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第1809回例会
平成21年5月7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
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■会長報告
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■出席状況報告
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63名
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95.2％

会長　  越智　孝佳

■今月の主な行事

■ニコニコ献金

誕生・結婚祝

夜間例会　次年度委員会別協議

5月 7日
14日
21日
28日

　皆さん、こんにちは。会長報告を申し上げます。
　新型インフルエンザは、相変わらず世の中を騒がして
いますが、多少日本の対応には過敏さもあるかと思いま
すが、国内の安全性を考えれば、それも良いとすべきか
もしれません。またゴールデンウィークは高速道路の使用料が片道千
円と言うことで、これもまた毎日の様に行楽地、渋滞状況が報道され
ておりました。不況に関する報道も相変わらず絶える事もありませ
ん。テレビを見ておりますと、賑やかな国だと改めて感じる連休でし
た。
　話しは変わりますが、今年度も後2ヶ月となりました。次年度への
PETS・地区協議会も終り、来週は第1回のクラブ協議会も開催されま
す。新しい年度に向けての動きも、そろそろ本格的な下準備に動き出
す時期となっております。今年度、年当初に上げました2つの運営方針
は、“たいまつ宣言の検証と実践”と“ガバナー年度に向けて”とい
うものでした。私自身としましては、この二つの目標をここまで実行
できているかどうかを自問自答しているところでございます。軸はぶ
らさずに、これまですすめてきたつもりではありますが、これから2ヶ
月がこの一年間の最後の仕上げをする時間と考えております。各委員
会、各会員の皆様もこの一年のテーマについて再度見直して頂ければ
有難いと思います。まだ2ヶ月あります、最後までご協力をお願い致し
まして、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!

6,000円　累計　357,000円5月7日



点鐘		 越智孝佳会長
開会宣言	 北川勝啓副SAA
国歌斉唱	 北川勝啓副SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 北川勝啓副SAA
たいまつ宣言唱和	 北川勝啓副SAA
ゲスト紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

RI 第 2500 地区米山奨学生　アロアロ ･フォアン・マルコス様
	 	 横田幸宏会員
　今日は 21 年度、米山記念奨学生に選ばれましたマ
ルコスさんをご紹介いたします。
　フルネームは、アロアロ・フォアン・マルコスさ
んです。マルコスさんは 1969 年 6 月生まれで今年 40
歳になられます。出身は南米のマチュピチュやクス
コの地上絵で有名なペルーです。そのペルーのチチ
カカ湖の近くのプーノ生まれだそうです。マルコス
さんは 1994 年国立アルティプラノ大学また 98 年国
立農業大学で学ばれ、出身校のアルティプラノ大学
で助教授をされていたとても優秀な方です。現在、
帯広畜産大学で「醗酵型食肉製品の衛生的製法とそ
の品質」に関する課題を研究されているそうです。
畜大でこの食品製品分野を研究され専門的知識や倫
理学を修得され、母国で役に立てたいと考えておら
れます。
　これから約 1 年間、毎月 1 回例会に出席して頂きます。ぜひみなさんに
は声をかけるなどあたたかく迎えてほしいと思います、どうぞよろしくお
願いいたします。
5 月結婚祝	 親睦活動委員会　天野清一委員
　　　斉藤　允雄会員　　1963.05.03
　　　千葉　清孝会員　　1970.05.30
　　　川田　章博会員　　1976.05.29
　　　柳沢　一元会員　　1986.05.31
　　　山田倫一郎会員　　1968.05.10
　　　内海　仁司会員　　2007.05.10
5 月誕生祝	 親睦活動委員会　天野清一委員
　　　宮野　　永会員　　1923.05.02
　　　酒井　忠之会員　　1937.05.12
　　　土肥　孝紀会員　　1940.05.31
　　　上垣香世子会員　　1950.05.13
　　　日崎　清二会員　　1950.05.19
　　　内海　仁司会員　　1951.05.10
　　　深澤　知博会員　　1956.05.30
　　　飯田　正行会員　　1960.05.06
　　　堂山　啓太会員　　1967.05.20
バースデーソング	 親睦活動委員会　天野清一委員
乾　　杯	 	 近藤誠勝会員

