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化学反応を起こす出会いの機会を作ろうランクアップしましょう
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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東館3階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

会長報告	 佐々木  和彦 会長
　先週のガバナー公式訪問を無事終え
ることができました。あらためてお礼
申し上げます。松田ガバナーからは、
良いクラブだとお褒めの言葉を頂戴し
ました。また、本日令状届いておりました。21日
(月)には西クラブ後援の十勝ジュニアフットサル
フェスティバルが芽室町の総合体育館にて開催さ
れ、表彰式に参加してまいりました。伊藤公康委員
長をはじめ担当の社会奉仕委員会の皆様大変お疲れ
様でした。わたしの息子もサッカーをやっていたの
で懐かしく思いました。本日は今年度初めてのお酒
の出る例会です。私自身この雰囲気が大好きでほと
んどの夜間例会をお酒付きでと考えていましたが、
新型コロナの影響で少し少なくなるかもしれませ
ん。本当に楽しみにしていたのでどうぞ宜しくお願
いします。

会務報告	 小野  辰夫 幹事
①�帯広RC、9月30日(水)の例会は、休
会と致します。
　�帯広南RC、10月5日(月)の例会は、
休会と致します。
②帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月12日(月)午後0時30分
　場　所　よつ葉アリーナ
③帯広北RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月16日(金)午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　10月20日(火)午後6時30分
　場　所　幕別パークホテル悠湯館

10月5日(木)の例会は、米山記念奨学委員会の「会
員卓話」になります。

ニコニコ献金 石原  英樹 親睦活動委員会
佐々木  和彦 会長
　�喜寿・古希・還暦おめでとうござい
ます。

熊切  宏樹 プログラム委員長
　�本日、プログラム委員会の担当例会です。お酒も
ございますので、皆様でお祝いを宜しくお願いし
ます。

笹井  祐三 会員
　今日は、喜寿のお祝いありがとうございます。
内海  仁司 会員
　古稀のお祝いありがとうございます。
飯田  正行 会員
　還暦お祝いありがとうございます。
天野  清一 会員
　�まだ60歳ではないですけど、お祝いの会ありがと
うございます。これからもいろいろと頑張ります。

森  房明 副会長
　�とうとう還暦になってしまいました。お祝いして
頂きありがとうございます。

高田  浩司 会員
　�還暦のお祝いありがとうございます。見た目だけ
はなんとなく若く見えるように頑張ります。

太田  一也 会員
　久しぶりに出席致しました。
山口  貴可 会員
　これから頑張ります。宜しくお願い致します。
江口  文隆 会員
　�河西十二郎杯ゴルフコンペ優勝しました。ニコニ
コさせていただきます。

伊藤  公康 会員
　何とは言いませんが車を入れ替えました。
石原  秀樹 会員
　ニコニコ発表です。

ニコニコ
献　金

9月24日

累　計

29,000円
236,000円 （9月24日現在）



開会の辞	 熊切		宏樹	プログラム委員長
　「祝！喜寿・古稀・還暦」と題しまして、
本年度7名の方のお祝いをしたいと思い
ます。

祝　辞	 佐々木		和彦	会長
　喜寿の笹井会員･古稀の内海会員、茨木会員･還暦
の天野会員、飯田会員、高田会員森会員、本日は誠
におめでとうございます。喜寿は漢字の喜ぶという字
を草書体で書いた時に、七が三つ重なって七十七に見
えることから喜寿、古稀は中国の詩人杜甫の漢詩の
一節「人生は七十古来まれなり」から来ていると言われ、
還暦は十干十二支の組み合わせが60通り有り、60年
で一周し還暦となっています。私も3年前に還暦のお
祝いをしていただき、自分が想像していた60歳よりも
若く感じて、その時すごく恥ずかしかったと記憶してお
ります。世の中の人がだんだん若くなっています。特に
皆さんは仕事に趣味にロータリーにと頑張っているか
ら若いのだと思います。ロータリーは毎年役割が変わ
りそして新しい会員が入ってきます。そこでいろいろな
刺激をもらいます。皆様に於かれましてはご自愛いた
だき、仕事にそしてゴルフにロータリーに化学反応を起
こす刺激を沢山受け、これからも益々若々しくご活躍
されることを祈念致します。本日は誠におめでとうござ
います。

