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2013－14年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　今月は『ロータリー理解推進月間』。会員の皆さま
のそれぞれにロータリーを学んでいらっしゃる事と
思います。奥周盛ガバナーエレクトがサンディエゴよ
り無事お帰りになりました。お疲れ様です。2014−

15年度国際会長・黄其光（ゲイリー C. K. ホァン）氏（台北RC）の
テーマは、『ロータリーに輝きを!!』。これは、私達帯広クラブ創立
80周年をむかえるにふさわしいテーマと嬉しく思いました。
　研修の内容はわかりませんが、ロータリーの会員有志で運営し
ているJRICを通して、Facebookに掲載された楽しい情報をみせ
ていただきました。テーマもさることながら、赤いネクタイも印
象的でした。奥周盛ガバナーエレクト準備にむけて、スタッフの
皆さんもこの赤いネクタイをされて準備に入るわけです。赤は、
元気の出るカラー、やる気カラーとも言われています。これで、次
年度は疲れ知らずの帯広RC誕生ですね。
　さて先週ですが、今年の春、4月9日の例会に弘前アップルRC
のチャーターメンバーでもある関場パストガバナーが当クラブ
を訪問いただけると連絡をいただきました。
　関場先生のRCでの働きは、後日詳細をお知らせしたいと思い
ますが、小児科の先生としてアフリカ・ガーナでお仕事をされた
経験もあり、大変積極的に国際支援の活動をされています。特に
ポリオに関しましては、撲滅困難といわれていたインドにて10年
間にわたってポリオワクチンのボランティアで実施されていま
す。今年は、2月23日がインド政府のキャンペーン日に決定と連
絡いただきました。その直後に、インドポリオ発祥0達成のニュー
スが届きました。本当に嬉しい限りです。これもひとえに、ロータ
リアンのポリオ撲滅への熱意のお蔭だと思います。実は、当クラ
ブから佐藤先生が関場PDGが企画されるインドポリオ撲滅ツア
ーに参加くださるとの事です。佐藤先生、関場先生とロータリア
ン有志の皆さんともに、子ども達にポリオワクチン投与のボラン
ティア経験報告よろしくお願いします。
　まずは、体験が一番です。どうぞ会員一人ひとりが、積極的に多
くのロータリー事業に参加されその体験を身近な人に伝え、ロー
タリーの輪を広げていただければ幸いです
　どうぞ、よろしくお願いします。

