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第1807回例会
平成21年4月23日

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
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たいまつ宣言
この「たいまつ宣言」は創立30周年にあたり、
西ロータリークラブの創立の心を知るところか
ら発し、我々が未来へ向けての道標とするもの
である。たいまつの如く我々の行く道を照ら
し、明るい未来へと導くものである。

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

2009,APRIL

■会長報告
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■出席状況報告
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1803回
69名
63名
42名
18名
3名
95.2％

会長　  越智　孝佳
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■今月の主な行事

■ニコニコ献金

誕生・結婚祝

夜間例会

4月 2日
9日
16日
23日
30日

　皆さん、こんにちは。会長報告を申し上げます。
　今週末には、来年度に向けてのPETS・地区協議会が
旭川で開催されますが、来年度の役員・理事・委員長の
出席義務者の他に、ガバナーノミニー事務局のメンバー
合わせて総勢30名を越える会員が参加いたします。今回のPETS・地区
協議会は二つの意味合いがあろうかと思います。
　一つは次期深澤年度に向けてのスタートの準備です。来年度の山本
ガバナーの地区方針と運営について、詳細なものが提案されると思い
ます。それを基にクラブとして運営の骨格を作り上げるという事でし
ょう。地区の大筋に沿いながらも、クラブの独自性と創造性を組み立
てていただければと思います。
　もう一つは、私達も来年の今頃は主催をする立場となります。それ
に向けての調査という目的があります。あらゆる視点から、今回の会
議を見て、感じて頂きたいと思います。私達が問題意識を持った参加
の中で、多くのものを学び取れると考えています。それを持ち帰り、
また会員全体で共有し、来年の今頃には素晴らしい形を作り出せれば
と思います。
　旭川へは、大勢の会員が移動いたします。道路事情は冬場と違い、
良くなっているとは思いますが、油断なきよう行き帰りの運転には、
くれぐれも気をつけて行って頂きたいと思います。
　以上で、本日の会長報告と致します。有難うございます。

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

5,000円　累計　349,000円4月23日



点鐘	 越智孝佳会長
開会宣言	 田中利昭副SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）	 田中利昭副SAA
ゲスト紹介	 越智孝佳会長
帯広第六中学校・英語教師　ロサリン・サリフ様（ガーナ出身）
元読売新聞大阪本社・記者　小林志歩様
（会食）
会長報告	 越智孝佳会長
会務報告	 山本範之副幹事
①帯　広 RC、4 月 29 日（水）祭日休会と
　致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 4 月 30 日（木）
　　　　　　午後 6時 30 分
　　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC、5月 1日（金）は休会と致します。
　帯広南RC、5月 4日（月）祭日休会と致します。
　帯広東RC、5月 5日（火）祭日休会と致します。
　帯　広RC、5月 6日（水）祭日休会と致します。
④帯　広RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 13 日（水）午後 0時 30 分
　　場　所　真鍋庭園
⑤帯広北RC、移動例会開催のご案内（植樹）
　　日　時　平成 21 年 5 月 15 日（金）午後 0時 30 分
　　場　所　ひまわり幼稚園
⑥帯広北RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）時間未定
　　場　所　エコロジーパーク
　尚、5月 22 日（金）の繰上げ例会です。
⑦帯広東RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）時間未定
　　場　所　エコロジーパーク
　尚、5月 19 日（火）の繰上げ例会です。
⑧帯広西RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）午前 10 時
　　場　所　グリーンパーク周辺
　尚、5月 14 日（水）の繰下げ例会です。
⑨パストガバナーの秋永智徳様が亡くなりました。
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　柳沢一元委員長
久保且佳会員	 帯広商工会議所青年部の副	
	 会長に就任致しました。
若林　剛会員	 皆様のご協力により無事例	
	 会終了しました。
奨学金贈呈
　小林志歩様はモンゴルのチョロト郡のハイルハンの子供達
のための奨学金活動の代表をされています。今回会長より直
接、奨学金が手渡され、お礼の挨拶がありました。
プログラム	 国際奉仕委員会