乾　杯	 若林		剛	直前会長
　　昔は還暦の60歳も長寿のお祝い
だったと思いますが、今は先ほどの衣装
の様にまだまだ赤子です。喜寿になりま
すと少しおめでとうございますという話に
なるのですがその間の古稀では、昔は70
歳がなかなか滅多にいないよと言う話だったようですが
「酒債は尋常行く処に有り、人生七十古来稀なり」と詠
われています。あちこち酒の借金はあるけれど、人生
短いのだから目いっぱい飲もう、みんなで仲良く楽し
く生きようじゃないか。まさにロータリーですね。但し、
古稀の70歳もまだまだ長寿のお祝いをするのは早い。
最近西クラブにも50周年の話が出てきていますが大
還暦という言葉をご存じでしょうか？還暦が2回来た時
120歳が大還暦です。今古稀の方が大還暦をむかえる
と西ロータリーの100周年をお祝いすることが出来ま
す。是非、大還暦にむけてみんなで頑張っていければ
なと思います。また重ねて、久々の宴卓ですので喜寿･
古稀･還暦のお祝いとともに佐々木丸のスタートを祝し
「乾杯！！」

お礼の言葉
	 高田		浩司	会員	（還暦）
　還暦のお祝いありがとうございます。
60歳まで本当に健康で両親に感謝してい
ます。ただ60歳を過ぎると、これから大
事な時期になってきます。これからは目
標を立ててゴルフはシングルを目指しシン
グルの暁には、スクラッチクラブに足を踏み入れたい
と思っています。また100歳でのエイジシュートを目指
し日々努力したいと思っています。

	 森		房明	会員	（還暦）
　とうとう還暦になってしまいました。60歳になると

は思っていませんでしたが、自分自身まだまだいけるん
じゃないかと思っています。コロナ過の中でロータリー
の皆さんにお祝いされ心より有難く思っています。あ
と20年の余命の中で何を頑張ろうかと
思った時、やはりロータリーですね。ま
ずは50周年の幹事という重責を全うし会
長を目指し頑張っていこうと思っていま
す。本日はありがとうございました。

	 飯田		正行	会員	（還暦）
　今日は還暦のお祝いありがとうござい
ます。19年前入会したときは今日の様に
クラブのお祝いではなく、ゴルフ同好会
の有志によるお祝いでした。今年はコロ
ナ還暦で、みんなの記憶に残る一年にな
るのかなと思っています。新しい会員のいるなかです
が、私は入会当時は不良会員でしたが皆さんに良くし
て頂き居心地がよくなってやめられなくなってきました。
これから70歳77歳と時をきざむと益々居心地が良くな
るのかなと思っています。若いひとからはあのじじいと
見られているのかなと思うと少し居心地が悪くなります
が、なにせ居心地の良いクラブですので今後とも宜し
くお願いします。

	 天野		清一	会員	（還暦）
　私も2004年に入会して17年間長く
ロータリーに在籍していろいろな経験を
させていただきました。入会当時は60歳
の方は歳をとられたなと思っていました
が、自分が60歳になると、ちょっとつら
い思いも出てきます。これから先あと何年いきられる
かなと思ったりします。さてゴルフではみなさんにお世
話になっています。当日増えたり減ったりと苦労しなが
ら国際に融通してもらいながらプレーしていますが来
年は十勝も考えたいと思います。笹井さん宜しくお願
いします。今シーズンも残すところわずかになりました
が今後ともゴルフにお酒にロータリーにと楽しく過ごし
たいと思っています。本日はどうもありがとうございま
した。

