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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
　2013−14年度定例例会最後となりました。今年
度は、帯広80周年準備、奥ガバナーエレクトホス
トクラブ準備の年と、本当に皆さまにお世話にな
りました。ひとり二役、三役とご活躍いただきまし

たことに感謝申し上げます。少ない予算の中で、各委員会が
工夫を凝らし、楽しく、笑いに溢れた例会運営いただき、出席
率向上にご尽力いただきましたこと厚くお礼申し上げます。
今年度は86名でスタートし、現在91名と新会員にも恵まれ、

「一人はみんなのために、みんなは一人のために」一丸となっ
て帯広RCのためお働きくださいました。これで、安心して次
年度合田倫佳会長にバトンタッチできます。とはいえ、年度は
6月30日まで。新会員のお声がけをお忘れになっている方は
いませんか？もし、思い出されましたらご一報ください。直ち
に会員増強必携アイテムをそろえて、馳せ参じたいと思って
います。どうぞ、よろしくお願いします。来週は、最後の例会、
夜間例会でございます。みなさま、体調万全にご出席ください
ますようお願い申し上げます。

■プログラム「新入会員卓話」	 プログラム委員会		酒井　敬司	委員長
山崎　育子	会員

　皆様こんにちは、本日は、歴史と伝統の
有る帯広ロータリークラブに入会させて
頂き、 新人会員卓話をさせて頂く事にな
りましたが、足が震えて 上手に話が出来
ますかどうか  不安でいっぱいです。

　私はクリーニング店の長女として帯広で生まれました。戦
後の物の無い時代に小児結核に罹り、小学校は登校禁止にな
り、毎日安静にしている事が仕事の子供時代を送りました。高
校を卒業後、東京理美容専門学校に入学し美容師を目指し上
京。卒業後インターンを東京で修業し免許を取りました。当時
の美容師は住込みでお手伝いさんになった様な毎日でした
が、今思うと東京時代は貧乏でも毎日楽しみが多かった。若さ
が全てでしたから。
　1976年父の勧めるダスキンの加盟店になり現在の会社を
創業致しました。山崎クリーニングがダスキンの共栄工場と
して道東地区のダスキンの洗い工場として、クリーニング業
からの事業転換をしたなかで、レンタル専門に受け持つ事業
部の加盟に手を上げた様です。担当者になった私は手探りの
会社経営者となり、皆様に助けられて現在に至ります。
　この先何年社長を続けられるか、帯広ロータリーのメンバ
ーとして活動出来るか、保証は有りませんが宜しくお願い致
します。

西村　憲治	会員
　この4月に帯広ロータリークラブへの
入会を認めていただきました西村と申し

ます。今回は自己紹介を中心にお話をさせていただきます。生
まれは、福島県会津若松です。鶴ヶ城が有名ですが「さざえ
堂」という面白い建物もあります。堂内の階段が二重らせんに
なっている不思議な構造で、会津にお立ち寄りの際には訪問
してみてください。
　さて、私が生まれた頃には、会津の実家から両親はすでに
東京に出てきており、私はずっと東京で育ちました。小学生の
ときから剣道をやっていまして、警察署の道場で警官の先生
に指導してもらっていました。大学では電気工学を専攻し、平
成に入ってNTTに技術系社員として入社しました。当時は新
入社員にも電柱の素登りを訓練させており電柱が揺れて結
構怖かったことを思い出します。
　入社後は当時出たばかりのISDNという技術の開発をして
いました。上司からISDNを勉強しておけば少なくとも10年
は飯を食えるといわれていましたが、10年もたたないうちに
ISDNは廃れて、一生懸命勉強したことが使い物にならなく
なる現実に虚しさを感じたものです。本当に近年の通信技術
の進歩はめざましいものです。
　29歳のころ社内の海外留学制度を利用してハーバードビ
ジネススクールに入学しました。日本人技術者枠があったら
しく、幸運にもその枠に入ることができました。当時の米国で
は日本の製造業はトヨタやシャープなど成功事例として盛ん
に研究されており、日本人技術者として誇らしく思ったもの
です。留学して感じたのは、起業と競争を重視する米国のダ
イナミズムです。授業ではさまざまなゲストをお迎えするの
ですが、私のクラスでは授業最初のお迎えの儀式として日本
の「一本締め」が採用され、私はその発声を担当していました。
クラスにはズバ抜けて頭脳明晰で口の立つ学生が多く、日本
でしか教育を受けてこなかった私は、個人プレーでは到底彼
らにかなわないと悟りました。語学力は学年最低で、案の定、
学業成績も低空飛行で放校処分のリスクにおののきながら
かろうじて卒業しました。
　最近では、NTT東日本の通信網の保全、特に最近急増して
いるサイバー攻撃への対応や防御を本業にしていました。攻
撃の手法は日々進化しており、目を離せません。
　さて、帯広にこの4月に生まれて初めて参ったわけですが、
異動の機会がなければ十勝の食材や景色の素晴らしさを知
らず人生を終えていたと思います。趣味がアウトドア料理で
すので、この最適の地で、その道を究めたいと思っています。
雑駁ですが、これにて私の卓話とさせていただきます。ありが
とうございました。

