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会長報告 川田会長
　今日は、ゴルフの終了時間が遅れ
たので例会開始時刻を10分ほど遅く
させていただいたことをまずはお詫
び申し上げます。今日のスポーツ大
会、週間予報では雨の予報でしたが、
雨が降ることもなくゴルフ、パーク

ゴルフともに楽しんでいただけたのではないでしょう
か？
　ここで一年間の総括をさせていただきたいと思いま
すが、今年、「学ぼうロータリー、訪ねようロータリー」
ということで皆様方に様々なお願いをしてまいりまし
た。私自身は随分頑張って例会に出たなということと、
毎週毎週何をしゃべろうかなと一生懸命考えながら過
ごすことが大変勉強になり、皆様方に大変お世話にな
りましたことをまずは感謝申し上げたいと思います。
　「学ぼうロータリー」で、姫路の安平パストガバナー、
釧路の小船井パストガバナー、米山奨学会の坂下事務
局長、ロータリーの友の二神編集局長の4名の方々に
は、自費で帯広まで来ていただくという大変無謀なお
願いをしましたにもかかわらず、講師をお引き受けい
ただきました。釧路の小船井さんは旧知の間柄であり
ますのでさておき、他の3名の方々は東京からお越し
いただき、無茶を承知で快くお引き受けいただいたこ
とに心より感謝申し上げます。私自身、おかげ様でロー
タリーとは何ぞやという認識を新たにもつことができ
ました。本来であれば、会長をお受けするに当たり、
そのあたりの心構えを事前に持つべきでしたが、お恥
ずかしい話ですが私自身、全くできておりませんでし
たので大変勉強になりました。エレクトになった時も
何となく流しておけばいいかと考えておりましたが、
だんだんと気合が入ってきまして、やる限りは精一杯
やるぞ！という考えになりまして、批判覚悟でいろい
ろなことをやらせていただきました。中には多少強引
なこともあったので、皆様方の中には「川田大丈夫か」
と思われた方もおられるかもしれませんし、岡田副会
長のお話にもありましたように、こんなことまでやっ
ていいのかなと思われた方もおられるかもしれませ
ん。にもかかわらず、皆様方のご協力により、今日ま

で来られたことに深く感謝申し上げます。
　「訪ねようロータリー」では、神田委員長にバナーを
とにかく60集めようと目標に掲げて皆さんにお願いし
まして、残念ながら目標には届きませんでしたが、こ
こに掲げられているバナーの一つ一つが学びの歴史で
あると思っております。皆様方お一人おひとりが訪ね
たロータリーでいろいろな気づきがあり、そのホスピ
タリティーを肌で感じることによりロータリーの友
情、その学びの精神といった真髄がバナー一つ一つに
詰まっているのではないかと思っております。願わく
ば、この訪ねようロータリーの取り組みが、皆さん方
が他のクラブを訪問したことがないというメンバーが
いなくなるまで続けていただければなぁと思います。
そうすることで、外からの刺激を受け皆様方一人一人
のロータリーへの取り組み方が変わるのではないかと
思います。私もロータリーの友の編集委員として初め
て会議に出た時に、それまでの自分がロータリーをな
めていたということにはっきりと気付かされる場面に
出合いました。ということで、この取り組みを今後も
続けていただければ大変ありがたいと思っておりま
す。
　最初のクラブ協議会で私がしゃべりっぱなしで、3
時間を超すクラブ協議会になりました。ここで私の言
いたいことをすべて言っておけば、理事・委員長の皆
さん方がやってくれるだろうという思いでしたが、そ
の結果、すべてやってくれました。
　最初の事業がジャイカナイトでしたが、帯広市・ジャ
イカ・西ロータリーの3つが予算を持ち寄って行った
事業で初めての大変珍しい取り組みをしました。あの
後、黒川理事がすっかり帯広のファンになりました。
8名いるトップのうち黒川理事を含めて3名の方々が帯
広に来られたということで、これからのジャイカの存
続、ジャイカを通した国際貢献という場面が当地でも
予想されます。実際、小林志歩さんを通じてジャイカ
との交流も始まりまして、これからはジャイカと言え
ば西クラブということで、ご後援いただければありが
たいと思います。
　次にクラブの細則の見直しを行いました。実情に則
したクラブの細則になったということで喜んでおりま



