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■会長報告	 合田　倫佳	会長
　2週間ぶりの例会です。例会出席が待ち遠し
かった会員の皆様もたくさんいらっしゃるこ
とでしょう。
　さて、10月8日からの3日間のRI第2500地
区の地区大会に皆様のご協力のもと、無事成

功裏に運営が終わりましたこと、感謝申し上げます。
　曽我地区大会実行委員長、加藤実行幹事のもと、全ての面
でスムースに運営ができました。さすが、帯広ロータリーク
ラブと思えた瞬間でした。
　本日夜には打ち上げがあります。十分に楽しんでいただ
ければと思っています。
　さて、先週末の日曜日、10月26日に旭川ロータリークラ
ブ80周年記念式典、祝賀会に参加してきました。当クラブか
らは奥ガバナー、奥原地区幹事、讃岐地区副幹事も参加され
ていました。
　旭川RCは2500地区内では最も歴史のあるクラブです。
　当クラブと同じく「歴史と伝統」を重んじるクラブである
ことを確認させていただきました。
　隣に座られていた記念事業の実行幹事からそのご苦労を
聞かせていただきました。
　帯広クラブで来年3月に行う予定の80周年記念行事の参
考となったところです。
　本日のプログラムは白石会員にお願いしています。お楽
しみにお聴きください。

■プログラム
「プログラムの卓話についての知識と
	 ロータリー雑知識の楽しみ方」（プログラム委員会）

	 白石　俊之	会員
　3ヵ月という長いお休みをい
ただきました白石と申します。
　私が休んでいる間に多くの
新人仲間が増加し新戦力が増
えたことに感激しております。
嬉しいかぎりです。
　私が入院しております間に、

新プログラム委員長の中島様がお見舞いにおいでくださり
今回の委員会の編成案でおなじ仲間になりましたので宜し
くとご挨拶をいただきました。
　それは卓話の依頼と勝手に判断し入院期間に卓話の原稿
を書くべく苦悩して引用文献を探しましたがほとんど記載
はありません。したがって私のプログラム委員長時代の記
憶を探りましたが30年余前のことですので記憶がうすれて
おります。プログラム委員長時代には卓話を依頼するメン
バーのリストを会員から2-30名、知人から20名前後をみつ
け卓話の内容を打ち合わせをおこない依頼をしました。
　会長時代の会長挨拶は800字の話に限定しその原稿のコ
ピーを会長、幹事、プログラム委員長、会報委員長、田中先輩

に送り各委員の負担を軽減しました。
　それでいろいろな文言を読んだが詳細な規制、制限はな
く弱りましたが、ただ前原勝樹氏のロータリー入門書のみ
が参考資料になりました。これについては後述します。
　ロータリーのプログラムの唯一の規制としては、8月の
会員増強拡大、9月の新世代のための月間、10月の職業奉
仕月間、11月の財団月間、12月の家族月間、1月のロータ
リー理解推進月間、2月の世界理解月間、3月の識字率向上
月間、4月の雑誌月間、6月のロータリー親睦活動月間、こ
れらが唯一の規制であり各会長の指導の下で各クラブごと
にプログラムをつくり再度ロータリーを勉強する機会をも
つことが必須であります。
　ロータリー入門書　前原勝樹氏著からの引用。
　例会はロータリーの基本活動であるクラブ奉仕の各委員
はこぞってこの為の努力します。
　その例会時間の半分である30分間の受け持ちとなるとロ
ータリー活動の主幹をなしているといえます。
　極言すれば例会プログラムはすなわちロータリーだとさ
え言えるでしょう。したがって例会プログラムはまったく
のロータリー的であるべきである。
　例会プログラムはアトラクションとか余興、呼び物的な
考え方をするのはあたっていません。楽しいという事とお
もしろいとは違います。

1）プログラムの内容は会員同士が深く知り合い親睦が深ま
るもの

2）ロータリーを理解させるもの
3）広く各業界や地域社会の実体を知り、奉仕活動の資料に

なりえるもの

　この考えに賛同いたします。
　私たちの様に医療界の多くは知識はあっても社会生活の
知識が欠落している事が多々あります。それをおぎなって
くれるのが友人仲間です。私の会長時代のモットーは「新入
会員は100名のメンバーはすべてを覚える事はできないが、
100名の会員は新入会員を仲間として受け入れる事ができ
る」と同意味と考える。
　したがって本クラブの新入会員卓話や寺子屋勉強会は有
意義なプログラムと考えます。
　私のように会員卓話を楽しみにしているメンバーは多く
います。私は新しい友人を見つける時は人柄、知識、能力、人
生観を知る必要があり、その他育ててくれましたご両親の
教育観を知るのも興味があります。これが私の基準になり
ます。
　また、プログラムは面白いだけではなく、ロータリー勉強
の場であることを知っておいてください。
　また、プログラムはつまらないから退会すると思うのは
無駄な時間つぶしです。
　仲間になったからには深くロータリーを勉強して下さ
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い。多くの仲間をつくり、知り合いをつくり勉強しません
か？
　もう一つのテーマはロータリー最大の奉仕は、退会をし
ない事とお知りおきください。私の様に不自由を体になっ
ても退会しないのは楽しいからです。これが40年続いてい
る理由です。