（会食）
会長報告	 越智孝佳会長
会務報告	 	 石原英樹幹事
①帯広 RC、移動例会開催のご案内（夫人参加例会）
　　日　時　平成 21 年 5 月 13 日（水）午後 0 時 30 分
　　場　所　真鍋庭園
②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）午前 11 時 30 分
　　場　所　ひまわり幼稚園
③帯広北 RC・帯広東 RC・音更 RC 合同移動例会開催のご案内
　　日　時　平成 21 年 5 月 17 日（日）午前 9 時 30 分
　　場　所　エコロジーパーク
　尚、帯広東 RC、5 月 19 日（火）の繰上げ例会と致します。
　　　帯広北 RC、5 月 22 日（金）の繰上げ例会と致します。
④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（木）の繰下げ例会です。
委員会報告	 ゴルフ部会　奥田頼昌会員
　第 13 回帯広 5 クラブ親睦ゴルフ大会を開催いたし
ます。5 月 23 日土曜日 11 時 30 分十勝川カントリー
クラブで開催されます。例年、南クラブに僅差で負
けております。
　地区協議会の前の日に前哨戦を南クラブと行いま
した。またまたやられました。ポイントゲッターの
かたが何人かいらっしゃいましたが、散々たるもの
でした。毎年負けるのは、人数のせいでもあるので
はないかと思われます。なるべく沢山の方に出場していただきたいと思い
ます。名誉会員の面子にかけても今年、来年当たり早いうちに、顔を立て
ておかないと我々も歳をとってきますので、是非とも参加してください。よ
ろしくお願いいたします。
ニコニコ献金	 	 親睦活動委員会　天野清一委員
林　文昭会員	 4 月 28 日に音更町十勝川温泉観光協	
	 会会長に推挙されました。
内海仁司会員	 結婚祝い、誕生祝い、担当例会あり	
	 がとうございます。
横田幸宏会員	 米山記念奨学生マルコスさんをよろ	
	 しくお願いします。

プログラム	 出席委員会　内海仁司委員長
　今日は担当例会です。最初は 5 月 14 日の予定だったのですが社会奉仕委
員会の兼ね合いで今日にかわり、あたふたしてしまい用意が間に合わなかっ
たところもありますが、今日はチャーターメンバーであります、宮野会員
に出席の意義についてお願いいたしました。西ロータリー始まって以来の

出席に関する面白いお話がうかがえるのではないか
と思います。この年齢にして機敏さと、この発想の
豊かさ、西ロータリーが繁栄しているのは、このよ
うな先輩たちがいらっしゃるから、この良いムード
を引き継いでいるのではないかと思われます。体の
調子もありますので、座らしていただいてお話をし
ていただこうと思います。

