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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを

■会長報告	 合田　倫佳	会長
　今週より9月となりました。
　ロータリーの9月は、新世代のための月間です。
　来週末には、帯広で開かれる第2500地区RYLAセミナー
に、当クラブから新世代5名、ロータリアン3名が参加をする
予定です。

　今回のホストクラブは帯広北クラブですが、帯広ロータリークラブが
2009年にホストクラブを行った時のスタッフ経験を思い出します。
　また、新世代、青少年の育成に関しては、我々の大きな責務であること
を考え、RYLAに関わらず、多くの場面で皆様のお力をお借りしたいと
考えています。
　私の小さな会社でも地元高校生をインターシップとして毎年受け入れ
ていますが、今年も昨日から3日間の日程で取り組んでいます。こうして
例会には参加させていただいていますが、会社に戻ると再び高校生の実
習の指導者として本日を過ごす予定です。
　さて、先週の移動例会には多くの皆様にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。例会時の野外での昼食もいいものだと思いました。
　また、日甜さんのビート資料館は初めての体験であり、例会後の清水館
長さんからのお話を興味深く聞かせていただきました。
　さらには、翌日の木曜日にありました新入会員オリエンテーションに
も10名の3年未満の会員さんに参加いただき、夜遅くまで懇親を深めさせ
ていただきましたことに感謝申し上げます。
　本日は新入会員卓話として猿川会員、森会員に卓話をいただきます。是
非お楽しみにお聴きください。
　以上、会長報告とさせていただきます。

■「会員卓話」	 （プログラム委員会）
猿川　陽介	会員
　皆さまこんにちは、株式会社ブレイブの猿川陽介と申し
ます。宜しくお願い申し上げます。今年の4月9日に初めて
帯広ロータリークラブの例会に出席させて頂いてから、今
月で6 ヶ月目となりました。歴史と伝統のある帯広ロータ