追伸　時間があまりましたので、ロータリーの雑事を書い
てみました。
これは「白石のしったかぶり知識」とご理解下さい。
古い会員はあいかわらずのお話と無視してください。

1 ） ロータリーの旗を最初に掲げたのは1915年1月4日午前
11時　カンザスシティのボルチモアホテルである。か
わったところでは、1922年リチァード・ハートが南極
に掲げ1926年同人が北極に掲げた。1932年オウガスト・
ビートで気球で18526mにかかげ、1933年クィンシー
等は地下2085mでの例会で用い、フランク・ホウマン宇
宙飛行士は、月周囲飛行に持参した。

2 ） アーチ・クランプは1916年ロータリー財団はレンガと
石で記念碑を建てるべきではない。大理石は摩滅しま
すし、銅を使っても時間がたてば崩れて塵となるでし
ょう。しかし不死の頭脳にロータリー精神を吹き込め
ば光を永遠に放ちつづけることでしょう。

3 ） 金だけではたいしたことはできない。個人の奉仕は金が
なければ無力である。この2つをくみあわすれば文化へ
の天の恵みとなる事ができる。

4 ） 1946−47のRI会長のリァードヘドン氏は、ロータリー
クラブとは業務基準を引き上げ社会の福利を向上し世
界理解をあまねく増進するとともに次期のリーダーを
養成するものである。

5 ） 社会奉仕、1業種1名のクラブの発想の考えはロータリ
ー独自のものとされているがこの概念はフランクリン
のクラブ形成が先駆である。

6 ） 当初クラブの会費は徴収せず経費は欠席などの会員か
ら50セントの罰金から支払った。

7 ） バーズアリポリン宇宙飛行士は月面に4つのテストをお
いてきた。

8 ） 会員の身分は1年間有効で毎年有効資格と認められる必
要がある。会員の身分を更新するには、毎年各自の入会
記念日に会員の4分の3の賛同が必要である。

9 ） ロータリーの本部にあるポール・ハリスのオフィスにか
けてあるもっともお気に入りの言葉は「1000人もの友
人をもつともいえども一人として失っていいと思われ
る友はいないものだ」。

10） ロータリーとは自分のもっているものを他人と分かち
合う義務を自分自身にとっても必要とする哲学。

11） ロータリーは英雄の団体でないし、奉仕によってナイト
の様に爵位を期待するからでなく奉仕する事を特権と
して奉仕をえらぶ男女から構成される団体である。

■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①帯広西RC、10月30日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、10月31日（金）の例会は、休会と致します。
　 帯広南RC、11月3日（月）の例会は、祝日のため休会と致

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 / 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。

　 帯広南RC、11月24日（月）の例会は、祝日振替のため休会
と致します。

②帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　11月14日（金）午前11時45分
　場　所　帯広空港ターミナルビル
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内（クラブフォーラム）
　日　時　11月17日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月27日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

■委員会報告	 曽我　彰夫	地区大会実行委員長
　大会当日3日間はもちろん、約2年間の準備期間を含めて
メンバーの絶大なる協力本当にありがとうございました。
　大会1日目の昼の弁当の時に、事前の連絡の不徹底もあり
聞いている範囲では3名の帯広RCメンバーが外食したとの
事です。大変申し訳ありませんでした。
　相対的には、他クラブよりお褒めの言葉がありました。私
の見て聞いた所、85点以上は自己採点できると思います。
　奥ガバナーもはじめてのガバナーとしての大会で大変で
したでしょう。
　これからも来年6月までは、ガバナーとしての役目があり
ますので、頑張ってください。ありがとうございました。

・出席報告
10/8例会の報告
10/1例会のメークアップを含む出席者数77名
出席率88.5%
　　
10/29例会の報告
会員総数91名　内免除会員5名　出席者数61名
10/8例会のメークアップを含む出席者数72名
出席率82.8%

■出席表彰

■次週のプログラム予定
11月5日（水）「ロータリー財団について」 （ロータリー財団委員会）

渡辺喜代美 会員讃岐　武史 会員

小田　　剛 会員田中　　弘 会員


