
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。何もしていないうちにも
う半年が過ぎしようとしております。しっかりした
奥幹事がおりますので、私はただ「よきに計らえ」
と言うだけで、あとは奥幹事がしっかりとこなして
くれております。ただ、のんびりとはしておれませ
ん。来年は、IMそして40周年記念事業が待っております。それが
過ぎてから少し気が抜けるのでしょうか。
　さて、今日はマナーについて少々お話をしてみようと思っており
ます。マナーとは「他者を気遣う」という気持ちの現れであり、相
手を不快にさせないよう個人個人が考えを巡らして行動すべきもの
であります。マナーはあくまでも個人が自発的に守るものでありそ
れ故罰則はないが、ルールは違反するとペナルティーが課せられま
す。つまり「マナーの心」は置き去りにされマナーを守らないのが
マナー（ルール）違反ということになるのです。マナーのあるなし
で、人物を判断されてしまいます。いくら仕事ができても、マナー
をわきまえていなければ、信用を勝ち取ることはできません。自分
の発する言動、行動は、その人個人で終わることではないことを肝
に銘じるといいと思います。マナーは国によって大いに違います。
ヨーロッパではドアを開けるとき、必ず自分の後に続く人の為にド
アを開けて待っております。これは日本でもあってもいいマナーと
思います。公衆の中では大きな音を立てない。例えば、食事中に食
器の音を立てない。ゲップをしない。分かりきったことですね。
　ロータリーのマナーとして、「どこで会っても“やぁ”と言おうよ」
とありますが、私は眼鏡使用まではいかないのですが、乱視が強く
て、夜、顔がぼけて見えてしまいます。夜の街でお会いして、私が
挨拶をしないときは、よく見えていないのです。挨拶もしないやつ
と思わないでください。以上、会長報告といたします。
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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	 上垣香世子SAA
ロータリーソング（奉仕の理想）	 （SAA）
（会食）
会長報告	 三野宮　功会長
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

ため休会と致します。
　 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。

委員会報告	 （各委員会）

	 	 ロータリー財団委員会　笹井祐三委員長
　11月17日、担当例会で
皆さんの賛同をいただき、
御協力誠にありがとう御座
いました。地区に報告いた
しましたので来月頃から順
次、それぞれの段階のポールハリスフェローに
なられた方々は掲載されると思います。今後の
積み立て100ドル以上（7,800円）を積み立ててい
ただき、さらに上の段階を目指していただきた
いと思っております。認証ポイントに付きまし
ては、委員会の方にご一任させていただきます。
以上報告いたします、ありがとうございました。

出席報告	 出席委員会　柳沢一元副委員長

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　石原英樹会員

堀　　修司会員　 12月1日、増井会員の入会あ
りがとうございました。

プログラム	 40周年実行委員会
進　行	 越智孝佳幹事
　各部会長一生懸命頑張っ
ていただいております。本
日までの状況・お願いごと
もございますので、皆様よ
ろしくお願いいたします。



部会長報告・部会別会議

挨　拶	 川上哲平実行委員長
　来年の2月24日に40周年
を迎えます。『たいまつに
惹かれる道を忠実に、あふ
れる笑顔が作る明日の礎』、
この忠実と笑顔をスローガ
ンに各部会長をはじめ、会員に色々考えていた
だいております。特に各部会長は新進気鋭の若
い人を選んでおりますので、突っ走る事もある
かもしれませんので、各担当補佐はしっかり手
綱を引いてください。先達の作った西ロータリー
クラブが恥をかかないよう、すばらしい式典に
したいと思っております。

	 	 横田幸宏総務部会長
　こんにちは。今までに決
まっていることについてお
話ししますと、40周年記
念式典表彰予定者、第31
代会長〜第40代会長まで
に表彰状と、記念品にネーム入りボールペンが
決定しております。また、4名の物故会員の追悼、
来賓予定者は30周年より少なめの人数を予定し
ております。今回、式典のシンボルマークを考
えました。一つめは川上実行委員長の、テーマ
最大の笑顔をイメージしたもの、二つめは40周
年の数字が入ったものが原案として出ておりま
す。今後看板、プログラムに使用したいと考え
ております。当日は全員参加をお願いします。

