要もなく、誰でもわかっていることです。コンプライアンスが重要
視されるのは、その意味に『法令遵守』も含まれますが、法令だけ
に留まらず、社内規程・マニュアル・企業倫理・社会貢献の遵守、
更に企業リスクを回避するために、どういうルールを設定していく
か・どのように運用して行くかを考え、その環境の整備までを含ん
でいるからです。コンプライアンスを『法令遵守』とだけとらえ、
法律を守っても、これは当然のことであり、最低限のレベルに違反
していないだけになります。これを逆手にとり法の不備をつき「法
令に違反していない」と、違法ギリギリの行為をしている企業もあ
りますが、このような行為は企業の社会的信用を失い、取り返しの
つかない事態になる可能性があります。企業の規模・業種や問題の
種類によっては、「法令に違反していない」と説明しても、それが
必ずしも納得できるものとは聞こえないことが多々あるからです。
上場企業や企業ブランドを売りものにする企業で、法の不備をつく
ような行為を繰り返し行なえば、世間の企業ブランドに対する影響
力は大きくなります。これらの企業には、他の企業模範となるべ
く、積極的に法令や条例以上の企業倫理・社会貢献の遵守し、『常
識が法である』という行動が求められているのです。
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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	 江口文隆SAA
国家斉唱	 （SAA）
ロータリーソング（四つのテスト）	 （SAA）
たいまつ宣言唱和	 （SAA）
12月結婚祝い	 親睦活動委員会　川上哲平会員
  江口文隆会員 1986.12.06  熊切宏樹会員 1986.12.03
  佐藤　聡会員 2010.12.23

12月誕生祝い
金尾　剛会員 1947.12.02  平田利器会員 1948.12.11
齊藤憲生会員 1952.12.18  越智孝佳会員 1953.12.31
横田幸宏会員 1958.12.20  天野清一会員 1960.12.25

バースデーソング
乾杯	 奥田頼昌会員
　31日とか25日に生まれた方は、本当にご両親は大変
だったことと思います。佐藤聡会員は結婚1周年ですね。
おめでとうございます。末永く仲良くしてください。乾杯！

（会食）
会長報告	 三野宮　功会長
 表紙より続き➡
　コンプライアンスの遵守すべき範囲は、ここまでと
いう明確なものはありませんので、各企業が、法令・
社内規程・マニュアル・企業倫理・社会貢献などの範
囲で自発的な取り組みとして行なわれます。ゆえに、
各企業での取り組み方も千差万別で、『最低限のコンプ
ライアンス』を追求する企業から、信用やブランド力を
勝ち取るために積極的に取り組む企業など様々です。
これらからも、ただ違法行為だけをしなければよいと
いうのでは問題であり、その先にある企業倫理や社会
貢献までも広く遵守できるような環境整備が、上場企
業や企業ブランドを売りものにする企業には期待され
てきます。以上、会長報告といたします。

会務報告	 奥　敏則幹事
①帯広西RC『年末家族会開催のご案内』
　　日　時　12月15日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②各ロータリークラブ『年末家族会開催のご案内』
　・帯広北ロータリークラブ
　　日　時　12月8日（木） 午後6時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、12月9日（金）の繰上げ例会と致します。
　・帯広南ロータリークラブ
　　日　時　12月11日（日） 午後5時
　　場　所　北海道ホテル
　※尚、12月12日（月）の繰上げ例会と致します。
　・帯広東ロータリークラブ
　　日　時　12月13日（火） 午後6時30分
　　場　所　インザスイート
　・帯　広ロータリークラブ
　　日　時　12月14日（水） 午後6時
　　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC、12月23日（金）の例会は祝日のため休会。
　帯広東RC、12月27日（火）の例会は休会と致します。
　帯　広RC、12月28日（水）の例会は休会と致します。
　帯広西RC、12月29日（木）の例会は休会と致します。
　帯広北RC、12月30日（金）の例会は休会と致します。
④例会終了後、定例理事会を開催致します。

　例会も残すところあと4回となりました。15日が年
末家族会です。29日例会は年末のため休会、よって22
日が今年最後の蕎麦例会となっております。1月12日
が新年交礼会です。出席表を回しますので宜しくお願
いいたします。例会終了後理事会を行いますので役員、
理事の方は宜しくお願いいたします。

