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■RI第2500地区テーマ■

讃えよう地域を！クラブを！会員（自分も）を！
ロータリーとの出会いに感謝！

■クラブ・テーマ■

「ロータリークラブに出席し、ロータリーを楽しもう」
（Attend at the Rotary Club, and let's enjoy a rotary）
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会長報告 齊藤会長
　皆さん、こんにちは。会長報告を
いたします。
　先ずは、本日ご来訪いただいたRI
第2500地区第6分区関口ガバナー補
佐お越し下さり、ありがとうござい
ます。また当クラブから輩出予定でした次年度第6分
区のガバナー補佐も、先月、クラブの総意で川田章
博会員に決定し、安堵しております。
　また本日、お見えのお三方、音更クラブから田中
幹事、行木先生、大和先生、ご来訪ありがとうござ
います。
　先週の例会で報告致しましたが、言葉足らずだっ
たので、再度、報告いたします。
　一点目は、次年度のガバナー事務所より、次年度
の2500地区の役員選任についてと言う文章が来てい
ます。内容は、三野宮功会員に、青少年交換委員会
委員長をお願いしたいと言うものです。これは三野
宮会員に聞いた所、三年任期で、今年はその一年目、
次年度はその二年目でして、来年もお願いしたいと
いうものです。それを受けて、次年度ガバナー事務
所に、奥田幹事より、地区役員推薦書を出しておき
ます。併せて、先程の川田会員の件も、もう既に電
話で話しをしていますが、正式に、文書でガバナー
事務所に「地区役員推薦書」を提出致します。
　二点目は、出席・メーキャップの話しです。ここ
に北クラブの関口さん、更には音更クラブの方がた
またまいらっしゃって、話しにくいのですが、来週
は屋台村、次の週は年次総会、その次はクリスマス
パーティですので、敢えてお話しします。
　9月の当クラブの出席率が73.1％と話しましたが、
この数字は2500地区まで行きます。そしてこの数字、
第6分区11クラブの中で最下位です。

　それを受けて出席委員長と2時間程、お話を致しま
したが、先週、何が何でもロータリーとは思ってい
ないと話しましたが、出席委員長に見せていただい
たデータを見て驚きました。ホームに出席以外の部
分は、入会が若い人が特にほとんど数字がゼロです。
と言う事は全くメーキャップがなされていないと言
う事になります。本日来られた音更クラブの方々の
メーキャップばかりがメーキャップではありません。
　具体的に、まず始めに例会メモを見て、欠席した
日の前後2週間、各クラブで移動例会を探します。例
えば西クラブであれば、来週、夜間例会です。する
と他のクラブの人は、昼間、北海道ホテルのフロン
トに来て、こんな用紙があります。それに名前、ク
ラブ名、休んだ日にちを書き、その場に置いておき
ます。するとホテルの人は各クラブの出席委員会に
届けてくれます。こんなメーキャップもあります。
書くだけのメーキャップもどうなんだろうなぁと思
いますが、これもロータリーのルールです。どうか
西クラブの恥にならないように、お手数ですが、メー
キャップお願いいたします。
　さて、皆様もご存じと思いますが、11月8日、史
上最大級の台風30号がフィリピンを襲いました。最
大風速90㍍、フィリピン政府の15日朝のまとめでは
死者は2360人、負傷者は3053人。約148万人が避
難を強いられている。
　私のパソコンには、毎月、RIからのメールが来ます。
ロンバートン会長より、今日、メッセージが入って
来まして、フィリピンには21000人のロータリアン
がいます。この惨状を鑑み、ロータリーとしてどの
ような救援の方法があるか検討中です。どうか、貴
方のクラブでも支援の方法を検討される事を希望し
ます、とありました。少し難しい課題ではありますが、
来月の理事会で検討したいと思います。