リークラブに入会させて頂きましたことを大変光栄に思っております。
また、創立80周年という記念すべき年度であると聞くにあたり、さらにう
れしく感謝の気持ちで満たされております。例会に初めて参加させて頂
いた頃は、高名な諸先輩のオーラにのまれ、緊張のため食事を楽しむ余裕
すらございませんでした。しかし、諸先輩には大変良くしていただき、最
近では、例会が楽しく、食事も美味しく頂いており、「ロータリークラブに
入会させていただくことができてよかった」と、心より感謝しておりま
す。飛岡委員長のもと、広報委員会に入れていただき、例会の間、皆様の写
真を撮らせていただいたり、原稿の依頼をするなど見慣れない顔がうろ
ちょろしてご迷惑をおかけしたかと存じますがどうかご容赦ください。
　本日は皆さまの貴重なお時間を少しばかり頂き、簡単ではございます
が自己紹介をさせて頂きたいと思います。
　私は、昭和39年、東京オリンピックの年に教職に就いておりました父
と、そろばん教室を主催しておりました母との間に長男として誕生いた
しました。父はとても音楽とピアノが好きで、いつもピアノの演奏してい
たのを覚えています。母は都甲雅子という名で朗読家として活動してお
りましたので、家庭内では父のピアノと、母の民話などの練習する声が流
れる中で成長してきました。両親ともに教壇や舞台に立つことを生業と
しておりましたが、私に至っては、幼少の頃より極度のあがり症で、今日
のように、人の前に立って何かをするというのは、とても苦手なことであ
りました。今も頭の中が真っ白になりつつある状態ですが、もうひと頑張
りさせて頂きたいと思います。以前、後藤裕弘社長さんから父が学級担任
だったとうかがい、そればかりかお嬢さんやお孫さんにまでご縁をいた
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だいたと聞いて大変うれしく感激いたしました。また、母のそろばん教室
には及川ゆかりさんが通って下さったと聞き、またまた感激いたしまし
た。両親も私も、いつも皆様や身近な誰かにに支えられて生きてきたのだ
なと感謝しております。今ではその両親とも他界してしまいましたが、両
親の分まで感謝申し上げます。
　もう少しお時間を頂き、人様にお聞かせするのも心苦しい私の経歴で
すが、ほんのすこし紹介させて頂きたいと思います。帯広幼稚園を卒園し
た私は北栄小学校に入学いたしました。学区が変更になり栄小学校に転
入しましたが、その頃は両親や先生の言うことをよく聞く、聞き分けの良
い、いい子だったと聞いております。帯広第一中学校に入学して、五十嵐
さん、理事の太田さんに出会いました。2年間、同じクラスだった五十嵐
さんとは、部活動を共にバドミントン部で過ごし、ダブルスを組んで大会
に臨んだこともございました。中学を卒業し帯広緑陽高校へと進学致し
ました。第1期生として校風作りに励んだことを思い出します。サッカー
部に入り毎日ボールを追って走っていたことが懐かしく思い出されま
す。社会人になってからもサッカーは29の歳になるまで続けておりまし
た。当時の体重は52kg、現在は104kgと丁度2倍になりましたので、いつも
半人前と言われ続けていた私ですが、体重だけは一人前になれたものと
自負しております。高校卒業後は北海道理工学院に進学し、2年間、測量
工学を学びました。昭和61年に帯広に戻り、当時東ロータリークラブにい
らっしゃった、堀勇夫さんのご厚情により平田技術コンサルタント株式
会社に入社させて頂きました。堀さんご夫妻にはその後仲人も務めて頂
きました。残念ながらご夫妻共に一昨年お亡くなりになられましたが、一
社会人としてのありかた、志等を勉強させて頂いた事も含め、それらの御
恩は一生忘れません。平成6年には測量事務所を設立し独立致しました。
同時に叔父の津川司法書士の事務所の手伝いをする事になりました。次
第に司法事務所の仕事が忙しくなり、測量事務所の方まで手が回らない
状態となりました。その頃よりお世話になっていた不動産会社のリブコ
ーポレーション五十嵐さん、ピタットハウスの池田さんのお力添えで、不
動産賃貸の会社を設立させて頂き、株式会社ブレイブとして今日までお
仕事をさせて頂いております。この様な経緯のもと公私共に長い間お世
話になっている飛岡さん、そして五十嵐さんに推薦者となって入会させ
て頂き、本日この場に立たせて頂くことがかないました。飛岡さん、五十
嵐さん、有難うございました。
　プライベートにおきましては社会人サッカーや草野球、へたくそなゴ
ルフ、また、海や川で釣りに興じたり、オートバイでツーリングに行った
りもしました、奥尻島がお気に入りでした。数回訪れましたが、大変な震
災に見舞われ、津波の被害に遭われました。島民の皆さんには本当に大変
な思いをされたと思います。数年前に訪れたときにはすっかり復興が進
み、町並みもきれいになっており皆さんがんばられているなと実感し帰
ってまいりました。社会人のサッカーチームに所属していたときに、マネ
ージャーをしていた現在の妻と知り合い、平成10年に結婚し今年で16年
目になります。妻の実家は川西の方にあります別府町で農家を営んでい
ましたので、私も収穫時期には豆を積んだり、トラクターに乗ったりと農
作業を手伝ったものでした。今はもう離農しています。数年前、腰を痛め
てしまい椎間板ヘルニアと診断され、協立病院の佐藤先生には腰の手術
はしない方がよいと言われていたのですが、身動きできないほどのあま
りの痛さに我慢できず、他の病院にて手術を受けました。手術は成功した
ようですが、それからはどうにも本調子ではなく、スポーツやアウトドア
などは、ほとんど腰痛のため諦めてしまいました。メタボでかかりつけの
ドクターには、プールで歩けと指導を受け、市民プールでおばさま方に交
じってアクアビクスなるものも経験いたしましたが、さっぱり体重は落
ちません。最近またスーツのボタンが止まらなくなってきました。たまの
休日には妻と小旅行や、食べ歩きなどをして楽しんでおります。今後は帯
広ロータリークラブの諸先輩のご指導ご鞭撻のもと、良きロータリアン
と呼ばれます様、精一杯努力させていただく所存でございます。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
　本日はとりとめのない自己紹介に耳を傾けて頂きました皆さまに、心
より感謝申し上げますとともに帯広ロータリークラブのますますのご発
展と会員皆さまのご健勝を祈念申し上げ、挨拶に代えさせて頂きます。ど
うも有難うございました。
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9：00受付　10：00〜帯広市民文化ホール
大会記念大懇親会 18：00〜 ホテル日航ノースランド帯広
第3日目（10/12）：本会議第2日
8：30受付　 9：00〜 帯広市民文化ホール

