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会長報告 川田章博会長
　6月10日に南クラブで会長幹事会が行
われ行って参りました。7分間位のスピー
チの大半を当西クラブの自慢話をしてし
まい、有難うの言葉が少なかったかもし

れないので、南クラブの方たちに少々ひんしゅくをかった
かもしれません。お会いする事がありましたら宜しくお伝
えください。
　さて、本日は大学入試制度の改正について、現在文部科
学省が大きく変えようとしているお話をさせて頂きます。
　現在の入試制度は一発勝負の入試制度で有ります。そ
れを、アメリカ方式に変えて高校在学中に何度かの試験
を受けて、その平均スコアーをもって希望の大学に行き、
面接と論文を行って合否の判定を受けると言う事であり
ます。
　アメリカでは民間業者が行っている、ACT,SATこの二
つテストを何回か受けて、その中の一番良いスコアーを
持って行き推薦状と共に申込みを行います。よく日本では、
日本の大学に入学は難しいが卒業は優しいと言います
が、これは本当かもしれません。
　ハーバード大学に入学しようとしたら、そうとうのハイ
スコアーでなければ無理ですので、簡単に受ける事は出
来ません。世界の大学にはランキングが有ります。PCで
タイムスをクリックすれば世界の大学ランキングが載って
おります。ひとつには入学の難易度も有りますが、教授
人質、研究論文に対する熱意等 、々こう言ったさまざま
な項目がありそれをチエックします。そこで日本の大学は
どうなっているかと申しますと、東大で常に30位以下、
京大に至っては50位にはいれるかどうかの所です。
　日本の教育レベルはこの程度で有り、世界の認知度は
低いものであり情けない所です。私もアメリカの大学を卒
業してきましたが、1年生に入って無事に卒業証書をもら
うのは2/3程度であります。残りの1/3は途中でアウトで

す。この最大の原因は全科目平均アベレージがCアベレー
ジ以上を取っていないとアウトに成ります。アベレージは
A/B/C/D/Fとなっており、たとえばDを取ってしまうと
Bをとらないといけない。ましてFを取ってしまったらAを
取らなければいけない。本当に簡単な事ではないのです。
1学期にC以下を取ってしまうと学生部長の先生に呼び出
され、あなたは何をやっているのか？・・・　大学はあ
なたに能力があると思うから入学をさせたのだと言われ、
解らないとか難しいはまさに禁句であります。
　皆さん私が簡単にアメリカの大学を卒業してきたと思う
かもしれませんが、遊ぶ暇は殆どなく土曜日、日曜日は
捻じりはちまきで勉強を猛烈にしました。日本の大学生
はその点楽だったのではないでしょうか？神田会員。
　日本は大学中退を学歴に書きますが、アメリカでは中
退は学歴として一切認められない訳です。したがって本当
に大変です。
　日本の大学も何を教え、何を学び、何をやるのか。入
試の事だけをいじるのは、如何なものかなと思います。
　以上会長報告と致します。

会務報告 大友広明幹事
＊帯広西RC、年度末最終例会開催のご案内
日時　6月27日（木）午後6時30分
場所　北海道ホテル

スポーツ大会
＜ゴルフ＞
スタート  2：26
場　　所  帯広国際CC（集合時間12：00）
＜パークゴルフ＞
スタート  10：00
場　　所  ちろっとの森パークゴルフ場（集合時間9：45）
＊ 小林志歩さんより
モンゴル寄付金お礼の挨拶状が来ております。
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円累　 計
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　次の予定理事・委員長退任挨拶がありますので、短い時間ですがお話をさせて頂きます。
　当帯広西クラブは 1972 年 2月 24日に設立され昨年創立 40周年を迎えました。本日が第 2000 回
目の例会になります。そこで帯広市内他クラブの例会回数を調べてみました。

じゃーあ　第 1000 回目の例会はどんな例会だったのか事務局で会報を調べてみました

プログラム委員会
河西 智子会員 

■プログラム

でありました。

　1000 回例会を経験した現会員は　酒井会員、川上会員、河合会員、久保忠正会員柴田会員、岡田会員、
笹井会員、林会員、三野宮会員、堀会員新入会員で　千葉会員、茨木会員、田中利昭会員、尾藤会員
14名の方々が経験者です。

　私も 3000 回例会迄いる事ができたらいいな～、と思っております。3000 回例会を目指して当ク
ラブが益々発展する事をご祈念申し上げプログラム委員会の報告とさせていただきます。

会員数 82名前の週に創立 20周年を迎え、次の週に 1000 回例会。記念例会と懇親会を合わ
せた例会でした。当時の会報は「友の輪」と言うタイトルがついておりB5サイズで出来てお
りました。