2013年
11月 ロータリー財団月間ロータリー財団月間ニコニコ

 献　金 （11月21日現在）円累　 計

11月21日 円　12,000
273,000



ガバナー補佐　挨拶	 関口　好文 ガバナー補佐

　みなさん、こんにちは。2回目の訪問ということになりますが、来週は本日お
越しの音更クラブさんのところへお伺いすることとなっております。例年であれ
ば2回目の訪問の時にはガバナーからの通達をお伝えすることとなるはずですが、

入院中のためほとんどお伝えすることがありません。
　ガバナー欠席の前代未聞の地区大会でありましたが、皆様方のおかげをもちまして無事終了する
ことができましたことをまずはお礼申し上げます。ガバナー欠席の地区大会が成立するのかという
点につきましてRIと協議を重ねた結果、桜田前ガバナーが仕切るということで了承され、この第6
分区では194名という登録をいただき夜の街も盛り上がったのではないかと思っております。
　ガバナーの容態ですが、大会終了後3日目に頂いたお電話では、本来早口の方がゆっくりとただ
ひたすら申し訳ないということでした。本日の先ほどのお電話ではまだ退院はできませんが、着実
に快方に向かっており、近いうちにみなさんにお会いしたいということでした。口調も本来に近づ
いていたように聞きました。
　先ほど齊藤会長からも出席率のお話がありましたが、私もまわっている中で皆さん大変苦労され
ているようです。15〜20名くらいの会員数のところが10名くらいしか出てこられないのが実情で、
出席させていただいても例会になるのかなというようにも思いましたが、皆様方それぞれ声を掛け
合いながら努力されているようです。先般足寄クラブさんの例会に出席させていただきましたが、
昼に集まるのが難しいため夜例会にされており、普段は食事も出しませんが（各自自宅でとってか

会務報告 奥田　頼昌 幹事
①帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　　時　11月22日（金）午後6時30分
　場　　所　北の屋台
②帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　　時　11月25日（月）午後6時30分
　場　　所　北海道ホテル
③帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　　時　11月28日（木）午後6時30分
　場　　所　北の屋台
④帯広北RC、11月29日（金）の例会は休会と致します。
⑤帯広西RC、年次総会開催のご案内
　日　　時　12月  5日（木）午後0時30分（例会時）
　場　　所　北海道ホテル
⑥帯広西RC、クリスマス同伴夜間例会開催のご案内
　日　　時　12月12日（木）午後6時30分
　場　　所　北海道ホテル

委員会報告	 渡部 省一 米山記念奨学委員会 委員長
米山功労者の感謝状と記念品が柴田和
明会員に届いております。メジャード
ナーということですが、本日欠席とい
うことですので後日お渡ししたいと思
います。

ニコニコ献金 披露　柳沢　一元 会員
齊藤　憲生会長　 昭和56年11月に開院した齊藤歯科

医院32周年を迎えました。皆様の

ますますのご指導ご鞭撻どうぞよ
ろしくお願いします。

奥田　頼昌幹事　先週2回目の休みをいただきました。
金尾　　剛会員　 本年帯広国際CCのご利用大変あり

がとうございました。25日（月）よ
り季節料金になります。降雪まで
のゴルフをお楽しみください。

神田　龍一会員　 女性土木技術職員（ドボジョ）採用
で・また西陵中学校からの感謝状
で・勝毎に掲載されました。

田中　耕吾会員　 嵐山50周年記念コンペで準優勝し
ました。ハーフで初めて40を切り
ましたがグリーンにはカップが3つ
も切ってありました。今度は1個の
カップの時に40を切りたいと思い
ます。

奥　　敏則会員　 本日、担当例会です。つたない話
ですがよろしくお願いします。

出席報告	 田中　利昭 委員長
10月の出席状況を報告します。
2015回　81.9 ％、2016回　88.7 ％、
2017回　73.7％、2018回　79.0％　
10月の平均　80.9％　
12月12日のクリスマス例会と1月9日の新年例会を
100％出席例会としております。やむを得ず欠席さ
れる方は、メーキャップに努めていただければと思
います。