■プログラム「例会出席について思うこと」	 プログラム委員会
白石　俊之	会員

１） 出席は親睦の場であると同時に知識を
磨く場である

２） 他クラブへのメーキャップは、簡単であ
るが礼儀は必要

　３） 会員推薦には被推薦者への責任も覚悟が必要
　先日、白内障の手術を受け視力が、かなり改善しRC活動もかな
り出来るようになったと大見栄を切った途端、出席委員長の太田
氏から強制的に出席に関しての卓話を依頼されました。私のよう
な会員がお引き受けするべきか考えましたが、視力は治りました
が、脳梗塞、滑舌が悪く、厳しい卓話になりますがお許し下さい。
　なお、当時の先輩方の知識、発想はかなり原理主義であり、その
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思想、思考には私も賛同しており、今回の卓話の主題と致します。
うるさい先輩と非難されるかもしれませんが、演者も78歳になり
教育する立場と年齢になったと御理解下さい。
　私の出席関係の卓話の機会は4回あり「RCの100%出席への信
仰」「RCにおける出席の意義とメークキャップについて」「RC哲
学において第1義的なのは出席である」「なぜ32年もRCに在籍し
てきたか」その他新会員オリエンテーションも数回この問題につ
いて卓話、講演をしております。
　今回の卓話にあたり、加藤会長時代に作成致しました「RCの基
礎知識」「RCへようこそ」を参考にしようとして再度読みました
が、そのまとめ方は素晴らしく私のお話の基本をすべてを網羅し
ており、これを御理解、マスター頂ければ心配ありません。
　田舎から星雲の志を持ってシカゴで弁護士を開業したポール・
ハリスは当時の汚職に満ちた政商の現状、汚職の混乱に失望し
て、真から話し合える友人・仲間がほしいと考えていた。1905年
2月23日、4人の友人が集まりロータリーが発足した事は御案内
の通りであります。ただ、この集まりはどのような形になるかは
未定であるが、まず話題になった事は、親睦の確認であり、その条
件として毎週仲間と集まる事のできる集団を作る事でした。従っ
てRCの規律のトップにあるのは出席委員会であることで証明し
ております。RCの歴史の中で記載されているのは、RCの会員
は毎年の入会日に会員全員でその会員がRC会員としてふさわし
いかどうか選挙をし、4分の3の賛同が必要であった事。会員とし
て目に見える必要事項は出席回数と出席率が大きな必要事項で
あった事。このような事がRCの出席を厳しくし、会員の増加を多
くしました。そのため我々の入会時には「新入会員は1年間ホーム
クラブに出席すること」と厳命され、それを守る事で29年100%出
席率を守る事が出来ました。出席の意義については、前原勝樹パ
スト・ガバナーのロータリー入門書に明確に理解しやすい文章で
書かれております。「出席は会員としての最小限の奉仕です。出席
無くしてはRCの目的は達成されず、ロータリアンではありませ
ん。その出席にとってはじめて親睦が得られ奉仕の理想が高めら
れるからです。ロータリーは“会”や“事業団体”ではなく“クラブ”
です。クラブは一人一人に主体性が置かれるもので、同好者の集
まりです。出席せぬことは同好者ではないことになり、ロータリ
ー会員の資格を放棄した事になります。」
　このような発想の先輩達に教育を受けた我々は「新入会員が忙
しいからホームクラブに参加せず、メークアップすればいいだろ
う」といった発想は信じられないものです。
　ロータリーは面白くないと述べる人の多くは、卓話のせいにし
ますが、RCのプログラムは、楽しむものではなく学ぶもので、
RCは遊び場ではありせん。1職業1名の意義はそこにあります。
ロータリーの例会出席は自己研鑽、自己修練の場であり、各界の
知識を得て、自己の職業・成長にプラスになる事、諸先輩らとの人
脈作ることである。
　私の会長時代のモットーは、「一人のメンバーは100名の仲間を
全て覚えることは出来ないが、100名の仲間は一人一人の友人
が出来る」これが大切です。
　メークアップとは、ホームクラブ例会時に参加できない場合、



例会前後の2週間の間に他のクラブに出席すれば、36分の参加
で出席になるルールです。
　諸注意としては、出席するクラブの例会が通常の場合には、参
加し、出席のサインをし、会費を支払い、36分以上参加すること
で、当クラブの幹事に連絡が入ります。
　出席予定のクラブが休会、移動例会の場合には、例会会場でサ
インをして帰宅して良いのです。昔は近隣にクラブがなく、時間
をかけて札幌、釧路に行く必要がありましたが、近年は楽になり
ました。メークアップは他の家への訪問になりますので、礼儀を
忘れないようにお願い致します。
　会員の推薦についてですが、特に決まりはありませんので、現
在のように気軽に推薦して下さい。それがRIの方針です。我々の
時代は、「入会1年目は新会員を推薦しないように」と言われまし
た。理由は1年目ではまだロータリーを知らないからとの事でし
たが、これには疑問があります。ロータリー歴が長ければ何でも
知っているか？という事です。
　ただその批判に負けずに勉強して下さい。せっかく入会したロ
ータリーですので、仲間と仲良く、友人を沢山作って下さい。
　最後になぜ40年もロータリーにしがみついているか考えました。
　理由は楽しいからに究極的に辿り着きました。年齢、性別、社会
的身分において何ら差がない仲間と時間を共有することを許さ
れた組織に籍をおくことが喜びにつながります。
　毎回の例会において会長挨拶でどの様な話題を中心に取り上
げて行くのかを楽しみにしております。また、SAAのテキパキと
した司会ぶりも楽しみです。もちろんゲスト卓話は知らない世界
の知識を植え付けられます。医者というものは患者の病を知るこ
とと同時に患者の背景を知ることが大切でありますが、社会感覚
に疎いものです。更に楽しいのは新入会員卓話です。その人の生
い立ちや学歴など多くの事を教えられます。
　現在は、橘君と二人でお互いに持病を心配しながら、今週は顔
を見たが、来週は来るだろうかと、気にして顔を見たら安心するの
も楽しみです。最大の楽しみは、私が死んだときに会長がだれで、
どんな内容の弔辞を読んで頂けるかも楽しみです。40年も在籍
していて弔辞がないのは寂しいですから。以前の総会で会員の死
亡時の死亡広告の有無、弔辞の範囲、供花、ご霊前等について討議
がありました。近々の当事者であろう私が口に出す事を遠慮しま
したが寂しい気持ちでした。このような事から途中退会をしない
ことを決心しました。退会しないのが最大の奉仕であるからです。