帯広クラブ

第3349回
帯広北クラブ

第2676回
帯広東クラブ

第1383回
帯広南クラブ

第1022回

会長　小田 豊司会員　  担当例会　親睦委員長  笹井 祐三会員
場所　ホテルベイシス平成4年3月12日

委員会報告・ニコニコ献金　
親睦活動委員会　立崎貴之会員より披露

大友広明会員　 結婚記念有難うございます。早い物で
33年になります。

石原英樹会員　 記念すべき第2000回例
会のSAAをさせていただ
きます。

河西智子会員　 プログラム委員会：本日帯広西RCの第
2000回目の例会です。

久保忠正会員　 40年以上経ちますが、2000回例会お
めでとうございます。

神田龍一会員　 プロジェクト特別委員会：1年間お世話
になりました。

鈴木　享会員　 広報委員会：「会報」に協力頂き、読んで
も頂き有難うございました。

田中耕吾会員　 ロータリー情報委員会：無事務める事が
出来ました。皆さまのご協力に感謝します。

山本範之会員　 還暦のお祝い。クラブ規定検討会議1年
間有難うございました。

三野宮功会員　 全日本空手道連盟剛柔会主催の段位審
査会で5段に合格しました堀先生注射効
きました。

祝2000回例会記念
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理事・委員長退任挨拶

　
　茨木会員、堀会員を講師として新入会員のオリエンテーションを行いました。担当例会は 3回
ありましたが、1回目は山本会員の規定委員会、2回目はローターアクト、3回目は小船井修一
PGを迎えてロータリーとは、為に成るお話を頂きました。家庭集会を 2回行っております。テー
マこれでいいのか西ロータリー現在そのまとめを行っております。江口会員、佐藤会員の協力を得
まして一年間終わる事が出来ました。本当に有難うございました。

田中 耕吾 ロータリー情報委員長

　会員 61 名でスタートし現在は 65 名です。5名入会 1名退会で純増 4名でした。目指せ 70 名
は無理でしたが、次年度の深澤委員長にお願いします。しかし、会員増強は委員会だけのメンバー
では無理が有ります。理事会及び会員皆様全員のご協力をお願い致します。1年間有難うございま
した。

平田 利器 会員増強委員長

　皆様に原稿等無理なお願いをし、又ご協力を頂き有難うございました。苦労話として会報を次の
週の例会に間に合わせた事。自分として第 1例会の川田会長挨拶原稿をメールで送ると言う事で
したが、最初の 1度だけで後はもらえなかった事、自分が第 1例会担当の為に大変な思いをした
事です。感謝として、大同出版の吉野部長にはレイアウトから校正迄大変お世話になりました。こ
れからも宜しくお願い致します。有難うございました。

鈴木　 享 広報委員会委員長

　1年間出席委員長としてやって参りました。渡辺副委員長、田中利昭会員の協力のもと無事に終
了する事が出来ました。有難うございました。

柳沢 一元 出席委員長

　高田会員、堀会員及び大友幹事の協力を得てプログラムの進行ができました。又、担当例会とし
て岡田会員「旅」イスラエル、ヨルダン旅行記。伊藤弦輝さんの十勝マッコリ「農酒」。上田眞理
さんボジョレーヌーボーそして高松ロータリークラブに友好クラブ訪問をさせていただきました。
一年間皆様方に大変お世話に成り無事終わる事が出来た事をお礼申し上げます。

河西 智子 プログラム委員会理事

　職業奉仕を一年間経験しましたが、奥の深さを感じております。前帯広市長砂川氏を招いての卓
話、十勝の農業について熱い思いをもった山本忠信商店、山本英明社長の卓話及び工場見学を致し
ました。ほんの少しでも皆さま方の為になったのでは。一年間有難うございました。

佐々木 和彦 職業奉仕担当理事

　会長方針「たずねようロータリーを担当させていただきました。非常に良い試みであったと思い
ます。私も東京他 8か所のクラブ訪問をいたしましたが、どのクラブも会員数が、50名を切った
クラブに成っております。当クラブも活性化し若いメンバ－を増やし楽しいクラブに成るよう頑
張って行きましょう。

神田 龍一 プロジェクト特別委員会理事



神田龍一　会員
「ロータリー訪ね歩き」

　今年度川田会長の方針「学ぼうロータリー訪ねようロータリークラブ」の下、東
京 3クラブ、仙台 1クラブ、札幌 2クラブ地区内 2クラブをバナー交換しながら
訪ね歩きました。各クラブそれぞれ特徴があり参考になりました。
　残念ながら事前の準備不足もあり (10 年未満の会員は殆どﾒｰｷｬｯﾌﾟの経験なし )
会員 1名あたり 1クラブ訪問はなりませんでしたが、高松 RCへの大移動例会等で
数多くの会員が他クラブの様子を知り得たと思います。

　その中で痛切に感じた事が有ります。それは会員増強の大切さです。
　私の訪ねたクラブはほとんど 50名以下のクラブでした。
　最盛期は 80～ 90 名は在籍をしていたとのことでしたが、どこかで会員減少の歯止めをかけない
と会員はこの様に一気に減少し、クラブの活性化はありません。それが又会員の減少という悪循環を
繰り返します。西ロータリークラブは過去その様な危機を乗り越えてきて現在元気で若々しい活発な
クラブです。
　第 2000 回の例会を迎えさらに今後回を重ねるでしょうが、会員増強を活発に行いさらにピカピカ
光る西ロータリークラブの一員で有りたいと思っています。時間は何もしなくても過ぎていきます。
これからの時代は私たちの手、足、力、知恵によって西クラブは創られて行くのではないでしょうか。
　今後帯広西ロータリークラブの益々の発展と、永遠に日が消える事のないことを願って駄文ですが
寄稿いたします。

平成25年4月19日

平成24年11月30日

平成25年3月29日

北川勝啓会員と訪問

平成25年2月7日

平成24年9月11日

仙台西ロータリークラブ

東京城北ロータリークラブ

東京シティ日本橋ロータリークラブ

音更ロータリークラブ

清水ロータリークラブ

札幌西ロータリークラブ
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