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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

に『5つの心』（感謝・積極プラス・判断力・克
こっきしん

己心・勇気行動力）この
5つを日々実践し、ここで必要なことは、現在の自分の姿をはっき
りと据え、『3から5年後の理想的な姿・目標』を、力まずに自然に描
くことです。現実の姿と到達したい姿である「目標」（Vision）が見
えてくると、どのような「改善案」(Venture)ベンチャー（挑戦）を
考え、今日一日に何を改善すれば良いのか、1年後にどこまで到
達すれば『成功』（Victory）できるのかが分かってきます。ですか
ら私どもは、常に皆様のお役にたてる店そしてこの地域で一番店

（価格・在庫・スタッフ資格者（スキル）・笑顔・スピード・クリーン
ネス・清潔等）全ての面に日々努力し地域一番店を目指すのが目
標です。
※私なりに解釈しますと、多種多様な仕事・スポーツなんでも良
いと思います。とにかく一番を目指す!たとえば十勝一、北海道
一、日本一、そして世界一と二番はだめなんです。一番には、必ず
メディアの取材が群がり更に人・金・物がついてきます。今回の十
勝バス野村さんの会社を黒字にさせたのは、お客さんはバスが

「不便」だから乗らないのではなく、「不安」だから乗らないという
事がわかった野村さんはそこから「不安」を解消するための周知
徹底に切り替え、「バスの乗り方」を一軒一軒で説明するように実
践しました。また、夏のイベント十勝毎日新聞社の花火大会がそ
の一つで、東京以北最大20,000発それだけで観光客が群がり経済
効果が生まれますが、その中で林光繁会長の一番は、地域のお年
寄りが喜んで頂けるのが一番だと言われました。
　そこで皆様へご提案させて頂きます。
　帯広ロータリークラブだからできること、すなわち十勝の各業
界トップの方々がここにおられます。是非『がっちり十勝ナンバ
ーワン構想』をぶち上げてはいかがでしょうか?それにふさわし
い方々の正にここがそのクラブだと考えます。
　終わりになりますが、今回広報委員会委員が一同に3分スピー
チできるのも皆様方の温かいご支援ご協力のお陰と感謝申し上
げます。また理事役員や広報委員のみなさんの活動に敬意を表し
ますとともに、ここに、お集まりの皆様のますますのご活躍ご健
勝を祈念申し上げまして、本日の広報委員会3分スピーチを終わ
らせていただきます。
　本日は、ご清聴ありがとうございました。

・クラブ広報委員会　猿川　陽介 会員
　皆様こんにちは。広報委員をさせて頂いており
ます、猿川です。
　昨年4月9日に入会させて頂いた私は、本日をも
って丸1年、皆様にお世話になって参りました。あ
りがとうございます。本日は広報委員会より皆様

に「自分なりの自己実現法」と題して3分スピーチを用意させて頂
きました。私のところは、休憩時間だと思って気楽に聞き流して
ください。
　自己実現というほどのものは意識しておりませんが、子供のこ
ろ、両親から「人との出会いを大切にしなさい、大切な人との出会
いが良い人生を作り、変えていったりするものだ」といわれてお
りました。
　人生可もなく不可もなく大きな成功にも、又大きな失敗にも縁

■会長報告 合田　倫佳 会長
　本日から4月です。先週の例会は身内に不幸が
あり、急遽後藤副会長に挨拶をしていただきまし
たが、後藤会長には2回目の会長代役をお願いし
てしまいました。
　私にとっては2週間ぶりの例会ですが、高桑裕

次会員、廣田誠会員、今井範嗣会員のご栄転の情報もあり、落ち着
かない月末でした。新たな後任の方々の入会をお待ちしたいとこ
ろです。
　さて、ロータリーの4月は【雑誌月間】です。皆様ご存じの通り、
当クラブから佐藤真康会員を「ロータリーの友編集委員地区代表
委員」としてRI2500地区を代表して日本ロータリーに輩出して
います。とても名誉なことであると感じています。
　現在、ロータリーの友から情報提供として「例会を楽しむちょ
っとしたコツ」、「ちょっと変わった例会の食事」の特集を考えて
いることを連絡いただきました。帯広ロータリークラブから情報
提供もしたいとは思っていますが、いかがでしょうか。ノースラ
ンドさんにお願いして出していただいた食事の中から思いつく
のは、プログラムの講師に合わせた食事などですが、変わってい
るかどうかは編集委員の取り方次第かもしれません。
　もし、皆様の中で思いのある食事などがありましたら、私もし
くは幹事までご連絡いただければ幸いです。
　最後に、4月1日はエープリルフールです。私にはそのような才
能はありませんが、ウィットの効いた、許される嘘を言ってみた
いものです。
　「2014-15年度　帯広ロータリークラブ、年間出席率100%達成」
とか。
　以上、会長報告とします。ありがとうございました。

■プログラム　「自分なりの自己実現法」 （広報委員会）
・クラブ広報委員会委員長　飛岡　　抗

　この企画を考え思いたったのは、帯広市社会教
育委員委員長時代、5年ほど前に全国大会へ出向
いたとき、福島大会で講演に来られた佐藤さんの
お話に感動し、自分なりにも実践をしたことをお
話しいたします。