新会員紹介	 紹介推薦者　掘　修司会員
　新会員の増井信也さんのご承認をいただきまして、
誠にありがとうございます。増井先生のご経歴その他
は既にご存知のことと思いますが、今は、十勝脳神経
外科病院の院長をされております。実は私が先生と出
会ったのは、私の三男坊が函館で放射線技師をしてお
り、函館脳神経外科病院で2年ほど増井先生と一緒に仕
事をして、とても良い先生だということを聞いていま
して、先生が帯広に来るときに、「お父さん、とても良
い先生だからよろしく頼む」と言われたのですが、この
会に入って頂き、とてもよろくしてあげたと伝えてお
きます。一昨日も医師会の日本酒の会があって、増井
先生は、小谷先生と内海先生、私とカプカプと日本酒
を飲みましたが、全く潰れる様子も無く、お強い方で
すし、奥様とテニスもなさいますし、一番凄いのがマ
ラソンをされるということで、今までにフルマラソン
を7回走ったことがあるそうで素晴らしい体力と酒の強
さと仕事に対する情熱を持っている方なので、きっと
西RCのために良い仕事をしてくれると信じております。

	 	 新会員　増井信也会員
　はじめまして、十勝脳神経外科病
院の増井といいます。堀先生ご紹介
ありがとうございます。アルコール
が入っていないときのスピーチは苦
手なもので…。私は登別で生まれま
して昭和42年生まれの44歳です。高
校は函館ラサール、大学は札幌医大を出まして、札幌
の中村記念病院で脳神経外科の研修をしております。
函館が結構長くて、堀先生の息子さんとも働いたこと
がありまして、うちの今の理事長と大学が同期卒業と
いう縁があり、4年前の19年4月にこちらに来まして、
今年の1月から院長をやっています。職業柄、この、ク
ラブの奉仕と言う言葉を実践しなければならないと
思っています。仕事を通してまたこのクラブの活動を
通して、奉仕の理想を実践していきたいと思いますが、
まだまだ若輩者ですので、ご指導ご鞭撻をいただけれ
ば幸いと思っております。宜しくお願いいたします。

バッヂ贈呈	 三野宮　功会長より
委員会報告
ゴルフ同好会	 堂山啓太会員
　ゴルフ同好会新春ゴルフのご案内の締め切りが明日
までですが、未だ5名しか申し込みを頂いておりません。
申し込みまで少しは余裕がありますので、ご参加宜し
くお願いいたします。

40周年記念誌部会	 小谷典之部会長
　記念誌に載せるコメント、来週の木曜日が締め切り
ですが、現時点で8名からしか頂いておりません。皆さ
んお忙しいとは思いますが、これまで生きてきて一番
うれしかったこと、沢山ありすぎて書けないという人
と、全然無い人がいるかと思いますが、1つぐらいは探
して来週の木曜日の例会までにお願いいたします。



米山記念奨学委員会	 堂山啓太委員長
　米山功労者感謝状と表彰品が届いていますので、発
表したいと思います。

【10万円表彰功労者】
三野宮　功会長　　山本　範之会員

【30万円表彰功労者】
大友　広明会員　　奥　　敏則会員

【90万円表彰功労者】
柴田　和明会員

　10月11月は米山月間と言うことで皆さんにご協力い
ただきありがとうございました。まだまだ皆さんのご
協力をお願いいたします。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　茨木雅敏会員
奥　敏則会員　 JCOB会の幹事長職、引き継ぎを残して

ほぼ終わりました。先輩・後輩の皆さん、
ご協力ありがとうございました。次年
度江口会長頑張って下さい。

金尾　剛会員　 まだ、降雪までは営業は行いますが、
12月に入りケジメとして今年1年、西ク
ラブのゴルフ大好きメンバーの来場回
数が500回を超えました、大変有難う
ございました。上位3名の方々には改め
て「お礼参り」？に伺いたいと思います。
是非来年も宜しくお願い申し上げます。

江口文隆会員　 結婚祝いありがとうございます。今年
で25年銀婚をむかえました。

プログラム	 理事会

年 次 総 会
〈奥幹事〉只今より年次総会を開催いたします。議長は
クラブ細則第3条1節に従いクラブ会長が務める事と
なっております。三野宮会長宜しくお願いいたします。