「出席の意義」
宮野　永会員

　過日、出席委員会の内海委員長から、出席の意義
について卓話をしなさい、との依頼があり、いささ
か戸惑ったが、出席のあれこれの話をしたいとおも
います。
　ロータリーには NO がないので、脳内出血でいた
んだ頭を捻りながらまとまった内容にほど遠いが、
時間を頂戴させていただきます。堅苦しいものにな
る気配があることは、ご容赦願いたいです。
　卓話というと、今日、欠席にしているかもしれない若林くんの卓話は素
晴らしいものがあります。会員に分かり易くパネルを使用し、まったく素
晴らしい卓話であります。
　本来は、入会後のオリエンテーションには、例会出席の意味合いと励行
方法等を詳しく説明を受けたものと思われますが、回を重ねるうちに気に
しなくなり、惰性に陥って自分なりのペースになってしまう傾向があるよ
うに感じます。
　出席委員会が現存しているのは、出席の意味と重要性がロータリーには
欠かせないことから、他の委員会の会員より例会には、早く出て出席の確
認とメイキャップなど有無を調べ結末 GA への報告、欠席者の動向等を把
握し、何事も友の動向を見守ることが要請されている。ある意味では。し
かめっつらしいきまりがあるが、この内容に精通するのには相当な時間を
要する。集約した内容については、推薦者からクラブオリエンテーション
などから時間をかけて学びとるしか方法がないと思われるが、早く内容を
知りたいならばみずから手続き要覧をひもとくとか、オリエンテーション
をたびたび開いてもらってたたみこむしか方法がないだろう。一番良くな
いことは、手をこまねいてもしないで過ごすことではないだろうか。
　当クラブは、オリエンテーションが少なすぎる。何とかなるだろう、そ
のうち覚えてくれるだろうと思っている先輩がいそうだし、理事会ものん
びりしているところが見受けられます。
　また、クラブの将来を考えて、今何が必要なのかという思いと、後輩だ
から少しぐらいは大目に見ていてもいいのではないか。あまり五月蝿く指
摘すると、退会していく心配があるとでも思っていると甘い考えに陥って
いってしまう雰囲気も見受けられる。傷は小さなうちに直さなければ、大
きくなっていきます。仲間の親睦に罅が入るのではないかと本末転倒した
考えに埋没しているのではないかとも感じられる。クラブには親睦が大切
で、親睦を損なう行為は排除しなければならないから、気を悪くすること
には手を出さないではいけない。出席は個人の所作であるから、出席委員
でないから会員の出席名簿の閲覧は、観ることができないと思っているな
らば大きな間違いで、クラブをさらに進展させる 1 人と自覚をすれば何で
もない事がある。
　出席委員の皆様は毎週出席名簿を作成していて、出席者、メイキャップ者、
欠席者、出席免除者の一覧表が明確に記載されている。誠に御苦労な毎週
であります。
　紋別港クラブでは、出席状況を個人別に会報で月 1 回掲載し、全会員に
目を通させています。臆することなく堂々たるものである。紋別港クラブが、
何と言われようとも、これが実態であることを示しています。
　お互いに実態を把握し、何をしなければならないかの知恵を皆さんから
求めているのではないでしょうか。そこまでしなくても、毎月明示するこ
とは全員の賛同を得ていることは事実でありますが、会員が減少する中で、
この例は問題がでてきそうですが、聴聞の一矢であるとおもわれます。
　2500 地区の出席率は、全国 34 地区の中で最下位になっていることが多い。
今年 2 月の地区 6 分区では、出席率は 81%。8 分区では、下位から 2 番目で
ありますが、当クラブは 92.2% で上位を保っているので安堵しています。
　新会員になるには、推薦者が欠かせない所定の手続きを得て、みんなに
紹介するのは推薦者であり、クラブのなじみ道場に入り、親睦を心に刻み
ロータリーアンの道を時間をかけて会得していくことになるでしょう。
　当分の間、いろいろな面で推薦者の世話が必要になってくる。増員の名
のもとに、推薦し終わったので、あとは自分だけで精進すればよいとして
放り投げるのは、友としてとるべきではないでしょう。入会後、1 年ぐらい
は陰に陽なたになりロータリーアンとしての素養を養うよう指導すべきで
あろうとおもわれます。いままでロータリーは、量か質かが論議されたこ
とがあったが、ある PG は増は数であり強は質そのものが望ましいとして初
めて会員増強の意味合いがはっきりする話をしていたことがあります。両
方あいまってこそ望ましい推薦者の役割を踏まえながら新会員を探し求め
なければならないでしょう。
　メイキャップのあり方については、いろいろな検討を加える時期に来て
いるのではないかと思われる節がある。
　次回例会日は、約束した商談があるから、商用で出張しなければならな
くなったから、体調がすぐれず静養した方が良いと思うから、出先の都合
で出席できないことは日常のことであるが、会社経営には予期しないこと
で例会に出られない事が多いのではないかと思われますが、問題はズル休
みであります。ロータリーがすべてではないが、1 回ぐらいは休んでもいい
のでは…それほど気にかけることはないとの考えで例会を忌避してしまう
ことだ。でも出席率は維持したいと思い、他のクラブの例会を調べメイ
キャップに出かけていく。たまたまそのクラブが休会であれば出席カード
に記入し、それで	OK	で休会でなければ入口近くの席で、昼食を取り 60%
になったら中座してしまい卓話を聞かずに、はいさよなら、ではあまりで
はないかなぁ ?
　休会日を事務局から聞き合わせ、安直にメイキャップを図ろうとしてい
るのは、時間と金がかからないプラスがあるから、という考えはいかがな
ものかと常日頃感じていました。こんなことでも当クラブの出席になる。メ
イキャップしなければならない理由を真面目に考えることが求められる時
がきている。60% というが一時間を越えたらどうすべきか。メイキャップ
も例会もどんな内容だったのか、どんな卓話がなされたか、聞かれるべき
だと思われます。

閉会宣言	 中山廣雄副SAA
点鐘		 越智孝佳会長