	 内海		仁司	会員	（古稀）
　私は帯広の生まれではないものですか
ら、帯広に来て26年たちます。ロータリー
に入会して17年たちます。帯広に来た当
時は友達もなく右も左もわからず四苦八
苦していました。そこで兎龍会に入会し
そこで知り合った神田さんの紹介でロータリーに入会
しました。メンバーに今まで話したこともない秋川先生
･堀先生･哲平先生など医師会の重鎮が居られ急に居
心地が良くなりました。入会することで地に足をつけ
て生活できるようになり、非常に感謝している一人です。
西ロータリーはフレンドリーで居心地の良いクラブです
が今後はロータリーの格と品位を向上させ帯広ロータ
リーと張リ合う様なクラブであって欲しいと考えていま
す。若い会員も増え活気あふれたクラブですので今後
の発展を願って挨拶とします。今日は本当にありがと
うございました。

	 茨木		雅敏	会員	（古稀）
　本日お祝い頂きましてありがとうございました。入会
して29年たちます。入会当時の事を話したいと思いま

▪プログラム
「祝！喜寿・古稀・還暦」



す。平成3年3月に創立メンバーの父が亡くなりそれか
ら10か月後の平成4年1月9日、新年交礼会の日尾藤
会員･田中利昭会員･そしてもう退会された熊谷会員と4
人で入会しました。それから1か月半後の1992年2月24
日に創立20周年記念例会がホテルベーシスで開催さ
れましたがよく覚えておりません。創立20周年の記念
誌を読んでみますと、31名のチャーターメンバーが13
名ほどになっていました。ただ、会員増強の成果で86
名の会員で平均年齢は55歳でした。今の平均年齢が
60.8歳ですので若いクラブだったのだな思いました。
第6分区としては2年前に南クラブが、1年後に音更ク
ラブが創立され今の第6分区の姿になっ
たころのことです。西クラブもこれから創
立50周年にむけていろいろありますので
皆さん協力して宜しくお願いしたいと思い
ます。

	 笹井		祐三	会員	（喜寿）
　今日は喜寿のお祝い素晴らしい雰囲気
の中で会を催して頂き誠にありがとうご
ざいます。私はロータリアンとしては本当
に失格でしてロータリーの話は何も出来
ないのですが、私のロータリー人生は河
西哲夫さんのもとで拝命した幹事の時にほぼ燃え尽き
てしまい終わりを迎えまして、その後は出席免除とい
うこともありゴルフには出るけれども他はあまり出ない
状態で過ごしてきました。まさか77歳までロータリー
に居るとは思いませんでした。人生は75歳を過ぎると
余分なものだと生活していますが、75歳を過ぎてきち
んと生活する為には身体をいたわりながら過ごさなけ
ればだめだなと思っています。昨年会社が70周年を迎
え「一生青年の心」という記念誌を作成しました。最近
出来上がったのですが、ロータリーは自分を開いて自
分の職業経験をお話することが基本だと思っています
ので、今日は皆様にお配りします。会社を成功させた

いと思う方は是非読んでいただければと思います。最
後にロータリーって本当にいいなと思いながら美味し
いお酒を頂きました。今日は本当にありがとうございま
した。

「喜寿･古稀･還暦お祝いコンペ」表彰式
 工藤  正宏 ゴルフ同好会幹事
 飯田  正行 ゴルフ同好会会長
　今年は同好会も表彰式
を行っていませんので、な
かなかゴルフの楽しい話も
できず寂しいなと思ってい
ました。このような中で還
暦を迎え、以前なら大たたきをすると悔しくて練習に
励んだものですがそういう気持ちも薄れてきて年をと
るのは恐ろしいなと思っています。この後、表彰式に
なりますので宜しくお願いします。

� 優　勝　　松田　貴史　会員
� 準優勝　　松原　宏樹　会員
� ３　位　　天野　清一　会員
� 真中賞　　古田　敦則　会員

〆の挨拶	 太田　豊　副会長
　本日は、喜寿･古稀･還暦の笹井会員
はじめ7名の皆さん誠におめでとうご
ざいます。そして長い人生大変お疲れ
さまでした。まだまだ生涯現役であり
活動に引退はありません。今後とも我々
を引っ張って頂ければと思っていますのでどうぞ宜
しくお願い致します。今年は自粛続きでお酒の会も
久々ですので、少々不謹慎かもしれませんが「万歳
三唱」でこの会を〆させていただきます。『万歳』･『万
歳』･『万歳』