帯広第六中学校・英語教師　ロサリン・サリフ様
「ガーナそして日本」

　皆さん、こんにちは。ロサリンと申します。ガーナから来
ました。日本に来て 5年が経ちました。夫のアンディは畜産
大学で研究をするため、私たち家族は一緒に来ました。今は
アメリカのボストン大学で研究をしています。ちょっと休ん
で家族に会いに来ています。
　最初、日本に来たときは大変でした。言葉がしゃべれなかっ
たし、食べ物も違うし、友達もいなかった。どこへ行ってい
いかわからなかった。そして運転もできなかった。アンディは、
最初 2000 年に JICA で 1 年間、その後畜産大学で研究をする
ために 2003 年に再度帯広に来ました。その時、私と子供達が
一緒に来ました。アンディは、最初に帯広に来ていたけれど
研究が忙しくて言葉や帯広の事などをあまり知らなかった。私
達家族は始めからのスタートのようなものだったので大変で
した。でも少しずつ色々な事に慣れてきました。友達もできて、
帯広の色々なイベントに参加しました。十勝インターナショ

ナル協会、JICA、ロータリークラブ、大学のイベント、ワイ
ンパーティー、パークゴルフなどで色々な人に会って色々な
ことを知ることができました。
　日本の食べ物もだんだん食べることが出来るようになりまし
た。刺身はぜんぜんダメでした。けれども子供達がおいしそう
に食べるのを見て、私も挑戦してみました。醤油をいっぱいか
けて食べたらおいしかったので、今寿司は大好きになりました。
　温泉は、知らない人同士が裸で一緒に入るのでビックリし
ましたが、今では、とても気持ちが良いし何回も行く様にな
りました。
　私達が、日本に来て日本の文化で好きなことは、礼儀正し
くて他の人を思いやることです。みんな優しくて親切にして
くれます。アンディがJICAで来たとき、イトーヨーカ堂に行っ
て JICAに戻るときに岡田さんのカメラショップの前を通りま
した。私達が寒そうにしていると、岡田さんは中に入るよう
に言ってくれて、お茶をご馳走してくれました。そしてきれ
いなジャケットをアンディにプレゼントしてくれました。ア
ンディは非常にうれしかったと言っていました。そのジャケッ
トをガーナに持って帰って、岡田さんや日本の人は親切であ
るという話などをいっぱいしました。私もたくさんの人達に
親切にしてもらっています。買い物に行ったらお店の人がい
ろいろなことを教えてくれます。学校では、子供達がガーナ
のことに興味を持っていろいろなことを話しかけてきます。
　ガーナは小さい国です。人口は 2003 万 2 千人で日本の 6分
の 1 くらいです。昔、イギリスの植民地でした。そして 5年
前に独立しました。教育や政治システムはイギリスに似てい
ます。ガーナはカカオを作っているので、輸出はカカオがメ
インです。その他の産業では金、ダイヤモンド、果物の輸出
や観光などです。政治は、アフリカの中では安定している方
です。民主主義があります。野口英世さんは、ガーナに来て
黄熱病の研究をしてガーナで亡くなりました。その事はすご
い有名です。大学の病院には、野口英世の銅像があります。そ
して、野口英世の名前がついた大きな研究センターがありま
す。
　日本の思い出は、いっぱいあります。家族みんなで日本の
生活を楽しんでいます。皆さんもいつかガーナに来て欲しい
と思います。日本からアフリカに行くのは遠いというけれど、
ガーナのいい所を見たりガーナ人に会ってほしいと思います。
アフリカの文化は少し日本に似ているところがあります。た
ぶんアメリカやヨーロッパより日本人に近いところがありま
す。私は日本のいろいろなことを学んで視野が広がりました。
それはとても良かったです。ありがとうございます。

　この後、岡田委員長の軽妙な司会でアンディさんも交えて
の和やかな質問タイムとなりました。

閉会宣言	 田中利昭副SAA
点鐘		 越智孝佳会長