■会務報告	 倉野　　賢	副幹事
①帯広RC、第5回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　1月29日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,000円
　出席義務者　理事・役員・各委員長
②帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内
　日　時　2月12日（水）午前11時45分〜午後1時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　講　師　小田島裕一氏　㈲ゴーアヘッドジャパン取締役
　　　　　演題：国境を越えた人間作りから見える国際理解
　　　　　〜スケジュール〜
　　　　　・11：45〜　会　　食　・12：40〜13：20　講　　演
　　　　　・12：15〜　例会開始　・13：30　　　　  例会終了
※帯広西RCは、2月13日（木）の繰上げ例会と致します。
　帯広北RCは、2月14日（金）の繰上げ例会と致します。
　帯広南RCは、2月17日（月）の繰上げ例会と致します。

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・伊藤　誠吾・髙橋　猛文・河村　知明
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

　帯広東RCは、2月18日（火）の繰上げ例会と致します。
③帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　1月27日（月）午後0時
　場　所　自衛隊帯広駐屯地
④・帯広南RC、2月10日（月）の例会は、休会と致します。
　・帯広東RC、2月11日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑤帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　1月18日（土）〜22日（水）時間未定
　場　所　氷まつり会場
　内　容　雪像造り（社会奉仕委員会）
■委員会報告
・出席表彰	 出席委員会
後藤　裕弘 会員　26年　　加藤　維利 会員　21年
奥　　周盛 会員　21年　　森　　武夫 会員　13年
平原　　隆 会員　13年　　小澤　昌博 会員　11年
外崎　裕康 会員　11年　　田守　由宗 会員　 9年
倉野　　賢 会員　 8年　　工藤　大輔 会員　 7年
及川ゆかり 会員　 3年　　太田　隆博 会員　 3年
小水　基弘 会員　 2年

・出席報告	 廣田　　誠	出席委員会
1月22日　会員総数90名　免除会員5名　出席数65名　免除会員2名
1月8日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率　A、76名 B、88.4%
・ニコニコ献金	 村松　一樹	会員（親睦活動委員会）
白石　俊之 会員
　先週の佐藤先生の帯広RCの会報アーカイブの卓話で私の経
歴を掉尾に飾って頂きました。お礼を申し上げます。
　本日は卓話をさせて頂きます。退屈な卓話ですみません。
奥　　周盛 会員
　サンディエゴの国際協議会から無事、帰国しました。いよいよ
始まります。よろしくお願いします。
高原　　淳 会員
　本日の健康診断を担当させて頂きました。
太田　　隆 会員
　例会を欠席された時は、メーキャップをお願します。本日の例
会担当は出席委員会です。
増田　正二 会員
　新年会でふじもり食堂のお食事券が当たりました。孫と食事に
行きます。
■誕生記念日祝　　	中森　　保 会員
■出席表彰記念
後藤　裕弘 会員　　加藤　維利 会員　　奥　　周盛 会員
森　　武夫 会員　　平原　　隆 会員　　小澤　昌博 会員
外崎　裕康 会員　　田守　由宗 会員　　倉野　　賢 会員
工藤　大輔 会員　　及川ゆかり 会員　　太田　隆博 会員
小水　基弘 会員　
■次週プログラム予定
1月29日（水）「人と出会い　甲子園へ」 （プログラム委員会）
 帯広大谷高校　野球部監督　網野　　元 様