②帯広RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月7日（日）午前9時40分集合（現地集合）
　場　所　帯広畜産大学馬場
　バス出発　9時25分出発（希望者はノースランド9:15集合）
　※尚、9月10日（水）の繰上げ例会と致します。
③帯広RC、ガバナー公式訪問第4回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　9月24日（水）午前10時30分〜午後0時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　出席義務者　理事・役員・委員長・入会3年未満会員
　※クラブ活動計画書を必ずご持参下さい。
④帯広RC、ガバナー公式訪問例会開催のご案内
　日　時　9月24日（水）午後0時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※ 例会前に記念写真をお撮りしますので、11:45までに3F写真室にお

集まりください。
⑤帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月8日（月）午前11時30分
　場　所　友好の森（帯広の森内）
⑥帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　9月9日（火）午後6時30分
　場　所　北の屋台
⑦帯広南RC、9月15日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広東RC、9月23日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広南RC、9月29日（月）の例会は、休会と致します。
⑧帯広東RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　9月16日（火）午後6時30分
　場　所　帯広ワシントンホテル
⑨帯広南RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　9月22日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑩帯広西RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　9月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

■委員会報告
・出席報告
8月27日（移動例会） 会員総数91名（免除会員5名）　出席者62名（出席免除会員0名）
8月6日例会のメークアップを含む出席者数及び出席者率 74名　86%
9月3日 会員総数91名（免除会員5名）　出席者59名（出席免除会員1名）
8月20日例会のメークアップを含む出席者数及び出席者率 76名　87.4%
・ニコニコ献金
猿川　陽介 会員
　本日は卓話で自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。
森　　光弘 会員
　本日は卓話をさせていただきます。感謝申し上げます。

■誕生日祝	 （親睦活動委員会）
田中　　弘 会員　　讃岐　武史 会員
飛岡　　抗 会員　　三宅　弘泰 会員
■結婚記念日祝
眞鍋　智紀 会員　　野村　一仁 会員
森　　武夫 会員　　小水　基弘 会員
栂安　雅満 会員　　工藤　大輔 会員
佐藤　幸宏 会員　　高原　　淳 会員
酒井　敬司 会員　　三浦　啓徹 会員
三宅　弘泰 会員

■9月のプログラム予定
9月7日（日）「家族野遊会」帯広畜産大学 （親睦活動委員会）
※9/10（水）の繰上げ例会
9月17日（水）「地区大会打ち合わせ」 （ロータリー情報・記録保存委員会）
9月24日（水）「ガバナー公式訪問例会」 （理　事　会）

森　　光弘	会員
「人間到処有青山」（人間（じんかん）到る処青山あり）
　1994年1月、大樹町国民健康保険病院に着任しました。は
じめての北海道がここ十勝でした。産科（救急搬送中の出
産）、小児科（捨て子の救命処置）、外科（肘内障整復や虫垂