ら参加する）、月一回はお酒付の食事を出しています。普段食事を出さない分だけ会費を抑えるこ
とができ、先般お邪魔した時には2名の方が新入会員として迎えられておりました。
　また、次年度ガバナー補佐を川田直前会長がお引き受けいただいたということで、本当に安心し
ております。今月27日に元ガバナー補佐会議がありまして、そこで正式に決定することとなって
おります。
　もう一つの課題でありましたライラセミナーの会場決定の件ですが、言い出しっぺの責任という
ことで帯広北クラブにお願いして担当の委員会を設置していただきました。さらに財団への寄付と
ポリオの件ですが、ほとんどのクラブにご協力していただけることとなりました。今年の見込みと
してはおそらくゼロクラブがないだろうなと思っており、補助金の申請にも悪影響を及ぼすことな
く奥次年度ガバナーへ引継ぎできると思います。
　最後にガバナーがお元気になりましたら、いろいろと注文が来ると思いますので、その節にはよ
ろしくお願いいたします。

音更クラブ田中幹事より

　当クラブでは、本年度入会3年未満の会員に視野を広めていただこうということで、他クラブを
訪問して積極的にメーキャップをすることとしております。そこで本日は我々 3名が歯科医師とい
うことなので、どうせ訪問するなら歯科医師が会長をしている帯広西クラブさんを訪れようとい
うことでお邪魔しております。連れてきた行木君が「齊藤会長がどんな仕事をしているかしっかり
とみてやろうぜ」ということですので、本日はしっかりと勉強させていただこうと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

▪プログラム	 奥　敏則 社会奉仕委員長

社会奉仕委員会
　本来であれば講師の先生に来ていただいてお話をお聞きしてそれをもとに当ク
ラブの社会奉仕について検討する機会としたかったのですが、先生の方から出張
が入るかもしれないので1週伸ばしていただけないかとのお話があり、確認した
ところ来週は北の屋台での夜間例会があることから断念し、私の方からつたない
話ではありますが卓話をさせていただくこととなりました。
　まず、齊藤会長より本年度の委員長を拝命した際に社会奉仕に力を入れたいと

いうことで他のRCと連携するもよし、結果としてマスコミに取り上げられるような事業をやって
ほしい旨のプレッシャーを受けました。地区協議会のおりに各RCの社会奉仕委員長とお話をさせ
ていただく機会があり、その際にどんなことに取り組むべきかというのが共通の悩みであり、分科
会でもその点が議論の中心でした。
　現在は地域のニーズを集めてどんなことに取り組むべきか検討している最中です。今まで社会福
祉関連の団体を6か所ほどまわってお話を聞いてまいりました。その中で、児童養護施設を訪れた
際に言われたことですが、愛情を受けることなく育った子供たちの親・おじいちゃん・おばぁちゃ
ん代わりになっていただければということをお聞きしました。
　ただ、タイガーマスクの伊達直人で有名になりましたが、ランドセルを送ってくれても新入学生
3人に対して7個のランドセルが届いたり、クリスマスパーティーには50数名の生徒に対し、届い
たケーキが70個だったというお話を園長先生にお聞きしました。こういったことから西RCの社会
奉仕としてやっていけることは物を供与することの他に精神的な支えをすることが重要なことか
と思っております。
　最後に社会奉仕委員会では色々なところへ行って、たくさんの方々にお話を聞いて皆様方に
フィードバックできればと思っておりますが、皆様方からも何かご提案していただければ取り組ん
でまいりたいと思いますので、当委員会へご連絡をお願いいたします。
　以上で、発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

