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した。十勝にも上陸しましたが、駆け足で去った

新世代のための月間

ので比較的被害が少なかったのかと思います。た
だ長雨で農作物にかなり影響がでそうなことを心配しています。
今月は新世代月間です。今日は帯広ローターアクトクラブの小
野会長をゲストに迎えてお話を伺います。また担当委員会の北川
委員長には、いろいろ頑張っていただき感謝しています。
「新世代
委員会」は、以前は「青少年委員会」という名前でした。名称が

たいまつ宣言
1.
1.
1.
1.
1.

我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
我々は 他に依存することなく 自らを発する
我々は 常に変革をもって 行動する
我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

変更になってから2年ほど経ちますので、ようやく当クラブにも
新名称が根付いてきたかと思います。青少年交換委員会は、今は
新世代に含まれていますが、以前は国際奉仕に属していました。
本文内へ続く➡

■ 出席状況報告
月／日
例

9／4

9／8 9／15 9／22 9／29

会 1916回 1917回 1918回 1919回 1920回

会員総数

58名

58名

58名

58名

−

出席計算に
用いた会員数

52名

52名

50名

52名

−

ホームクラブ出席

38名

43名

43名

42名

−

メークアップ

14名

9名

7名

10名

−

出 席 率

91.2％

92.8％

89.2％

92.8％

−

91.5％

月 平 均

■ニコニコ献金
9月22日
累

計

4,000 円
143,000 円

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

点鐘
開会宣言

三野宮 功会長
千葉清孝SAA

ロータリーソング（我等の生業）
ゲスト紹介
三野宮 功会長
帯広ローターアクトクラブ会長 小野栄夫 様
会長報告
三野宮 功会長
表紙より続き➡
思い起こすと、私が高校生の時代から青少年交換
委員会は身近な存在でした。当時、宮野会員が委員
長で、アメリカからの交換留学生が十勝にきました。
多分最初の交換留学生だったと思います。一名が帯
広柏葉高校に。もう一名は当時柏葉の近くに校舎が
あった北高校でした。その生徒が宮野会員の自宅に
ホームステイしていました。優秀な学生でレスリン
グに入っていましたが、帰国後はウエストポイント
陸軍士官学校に入って昇進したと聞いています。実
は、西ロータリークラブの会員にも交換留学生のOB
がいます。何を隠そう川田エレクトで、カリフォル
ニアにいきました。そういった意味でも西ロータリー
は交換留学に対し実績があるクラブです。またぜひ
実施したいと思っています。
さて地区大会には会員減少のなかにも関わらず31
名の登録がありました。ある意味お祭りですので、
ゴルフに夜の街にと多いに楽しみましょう。また、
残念ながら参加できない方は、帯広より大会の成功
を祈ってください。第1回の地区大会は1910年に全
米ロータリークラブの連合会がシカゴに集まったの
が最初と言われ、そのとき登録者数は60名でした。
以上会長報告とさせて頂きます。
会務報告
奥 敏則幹事
◦来週は夜間例会で、40周年実行員会担当です。
◦地区大会に関して堂山会員より各種案内の書類が
配布されていますのでご確認ください。
◦2010−2011年度ガバナー事務局のホームページの
データCDが届きました。
創立40周年記念事業実行委員会 川上哲平委員長
帯広西ロータリークラブは1972年2
月24日に発足し、来年2月に40周年の
節目を迎えます。その間、チャーター
メンバーを始めとする先達の会員、並
びに現会員の努力により着実に実績を重ねてきまし
た。会員諸兄にたいする感謝と更なる大きな前進の
ために、心に留まる40周年式典を行いたいと思いま
す。更なる飛躍のために、会員諸兄の協力をお願い
します。組織図はお配りの資料のとおりです。部会
長には新進気鋭の若手。これからの会を背負う会員
を配置しました。また、顧問として各部会に担当補
佐として歴代会長にお願いしました。
ゴルフ同好会 堂山啓太会員
◦地 区大会では、ゴルフを9月30日と
翌日の2回行います。
◦10月15日に川上会員のエイジシュー
ト20回を祝って、ゴルフと夜に祝賀
会を行います。ゴルフをされない方もぜひ祝賀会
に参加いただきますようお願いします。

ニコニコ献金

谷脇正人会員

北川克啓会員 本 日のプログラム、新世代委員会で
担当させていただきます。よろしく
お願いします。
太田 豊会員 本日、21回目の結婚記
念日を迎えることがで
きました。22年目に向
け、また頑張ります。
プログラム
新世代委員会 北川克啓委員長
皆さんこんにちは。ローターアクトクラブの活動
について結構知らないことがあると思いますので、
本日は小野会長より一年間の活動計画について発表
してもらいます。

ゲスト卓話
帯広ローターアクトクラブ会長 小野栄夫会長
こんにちは。本日初めて例会訪問をさせていただ
きました。報告に先立ちまして、先日の家族野遊会
に私含め3名で参加させてもらいました。身近にあり
ながら競馬場に初めて行った会員もいて、参加して
大変楽しかったです。また12時間チャリティソフト
ボール大会に西クラブよりチームとして参加頂きあ
りがとうございました。
今年の活動方針は、
「一笑懸命」です。本来は「一生」
と書きますが、「一笑」がテーマです。テーマを決め
る時期に大震災があり、自分たちは帯広の地で何が
できるかを考えました。そして自分達が落ち込んで
いてはいけない。笑顔でいよう。笑顔が伝播してい
けば最終的には被災地の方にも伝わっていくと考え
「一笑懸命」を活動方針としました。
［年間活動計画について紹介］
最後にお願いがあります。ローターアクトでも会
員減少が大きな問題になっています。現在、新入会
員1名を加え23名となっています。内、企業からの
推薦が17名です。30歳で卒業となっているため、毎
年4名程度が卒業になります。以前は20歳過ぎから
入会の若い会員が多かったのですが、最近は25歳前
後に入る会員が多くなりメンバーの在籍年数が短く
なっています。入会はロータリークラブの会員の皆
さんからの紹介が中心です。ぜひ30歳までの方をご
紹介ください。これで発表を終わります。ありがと
うございました。
謝辞
三野宮 功会長
プレゼンテーションありがとうございました。会
員減少はお互いに頭を悩めていることです。ソフト
ボール大会には私も参加し、大変楽しかったです。
ぜひ継続的な事業になるよう北川委員長にもお願い
します。
ゲスト退場
閉会宣言
点鐘

千葉清孝SAA
三野宮 功会長

