
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
　本日は、ご多用のところ米沢則寿帯広市長、増田一雄
国際ロータリー第2500地区ガバナー、伊藤克己第六分区
ガバナー補佐、そしてパストガバナーの皆様など、多数
のご出席をいただきまして、まことに光栄の至りであり
ます。そして、何よりも嬉しく思っておりますのが、多
数の我が帯広西ロータリークラブのOBの方々にご出席いただいているこ
とです。懐かしいお顔を拝見させていただいております。
　また、帯広西ロータリークラブ創立40周年を迎えるにあたって、記念
事業の準備にご協力をいただいた関係各位そして帯広西ロータリークラブ
会員の皆様に厚くお礼を申し上げます。また、来賓の皆様からのご祝辞、
ご祝電また、ご祝儀をいただき重ねがさねお礼を申し上げます。
　40周年は短いようで長い年月です。周年を積み重ねるとともに伝統が
生まれてくるのでしょうか。帯広西ロータリークラブは、昔から仲の良い
クラブだという評判を耳にしております。仲が良いという雰囲気は、今い
る会員だけではなく、今日の日を楽しみにしておられました物故会員の皆
様、様々な理由でクラブをお辞めになっていった元会員の皆様、そして当
クラブに関係する皆様の一人ひとりが作り上げたものであります。帯広西
ロータリークラブは、また、仲が良いだけではなく、優秀な人材がそろっ
ておりますので、ひとたび団結すると、大きな事業も達成する力を持って
おります。それが帯広西ロータリークラブだと思っております。ロータ
リーの例会では、毎回、必ずロータリーソングを歌います。そのロータ
リーソングの一つに「それでこそロータリー」があります。
　どこで会っても、やあと言おうよ　見つけた時は、おいと呼ぼうよ
　遠いときには、手を振りあおうよ　それでこそロ・ロータリー
最初この歌を聴いたとき、やけに親しみに満ちた歌だと思いましたが、今
になって、その意味が分かってきた気がします。今日は、まさしくこの歌
のように、OB会員、現役会員他ご協力をいただいているみんなが集い
「帯広西ロータリークラブ創立40周年」を祝う日です。式典の後に帯広
西ロータリークラブがフルサイズで見ることができる祝賀会が控えており
ます。この記念する日を大いに盛り上げましょう。
　以上、会長挨拶とさせていただきます。

三野宮　功
奥　　敏則
奥田　頼昌
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広報委員長

会長　  三野宮　功

■ニコニコ献金
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点鐘	 （会長）
開会宣言	 （SAA）
ロータリーソング（我等の生業）
たいまつ宣言唱和	 （SAA）
ゲスト紹介	 （会長）
会長報告	 （会長）
会務報告	 （幹事）
①第6分区『IM開催のご案内』
　　日　時　2月26日（日） 12:30〜18:30
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　《タイムスケジュール》
　　①登録受付 12:30〜13:00
　　②開会式 13:00〜13:30
　　③基調講義・特別講演 13:40〜16:30
　〈講師〉地区職業奉仕委員長
　　　　旭川ロータリークラブ　濱口　勝紀 様
　　　　株式会社エフエム北海道  常務取締役
　　　　　　　　　　　　　　　中田美知子 様
　　④閉会式 16:30〜17:00
　　⑤懇親会（友情の宴） 17:20〜18:30
※ 尚、帯広西RCは2月16日（木）の繰下げ例会と致します。
　 帯広北RCは2月24日（金）の繰下げ例会と致します。
　 帯広南RCは2月27日（月）の繰上げ例会と致します。
　 帯広東RCは2月28日（火）の繰上げ例会と致します。
② 帯広西RC、3月9日（木）の例会は休会と致します。
③帯広東RC『 夜間例会（帯広RAC合同例会）開催のご

案内
　　日　時　3月13日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
④帯広RC『夜間移動例会（創立記念例会）開催のご案内』
　　日　時　3月14日（水） 午後6時
　　場　所　ウインザー

閉会宣言	 （SAA）
点鐘	 （会長）



歴代会長（第31代～第40代）表彰者
第31代会長　　小　室　陸　雄
第33代会長　　柴　田　和　明
第35代会長　　堀　　　修　司
第36代会長　　岡　田　武　稔
第37代会長　　茨　木　雅　敏
第38代会長　　越　智　孝　佳
第39代会長　　深　澤　知　博
第40代会長　　鈴　木　　　享