■ロータリー情報委員会
佐藤　幸宏	委員長
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■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　6月25日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー　会費:4,000円
② 18日の例会終了後、地区大会実行委員会打ち合わせを開催

致します。
　場　所　ホテル日航ノースランド フィオーレへ（13：30より）
③帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　6月20日（金）午後0時30分
　場　所　北の杜
④各ロータリークラブ年度末最終夜間例会のご案内
・帯広東ロータリークラブ
　日　時　6月24日（火）午後6時30分
　場　所　帯広ワシントンホテル
・帯広西ロータリークラブ
　日　時　6月26日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広北ロータリークラブ
　日　時　6月27日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広南ロータリークラブ
　日　時　6月30日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

■帯広RC第6回クラブ協議会開催
6月18日（水曜日）午後6時からなかもりにて開催されました。

■委員会報告　
・出席報告	 出席委員会	太田　隆博	委員長
6月4日
会員総数　91名　免除会員5名
出席数　　58名　免除会員1名
6月4日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率
A、72名　　B、83.7%

・ニコニコ献金	 親睦活動委員会	大森　康次	会員
白石　俊之 会員
　このような病でながながと休みましたが、今回退院して例
会に出席しました時、思いがけなく、立派な花束を頂き感激致
しました。お礼をお申し上げます
酒井　敬司 会員
　本日のプログラムを担当させて頂きます。

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・猿川　陽介
●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。

三宅　弘泰 会員
　念願のテーブルマスターをさせて頂き、なんと全員出席し
ました。ありがとうございます。
山崎　育子 会員
　新人歓迎会をして頂きありがとうございました。また、本日
卓話をさせて頂き、ありがとうございます。ニコニコです。
西村　憲治 会員
　新入会員卓話をさせて頂きます。よろしくお願致します。

・出席表彰
田中　　弘 会員　55年　　
　1958年の入会です。皆様に励まされ、今日を迎えました。次
の目標は60年です。
和田　賢二 会員21年　　合田　倫佳 会員11年
小白　智志 会員11年　　渡辺喜代美 会員10年
石神　美代 会員 9年　　中田　知德 会員 7年
中森　　保 会員 6年　　飛岡　　抗 会員 4年
安岡美樹夫 会員 4年　　小林　善之 会員 3年
麻生　幸雄 会員 3年　　佐藤　幸宏 会員 2年
藤森　裕康 会員 2年　　五十嵐聖二 会員 2年

・後期終了お礼
渡辺喜代美 会員　　國枝　千秋 会員　　小田　　剛 会員
合田　倫佳 会員　　小白　智志 会員　　及川ゆかり 会員
中田　知德 会員　　太田　隆博 会員　　藤森　裕康 会員
飛岡　　抗 会員　　大和田三朗 会員　　佐藤　幸宏 会員
中森　　保 会員　　工藤　大輔 会員　　外崎　裕康 会員
五十嵐聖二 会員　　小澤　昌博 会員　　木野村英明 会員
小林　善之 会員　　安岡美樹夫 会員　　奥原　　宏 会員
平原　　隆 会員　

■本人誕生記念祝い
和田　賢二 会員

■配偶者様お誕生祝い
神山　恵美子 会員　　池田　健太 会員

■結婚記念日祝い
小倉　　豊 会員

■次週プログラム予定
6月25日（水）「年度末最終夜間例会」 （親睦活動委員会）