す。その副産物ということではありませんが、新しい
会友制度をスタートし、10名の方々に会友となってい
ただきました。私自身は、西ロータリークラブに貢献
された方々は、西クラブを離れられてもいつまでもそ
の方々を忘れないような素敵なクラブになってほしい
なぁと思いますし、会友の方々から謝意をお聞きする
と、この制度を発足させて本当に良かったなと思って
いるところであります。
　それから親睦委員会にはいろいろと無理難題を押し
付けたなぁと思っており、一つにはジャイカナイトの
予算を捻出するために、野遊会を断念してもらったこ
とであります。私も苦渋の選択であったこと、楽しみ
にしていた方々には大変申し訳ありませんでしたとい
うことでご理解いただきたく思います。また、クリス
マスパーティーは何とか夫婦同伴例会ということで、
今まで例会に来られなかった奥様が何名も参加してい
ただきました。そこから、高松の移動例会にもつなが
り、大変うれしく思っております。
　その高松の移動例会では、皆様方に大変多くの金銭
面のご負担をいただきましたが、高松ロータリーの
方々には大変なホスピタリティーを発揮していただき
まして、大変楽しい思いをさせていただきました。本
当に高松と友好提携できてよかったなぁと思っており
ます。今日も高松の事務局から電話がありまして、訪
問の話になったわけですが、8月はイベントがあって
忙しいので9月以降にとお話しさせていただきました。
訪問の話が具体的になりましたら、古田副会長と谷脇
委員長には特によろしくお願いいたします。
　次に鈴木広報委員長にはお詫びを申し上げなければ
なりません。月の第1例会の原稿は必ずお渡しします
と約束しておきながら、途中からしゃべるだけしゃ
べって、原稿をお渡ししなかったということで元の木
阿弥となってしまいました。ご迷惑をおかけして大変
申し訳ございませんでした。
　その他いろいろありましたけれど、岡田副会長には
会長経験者でありながら、副会長をお願いしたところ
快くお引き受けいただき、幹事を経験して副会長を引
き受けてくれた古田副会長、逆に副会長を経験してい
ないのに幹事を引き受けてくれた大友幹事、こういっ
た方々をはじめ理事・委員長を引き受けていただいた
みなさん、本当に私は人に恵まれたなぁと思っており
ます。
　ただ、一点申し上げたいのですが、若いころからの
癖でもあるので、私は態度が不遜で生意気だとみられ
がちで、皆様方の中には「会長をやってやるんだと引
き受けた」と思われる方がおられるかもしれませんが、
心の中ではいつも会長をさせていただいているんだと
自分に言い聞かせてやってまいりました。ただ、言葉
にすると違う言い方をしてしまうこともあり、そのあ
たりが大変難しいのですが（笑）、皆さんに会長をさせ
ていただいていることを胸に刻んで一年間やってまい
りました。したがって私はプレジデントバッジをつけ
ないで過ごしました。私がつけていたのは親父の持っ
ていたチャーターメンバーのバッジで、それをつけて
一年間過ごしました。彼の資産でもあり、創始の心を
引き継ごうと思ってこのバッジを付けて、理事・委員
長、また多くのメンバーの方々に支えられながら無事、
一年間を過ごすことができました。本当に感謝申し上
げたいと思います。
　最後に私が会長をさせていただいたこの一年間の

間、会員の方々のご両親・パートナーといった大きな
ご不幸がなかったこと（パートナーの方の関係はあり
ましたが）は、本当にありがたいことだなぁと思って
おります。ということで、寸志をグレードアップして
3万円を青少年育成基金に寄付したいと思います。こ
の後は齊藤次年度に託しまして、皆様方へのお礼とご
報告に代えさせて頂きたいと思います。一年間本当に
ありがとうございました。

会務報告	 大友幹事
・	帯広西ロータリークラブ夜間例会
（7月4日・午後6時30分）開催のご案内
今回で最後の会務報告となります。一年間色々な経
験をさせていただいて、ロータリーについて新たな気
づきもありましたし、大変勉強になりました。これか
らも一生懸命取り組んでまいりますので、今後ともど
うぞよろしくお願いいたします。皆様方には一年間大
変お世話になり、本当にありがとうございました。

バッチ交換

委員会報告
ニコニコ献金
柴田和明会員　	会員の皆様、一年間ごくろうさまでし

た。
大友広明幹事　一年間お世話になりました。
平田利器会員　	会員増強委員長として、皆様のご協力

に感謝申し上げます。
河西智子会員　	プログラム委員長として、一年間大変

お世話になりました。
谷脇正人会員　	親睦委員長として、会員の皆様にお世

話になり、無事最終例会を迎えること
ができましたことを心より感謝申し上
げます。

会長

副会長

幹事



▪プログラム

「年度末最終夜間例会」
乾杯：岡田副会長
　「夢を持ちなさい。その夢がかなわなくても所詮、夢だから」私はこの言葉が大好きです。今
年は川田丸、順風満帆で終わりました。来年の齊藤丸も順調に航海できるように皆様方と乾杯
したいと思います。乾杯！

パークゴルフ　パークゴルフ参加者：5名

ゴルフ表彰　ゴルフ参加者：34名

＜スポーツ大会表彰式＞　親睦委員会

優勝者スピーチ
尾藤 輝幸 会員

優勝者スピーチ
田中 耕吾 会員

尾藤   輝幸 会員

田中　耕吾 会員
　G85（H17）N68

千葉   清孝 会員

柳沢　一元 会員
　G81（H10）N71

佐々木和彦 会員

●次のページに続きます

優勝

優勝

準優勝

準優勝

3位 佐々木和彦



◦	訪		問		日／平成25年5月21日（金曜日）
◦	訪		問		者／神田　龍一
◦	会　　長／中川　勝之
◦	幹　　事／有田　均
◦	会		員		数／53名（内女性会員1名）
◦	例		会		場／	札幌ルネッサンスホテル
◦	報告事項／		次年度創立50周年を迎える、ガバナー

を輩出。ガバナーノミニー羽部大仁、
そのため会員増強に非常に力を入れて
おり新年度入会者は7名を予定してい
る。ちなみに最高在籍数は114名だっ
たそうです。

札幌幌南RC

訪ねようロータリークラブ

　最近は年一ゴルフですが、次年度は頑張ってゴルフをやろうと思っております。
齊藤丸は船出から座礁気味ですが、来週は第一例会が始まります。奥田幹事、小
甲会計をはじめとする皆様方のご協力が頼りですので、一年間よろしくお願い申
し上げます。

＜締めの挨拶＞　齊藤次年度会長

1位　　酒井　忠之 会員
G92（H18）N74

2位　　金尾　　剛 会員
G83（H9）N74

3位　　深澤　知博 会員
G85（H11）N74

BB賞　 河西　智子 会員

BM賞　 平田　利器 会員

●ニアピン

上野　裕司 会員、天野 清一 会員、田中 耕吾 会員、酒井 忠之 会員  

●真ん中賞（15位）

川田 章博 会長 おめでとう
！