（※裏面資料になります。）



ロータリーの社会奉仕の定義	

•  クラブの所在地域内または行政区域内に居
住する人々の生活の質を高めるために、時
には他と協力し合いながら会員が行う様々な
取り組み	

•  決議23-‐34と決議92-‐286の実践	

社会奉仕の事例	

人間尊重	

①社会弱者への支援、②保健、衛生、長寿、	

健康、③子育て支援、④社会治安の向上、	

⑤才能のある人の発掘・支援、⑥文化交流、	

心豊かな人の育成、⑦災害に備える	

地域発展	

①産業育成、②観光の街づくり、③街並整備	

	

5　社会奉仕プロジェクトが、一般社会の人々　　　　　 
　　に十分認められるようにすること。 
6　社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
      ては、会員の得意とする職業上の能力
や  
     職業以外の力を生かすこと。 
 
	

決議23-‐34と決議92-‐286の要点	

1　地域社会における奉仕の機会を定期的に調
査し、地域のニーズを探ること。	

2　クラブ会員全員の協力を得られる事業であ
ること。	

3　原則的に毎年異なった新しいプロジェクトで
年度内に完結すること。	

4　他の団体と組んだり、地域社会にも参加を
求めること。	

	  

奉仕理念の導入後の定款	

•  1.	  本クラブ会員の事業上の利益の増大 	

•  2.	  通常社交クラブに付随する親睦およびその
他の特に必要と思われる事項の推進 	

•  3.	  シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市
民としての誇りと忠誠心を市民の間に広める 	

•  （1907年改正シカゴ・クラブ） 	

シカゴロータリークラブ定款(設立時)	
•  １．本クラブ会員の事業上の利益の増大 	

•  ２．通常社交クラブに付随する親睦およびそ
の他の特に必要と思われる事項の推進 	

•  1.The	  promo6on	  of	  the	  business	  interests	  of	  
its	  members.	  	  

•  2.The	  promo6on	  of	  good	  fellowship	  and	  other	  
desiderata	  ordinarily	  incident	  to	  social	  clubs.	  	  

•  [1906年制定シカゴ・クラブ]	  	  
	

環境保全	

①植樹・森林の育成、②河川清掃・魚やホタル　	

の棲む清流づくり③街路の清掃、④歩行者天	

国⑤クリーンエネルギー	

協同奉仕	

①街頭キャンペーン、②国際交流	

	

	

	

	

設立当初の西ロータリークラブ社会奉仕	

•  西ロータリー文庫(本の寄贈)	  
•  福祉施設へ希望の品贈呈	
•  中央公園へベンチ寄贈	
•  手話手帳作成	
•  老人ホームへカラオケセット寄贈	
•  養護施設へミシン・テレビ寄贈	
•  オムツの寄贈(奥様の協力)	  
•  植樹・清掃活動	  

近年の西ロータリークラブの社会奉仕	

•  保育園での植樹	
•  エコキャップ運動(ポリオ撲滅)	
•  入れ歯の名前入れ	
•  清掃活動(ゴミ拾い)	  
•  歳末助け合いの募金	

ロータリー最初の社会奉仕	

公衆トイレの設置	

	

何ができるのか	

•  慢性的な資金不足⇒資金面での援助は難し
い？　	

•  建物・設備の老朽化⇒会員の専門職を生かした
お手伝い。	

•  偏見や誹謗中傷⇒例会での卓話や講演会・
フォーラム開催の手伝い。	

•  施設以外の人との交流がない(相談相手・悩みを
聞いてくれる人がいない。)⇒施設でのイベントな
どへの参加や例会に参加してもらう。	

問題点　　(各施設のお話を伺って)	

•  慢性的な資金不足	  

•  建物・設備の老朽化	  

•  偏見や誹謗中傷	  

•  施設以外の人との交流がない(相談相手・悩
みを聞いてくれる人がいない。)	

斎藤会長の会長方針の重点項目	

1)  会員増強	
2)  社会奉仕	
3)  会員相互の互恵関係、更にそれを発展させ、	
　　職業によって社会に貢献する	

4)　親睦	  
　	

社会奉仕を考える	

帯広西ロータリークラブの	

これからの社会奉仕に向けて	
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