〈三野宮会長〉議長を務めさせて頂きます。スムーズな
議事進行にご協力いただきますよう、お願い申し上げ
ます。

定職数の確認	 出席委員会　横田幸宏委員長
　12月1日現在、会員数60名。本日例会出席者数47名、
委任状提出者数6名、計53名。以上でございます。

〈三野宮議長〉クラブ細則第4条第3節の定めにより定足
数は全会員の3分の1以上となっておりますので、本総
会は成立いたします。議事に入ります。

◦第1号議案：次々年度会長選出の件
　選出については、指名委員会を設置し、その決定に
従うとの旨の決議がなされておりますので、岡田指名
委員長、発表をお願いいたします。

〈岡田指名委員会委員長〉過日の理事会の指名を受けま
して私の他にオブザーバーを含め7名の選出委員がなが
らかな中にも慎重に協議をした結果、2013年−2014
年度帯広西RCの会長候補に齋藤憲生君を全会一致で推
薦することになりました。皆様の温かいご承認を宜し
くお願いいたします。

〈三野宮議長〉ご異論無ければ拍手を持ってご承認お願
いいたします。（全員一致の拍手で承認）

〈三野宮議長〉齋藤憲生会員を次々年度会長として承認
いたしました。

◦第2号議案：次年度役員理事承認の件
　役員理事候補の指名は当クラブの慣例といたしまし
て、会長エレクトの選任事項となっております。川田
章博会長エレクト宜しくお願いいたします。

〈川田会長エレクト〉今日役員・理事の選考についてお
諮りしたいと思います。定款の第10条に理事の規定が
あります。理事会はクラブの全ての最終決定機関であ
り、総会ではなく理事会で決定するということです。
定款第10条の第3節は、クラブのあらゆる事項に関す
る理事会の決定は最終であって、クラブに提訴する以
外はそれを覆す余地は無いと、非常に厳しいことであ
ります。今日皆さんにご提案申し上げますので、是非
慎重に尚且つ円満にお願いします。それから理事の候
補には細則がありますが、第2条理事会と言うところに、
本クラブの管理主体はクラブ会員13名によりなる理事
会とする。すなわち本則第1条第1節に基づいて選挙さ
れた5名の理事、会長、2名の副会長、会長エレクト、
幹事、会計、会場監督、及び直前会長である、と細則
にありますのでそれに則って皆さんにお諮りしたいと
思いますので宜しくお願いいたします。

2012−2013年度役員・理事
副　  会  　長　岡田　武稔会員、古田　敦則会員
幹　　　　事　大友　広明会員
会　　　　計　久保　且佳会員
会  場  監  督　上垣香世子会員
直  前  会  長　三野宮　功会員
会長エレクト　齋藤　憲生会員
理　　　　事　神田　龍一会員、佐々木和彦会員
　　　　　　　若林　　剛会員、堂山　啓太会員
　　　　　　　河西　智子会員

以上、拍手を持って承認された。

次々年度会長　齋藤憲生会員挨拶

　10月28日に岡田さんから電話
があり、岡田委員長、三野宮会長、
奥幹事のお三方がいらっしゃいま
して、次々年度の会長のお話でし
た。少しの迷いはありましたが、
お受けいたしました。迷いと言う
のは、私は、西RCに40歳で入会いたしました。今59歳、
20年目に相当いたします。皆さんご存知の通り、私は
歯科医師であります。十勝歯科医師会の業務が私は非
常に好きでありまして、没頭したあまり、西RCにあま
り出席できないという、あまりまじめではないロータ
リアンなのだと思っていましたし、プライベートでは
丸3年RCに出席できないことがありまして、その辺は
神田会員がよく知っていらっしゃるのですが、そのと
きにご迷惑をお掛けした幹事が佐藤聡会員であり、そ
れから深澤さんでした。退会届を出したこともありま
したし、その様な私が西RCの会長を引き受けてよろし
いのかという迷いもありました。ここにいらっしゃる
方は社長さんとか、先生とか、どなたも会長の器であ