第32代会長　斉藤　允雄 （物故会員）
第34代会長　清水　宝掌 （物故会員）

創立４０周年記念　式典・祝賀会

【場所】北海道ホテル　ポロシリ・新雪の間  　【日時】平成24年2月23日（木）18：00〜20：30

■式典プログラム（ポロシリの間）18：00～19：00	 【司会】江口　文隆・上垣香世子

　18：00 点　　鐘 会　長   　三野宮　功
　18：00〜18：01 開会のことば 副実行委員長   　岡田　武稔
　18：01〜18：03 国歌斉唱 ソングリーダー   　酒井　忠之
　18：03〜18：05 ロータリーソング「奉仕の理想」
　18：05〜18：09 来賓紹介 会　長   　三野宮　功
　18：09〜18：12 物故会員に黙祷 
　18：12〜18：18 式　　辞 実行委員長   　川上　哲平
　18：18〜18：25 歴代会長感謝状贈呈（第31代〜第40代会長）・謝辞 　小室　陸雄
　18：25〜18：34 来賓祝辞 RI第2500地区ガバナー   　増田　一雄
   帯広市長   　米沢　則寿
　18：34〜18：38 祝　　電 副会長   　本田美喜男
　18：38〜18：44 会長挨拶 会　長   　三野宮　功
　18：44〜18：58 記念事業発表 事業部会長   　飯田　正行
　18：58〜18：59 閉会のことば 副会長   　平田　利器
　18：59 点　　鐘 会　長   　三野宮　功
　18：59〜19：00 諸事お知らせ

■祝賀会プログラム（新雪の間）19：10～20：30	 【司会】古田　敦則

　19：10〜19：15 開宴のごあいさつ 直前会長　   鈴木　　享
　19：15〜19：20 祝　　杯 帯広RC会長   　加藤　維利
　19：20〜20：20 祝　　宴 懇親部会長   　北川　勝啓
　19：20〜20：23 お礼の言葉 会長エレクト   　川田　章博
　20：23〜20：26 ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー   　酒井　忠之
　20：26〜20：30 万歳三唱 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐   　伊藤　克美

ソングリーダー		酒井会員 式辞		川上実行委員長

来賓祝辞		米沢帯広市長 記念事業発表		飯田事業部会長



式　辞	 創立40周年式典実行委員長　川上哲平
　帯広西ロータリークラブ創立40周年記念式典に際
し、帯広市長米沢則寿様、RI2500地区ガバナー増田
一雄様をはじめ、先ほど三野宮会長が紹介されまし
た。多くの来賓のご臨席を賜り心より厚く御礼を申
し上げます。
　さて、西に広大な日高山脈を眺める玄関のこの地
に130年前、依田勉三が率いる晩成者が入植しまし
た。入植を先人たちが高い理想と情熱をもって道東
の拠点都市に仕上げ、昭和8年道内第7番目となる帯
広市を成立させたのであります。今年は市政がひか
れてから80年目に当たります。我が帯広西ロータ
リークラブが40周年はちょうど市政の半分に当たり
ますが、何かの因縁かと考えざるを得ません。又、
海外に目を向けますと日中国交回復もちょうど40年
目に当たっております。40年前の帯広ロータリーク
ラブ並びに、帯広北ロータリークラブは会員数が80
から90名以上に膨れあがる様相を始めたのでもう一
つのクラブが増設されないかとの機運が高まって参
りました。これに答えまして帯広並びに帯広北ロー
タリークラブをスポンサーとし石田清二特別代表の
陣頭指揮により1972年、昭和47年2月24日に帯広西
ロータリークラブが創立されたのであります。初代
開庄太郎会長をはじめとするチャーターメンバー 31
人でスタートした我がクラブは、先達会員の弛まぬ
努力により着実に実績を重ねて参りました。そして
待望のガバナーも輩出し、今日存在感のあるクラブ
として広く認められる様になりました。我々はRIが
掲げるポリオ撲滅、水保全、識字率向上などに積極
に参加し、戦争による基金や自然災害にも極力援助
して参りました。我々はさらにより深く奉仕を実践
するために30周年記念の時西ロータリークラブ独自
の、たいまつ宣言を作成しました。この40周年記念
はたいまつ宣言の松明にひかれる道を忠実に、溢れ

る笑顔が創る明日の礎をテーマにしてさらに発展す
るよう呼びかけます。この宣言を忠実に行うという
ことは、人は皆平等で尊重し合い、他に依存するこ
となく己の資質向上と追求心を持たせ、それを実践
し自らの奉仕を推し進めるということに成ります。
言わば我々が究極の目的である超我の奉仕に最も通
じやすい道標ではないかと思っております。又、絶
えず心のバランスを破ろうとする今日の社会状況で
は、ともすれば鬱敵状況に成りますが、これを打破
するためにはなんといっても笑顔が必要であります。
この笑顔があるところにケンカ無し、笑顔があると
ころに紛争無し、それゆえに笑顔があるところに忌
まわしい戦争も無くなるはずです。でも、上辺だけ
の笑顔ではいけません。心に愛がなければどんなに
美しい笑顔も相手の胸に響きません。心に愛があれ
ばこそ相手を癒し安らかにするのであります。この
笑顔は奉仕を実践するにあたり基本中の基本ではな
いかと考えております。40周年記念にあたりテーマ
松明にひかれる道を忠実に、溢れる笑顔が創る明日
の礎を遂行し、我が西ロータリークラブが益々充実
発展して行くことをお約束しまして、お礼の挨拶に
代えさせていただきます。

2月はRI指定の「世界理解月間」です。

理事会	・ 2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
　 3月1日（木） 会員卓話  （プログラム委員会）
 「真冬のマンゴープロジェクト」  奥　敏則会員

お知らせ