炎手術の前立ち）、消化器内科（腸重積症高圧浣腸処置）、呼吸器内科（気管
支喘息重責発作の気管挿管管理）、末期がん患者の看取り（癌性疼痛管
理）、交通外傷（わが子を車で轢いた事故によるフレイルチェストの幼児
を挿管管理下で救急搬送）、あるいは自殺、農作業および交通事故死の検
案から遺体修復処置まで。1994年年1月〜1998年4月までの間は、他では
経験できない地域医療の真髄に触れることができました。
地域包括ケアシステムの展開
　1998年年9月「ひとりひとりに光をあてる介護」を理念として社会福祉
法人光寿会を創立。
　大樹町からのご支援を賜り、平成10年7月29日大樹町に定員100名の介
護老人保健施設「ケアステーションひかり」を開業しました。要介護者で
あっても適切なリハビリとケアを組み合わせることによって再び在宅復
帰できるということを証明することができました。
　この法人の理念を更に高めようという志をもって。平成20年4月1日旧
柏林台病院跡地に定員100名の介護老人保健施設ケアステーションアン
ダンテを開設。平成24年3月1日市内自由が丘に定員29名の地域密着型介
護老人福祉施設アルペジオ、ショートステイ10名、通所介護サービスホワ
イエ定員15名の開設。さらに、同年6月帯広市居宅介護支援事業所「ケアコ
ンシェルジュ・シルバーウイング」を開業しました。
地域にあってよかったと思われるクリニックを目指して
　平成12年10月1日、20床の人工透析ベッドと19床の有床診療所である
医療法人社団慈弘会森内科医院を開業（平成20年4月、森クリニックと改
称）。平成24年5月11日、市内の介護事業者との医療連携を高めるために、
帯広市内に内科・循環器科「ハートサウンズもりクリニック」を開業し現在
ここの院長を務めています。
スマートエイジングを目指した地域社会貢献活動
　任天堂DS脳トレ監修者で有名な東北大学加齢医学研究所川島隆太教
授とともに「くもん学習療法研究会」の北海道での普及を目指して活動
しています。「スマートエイジング」とは、加齢による変化をマイナスに捉
えるのではなく、老いることに賢く対処し、一人ひとりが知的に成熟す
ること。言い換えれば「美しく老いる」という生き方を提唱する活動の意
味です。
　「少子化と超高齢化社会の2025年問題」まであと10年。亡国病とも言わ
れ る認 知 症 に 対し ては、専 門 性 の 垣 根 を 越 え医 療・経 済・行 政 の
translational strategyが益々求められている時代だからです。
札幌心臓血管クリニックとの診療連携
　医療法人札幌ハートセンター理事長藤田勉先生とは、どんな医療過疎
地であっても最新の知見に基づく高度専門医療を受けることによって地
域の医療格差を解消できるという志に共鳴。道東初のサテライト外来を本
年5月22日からハートサウンズもりクリニックにおいて開始。藤田理事長
の活動は、8月29日財部誠一氏の番組（BS11）で取材放映されました。現
在の治療実績は、冠動脈形成術13例、カテーテルアブレーション6例です。

「一事一徹一貫」
　ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデルフォールト（長崎西洋医学伝習所開
学者1857年11月12日）は、「医師は自らの天職をよく承知していなければ
ならぬ。ひとたびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のもので
はなく、病める人のものである。もしそれを好まぬなら、他の職業を選ぶが
よい。」と述べています。この命に恥じない生き方をしているのか自問自答
の日々です。
世界一の十勝をつくろう。
　志は、世界最高品質の介護と医療の展開と継続です。「人間到処有青山」

（人間（じんかん）到る処青山あり）にあるとおり、縁あって遠く長崎から十
勝にきて20年。次の30年を目標として十勝・帯広に貢献する所存です。先
輩ロータリアンからのご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①2014−15年度RI第2500地区 地区大会 開催のご案内（詳細は別紙）

日　時　平成26年10月10日（金）〜10月12日（日）
第1日目（10/10）：記念親睦ゴルフ大会
8：30スタート　帯広国際カントリークラブ
第2日目（10/11）：本会議第1日

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 / 飛岡　　抗・副委員長 / 三浦輝世典
　委　員 / 河村　知明・小林　一夫・横尾　俊輔・猿川　陽介・日浅　尚子
●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。