　佐藤さんは、株式会社タカラの創業者として、一世を風靡した
『だっこちゃん』をはじめ、『りかちゃん人形』『チョロQ』『人生ゲー
ム』などの商品を作ってこられました。
　そして、2001年（平成13年）、すべての役職から退きました。佐
藤さんは当時83歳で平成19年山形大学大学院理工学研究科もの
づくり技術経営学専攻博士課程に入学し、平成22年3月末に博士
課程を卒業し、工学博士号取得されました。平成22年8月から山
形大学客員教授を拝受されております。
　佐藤さんの考えは、セルフコーチング自己実現法として7育『徳
育・知育・体育・更に（家族愛、家族の絆、家族を良くする能力とし
ての）家育・（感性を育み日常生活を美しく保つ能力）美育・（遊び
心やゆとりを持って人生を楽しく生きる能力、趣味などで楽しみ
を広げる能力である）遊育・（自立して経済を切り盛りする能力、
家計を維持し、豊かな生活を営むための）財育』の面から探究し次
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がなかった私ですが、やはり、大切なことは人との出会いが、私の
人生をつくってくれたのだと思います。
　測量技師だった私が叔父の司法事務所を手伝うなか知り合っ
た、たくさんの知人、友人に支えられ、また、力添えを頂き、今の私
があると。そして今日、歴史と伝統のある帯広ロータリークラブ
の会員の一人として、ここに立たせて頂けることをなにより誇り
に思い、深く感謝しております。
　「笑顔ひとつで世の中渡っていく」これが私の自分なりの自己
実現法なのかと思います。皆様どうか、これからもよろしくお願
い申し上げます。
　どうもありがとうございました。

・クラブ広報委員会　河村　知明 会員
　ロータリークラブに入会して、素晴らしいなぁ
と感じた事は、外交や軍事力によらない、人との
繋がりを通した平和への活動についてです。自分
は戦争を体験していませんが、両親や祖父母が、
戦争を体験しており、戦争になると、全ての自由

が奪われてしまうと言う事を聞いていました。自分には今年中
学になる娘と小5になる娘がいますが、何を次世代に引き継いで
行くかという事を考えると、平和な社会と言うのはとても重要
だと考えています。人類は、どうしても欲を制御できず、長年戦
争を続けてきました。
　また、過去の文明のあった土地が砂漠化している事を考える
と、現在の人口爆発にどのくらい地球が耐えられるのか、そして、
日本においては、人口減少の中で、いつまでも経済成長が望める
訳でもなく、グローバル経済の競争に巻き込まれて行く中で、ど
んな生き方が大切なのかと考えると、地域コミュニティーの繋が
りや、世界の友人たちとの繋がりがとても重要になってくると思
います。
　これからも自分の活動やロータリーの活動を通して、自分が平
和で住みよい環境を次世代に引き継いで行けるよう努力を続け
ていきたいと思います。

・クラブ広報委員会　日浅　尚子 会員
　「自己実現」というものは、言葉にしてし
まったそこからもう実現しないもののよう
な気がしますし、一方で、人前で語ることで
実現の可能性が高まるもののような気もし
ます。週に1回の貴重な例会で、われらが広

報の委員長は、まったく、難しいお題を出すものです。
　自己実現法、私なりに考えてみましたが、人生の目標は、「いつ
も元気に明るく、爽やかに」です。　　　　　　　　　　　　　
■会務報告 倉野　　賢 幹事
①�帯広RC、4月29日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広RC、5月6日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広西RC、4月2日（木）の例会は、休会と致します。
③帯広南RC、創立25周年記念例会開催のご案内（夜間例会）
　日　時　4月20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　4月23日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤・帯広北RC、5月1日（金）の例会は、休会と致します。
　・�帯広南RC、5月4日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　・�帯広東RC、5月5日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。

■委員会報告
・出席報告
4月1日例会の報告
会員総数91名（内免除会員6名）　出席者数63名（内免除会員2名）
3月14日例会メークアップを含む出席者数及び出席率
A�66名　B�75.9%
・ニコニコ献金
「4月1日」
村松　一樹 会員
　倉野幹事、飛岡会員に電気自動車リーフをご購入いただきまし
た。環境にやさしい電気自動車へのご理解に感謝申し上げます。
今後も電気自動車普及を通じた社会奉仕に励みます！
飛岡　　抗 会員
　本日例会を担当いたします。広報委員会です。不慣れでござい
ますが、全力で行います。どうぞよろしくお願いします。
倉野　　賢 会員
　ポールハリスフェロー 2回目いただきました。
野村　文吾 会員
　ポールハリスフェロー 2回目をいただきました。いつも出席で
きていない私が頂けるのも皆さまからいつもご指導いただいて
いるおかげであります。本当にありがとうございました。
合田　倫佳 会員
　先週の例会を欠席してしまいました。申しわけありません。今
日よりおこづかいが増えました。ありがとうございます。
小澤　昌博 会員
　この度、帯広建築工業組合理事長を拝命致しました。よろしく
お願い致します。
後藤　裕弘 会員
　3月11日の八十周年記念例会に於いて歴代会長として表彰い
ただき、記念品として可愛い卓上時計をいただきました。大切に
使わせていただきます。有難うございました。

■本人誕生日祝
平原　　隆�会員　　木野村英明�会員　　中島　一晃�会員
五十嵐聖二�会員　　山崎　育子会員

■結婚記念日祝
木野村英明�会員　　小林　一夫�会員　　倉野　　賢�会員
道　　吉見�会員　　後藤　裕弘�会員　　奥　　周盛�会員
小白　智志�会員　　竹川　博之�会員　　小澤　昌博�会員

【お知らせ】4月のロータリーレートは$1=118円です。

■4月のプログラム予定
4月 8 日（水）「日本の保険事情」� 大森　康次�会員（プログラム委員会）
4月15日（水）「米山記念奨学事業の理解と発展」�（米山記念奨学委員会）
4月22日（水）「ホームクラブ100%出席表彰と
� 年間高出席率の秘訣について」（出席委員会）
4月29日（水）「休会」※昭和の日