	 	 小谷典之記録・記念誌部会長
　前回の30周年記念誌は
鈴木部会長が中心となり、
すばらしいものになってい
ます。今回の予算は前回の
3分の1ほどで、31年目か
ら40年の10年間を作成致します。最初は記念誌
発行にあたりを三野宮会長、川上実行委員長に
お願いします。二番目は40年の歩みを掲載しま
す。三番目は21世紀帯広西ロータリークラブ記
念事業でバナーの更新をしますので、その趣旨
と旧バナーと新バナーを掲載します。次に40周
年記念式典の写真・プログラムなどの内容を掲

載予定です。最後に200字以内の原稿を皆様に
お願いしてありますが、本日締め切りです。早
めにお願いいたします。

	 	 飯田正行事業部会長
　こんにちは。本日新しい
バナーはまだ御座いませ
ん。10月20日例会で新し
いバナーについてディス
カッションをしていただ
き、集計したものを家庭集会にお持ちして全て
に参加しました。その中で参考意見を聞き、部
会に一任させていただきます。現在は第一案が
出来ています。今後修正をかけながら今月の20
日頃には最終決定をしたいと思っております。
最後に実行委員長の許可をいただき進めていき
ます。皆様も承認をよろしくお願いいたします。
　また、今考えているのは、今までのバナー、
新しいバナーを何かの形で例会場に掲示したい
と思っています。2月に出来上がるのでご期待し
てください。

	 	 小甲哲士式典部会長
　今あります原稿は素案で
これからのたたき台です。
最終決定ではありません。
これについてご意見など部
会に宜しくお願いします。
　当日2月23日の会場は、今使っている例会場
ポロシリの間で行いたいと思います。時間は午
後6時を予定しております。内容は1時間ほどで
点鐘、開会宣言、国歌斉唱、ロータリーソング、
来賓紹介を会長からいただきます。物故会員に
黙祷、全員で黙祷を捧げます。式辞を川上実行
委員長に、歴代会長に三野宮会長から感謝状と
記念品を贈呈となる予定です。来賓祝辞を2名に
お願いする予定です。次に祝電を披露して、会
長挨拶、記念事業の発表がクライマックスにな
る予定です。この流れで行っていきたいと思い
ます。当日早めに予行練習を行ってビシッと決
めますので、御協力よろしくお願いします。



	 	 北川勝啓懇親会部会長
　こんにちは。懇親会の流
れは資料通りです。時間は
19時10分から20時6分の1
時間弱になっています。司
会を古田さんにお願いをし
ております。流れは、開宴のことば、祝杯、祝宴、
ロータリーソング、万歳三唱と進めて行きたい
と思っております。楽しく笑える余興の要望で
すので、予算も少ないので数名にお手伝いをい
ただき自前で楽しい余興をやろうと思っていま
す。1月の中頃から練習を重ねて後々面白かった
なと思われる余興にしたいと思います。楽しみ
にしていてください。

締めの挨拶	 岡田武稔副実行委員長
　各部会長の言葉を聞き安
心しました。横目で川上実
行委員長の顔を見ておりま
したら、非常に安堵な表情
で安心しているなと感じま
した。どうか皆さんがおっしゃられた、楽しく、
明るい思い出に残る記念大会になればいいなと
私も思います。どうか皆様の御協力宜しくお願
いいたします。

閉会宣言	 （SAA）
点鐘	 三野宮　功会長

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。

    次週プログラム予定
　 平成23年12月15日（木） 親睦家族委員会

 「年末家族会」18：30 ～北海道ホテル

お	知	ら	せ