る方ばかりであります。人は会長タイプと幹事タイプ
とどちらかだろうと思いますが、私はどちらかという
と幹事タイプなのかなと思っております。在籍年数と
か年齢とか、そんなこともありまして、私が断った後
は困るのかな、とそんな思いもありまして、会長職を
お受けすることにいたしました。今年は三野宮年度、
来年は川田年度です。今日たった今から、三野宮さん
川田さんのことをジーッと見て参ります。勉強だと思っ
て見て参ります。
　縁あって色々な思いがあって西RCに入会して、今こ
こに皆さんがいらっしゃいます。それこそ知り合いと
いうご縁を大切に思い、西RCの益々の発展に貢献でき
ればと思っております。ただ、私一人ではどうしよう
もないので、皆さんの助けが必要です。聴く耳は充分
に持っております。今日、齋藤を会長に指名したこと
を間違いではなかったと思われるように、皆さんのお
力を借りて西RCの発展に貢献したいと思います。どう
ぞ宜しくお願いいたします。
	 	 以上、年次総会の終了

次年度役員・理事から一言

	 	 次年度副会長　岡田武稔会員
　西RCが来年40周年を迎える歴史の
中で副会長を2度目と言うのは初めて
です。優秀な方が沢山いらっしゃるの
で固辞しましたが、前年度選考委員の
ときの条件で、川田次年度会長のご要
望がありお受けしました。先輩副会長として川田会長
が暴走しないようにきっちり襟元をつかんで1年間やっ
ていきたいと思いますのでご協力お願いいたします。

	 	 次年度副会長　古田敦則会員
　川田先輩の命令ですので、私に断る
理由はございません。昨年鈴木会長と、

「川田さんはお忙しいので副会長をや
る方は大変だね」とひとごとのように
言っていたのですが、まさか自分がそ
の立場になるとは思ってもおりませんでした。が、役
を受けた以上、川田さんの思いが色々な方に伝わるよ
う、岡田副会長、大友幹事と協力してやっていきたい
と思います。宜しくお願いいたします。

	 	 次年度会計　久保且佳会員
　初めて理事と言う立場をいただきま
して、会長と幹事と色々と接点が生ま
れると思いますので、皆さんから集め
た会費が有効に使えるような予算組み
と、正しい決算を行っていきたいと思
います。宜しくお願いいたします。

	 	 次年度会場監督　上垣香世子会員
　今日当番に遅れて参りました。その
私が会場監督と言うことで、川田さん
にご迷惑が掛からないように頑張りた
いと思います。萱場さんから会場監督
は権限があると言われましたので、バ
シビシとやっていきたいと思います。宜しくお願いい
たします。

	 	 直前会長　三野宮功会員
　来年度直前会長として、川田さんの
足を引っ張らないように頑張りたいと
思います。宜しくお願いいたします。

	 	 次年度理事　神田龍一会員
　普段同級生の誼で川田会員に悪たれ
ついていましたが、同級生の誼で何か
やれと言われまして、どんな役が当
たっても出来るのは、皆さんに笑顔で
接することだけですので、ご協力を宜
しくお願いいたします。

	 	 次年度理事　佐々木和彦会員
　川田先輩から滅私奉公を叩き込まれ
た私としては、断るすべも無くハイと
いってしまいました、ロータリーのこ
と良く分かっていないのですが頑張ら
せていただきますので、どうぞ宜しく
お願いいたします。

	 	 次年度理事　堂山啓太会員
　今年1年間川田会員とゴルフをさせ
ていただきまして、川田会員の考え方
が少しは分かったのかなと、奥が深く
て未だRCのことも全然分かっていない
のですが、来年は会長の下少しでもお
役に立てるよう頑張っていきたいと思います。宜しく
お願いいたします。

	 	 次年度理事　河西智子会員
　ご承認いただきまして有難うござい
ます。三年目なものですからまだ分か
らないことが沢山あり、皆さんにご迷
惑をお掛けすることと思いますが、宜
しくお願いいたします。理事、役員の
方が優しそうな方ばかりで安心しております。ご指導
宜しくお願いいたします。

	 	 次年度幹事　大友広明会員
　私の推薦者が川田さんであります。
2001年に入会して11年目になります
が、未だ未熟な私ですが幹事という大
役を仰せつかりまして、皆様のご協力
をいただきながら頑張っていきたいと
思います。苦情係で何でも言っていただいて、頭を下
げるのは何とも思いませんので、皆さん宜しくお願い
いたします。

閉会宣言	 （SAA）
点鐘	 三野宮　功会長

　次週プログラム予定
12月8日（木） 40周年実行委員  「部会長報告・部会別会議」

　　　　12月はRI指定の「家族月間」です。
理事会		・12月のロータリーレートは1ドル＝78円です。
ＳＡＡ		・12月の粗食例会は、8日を予定しています。
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