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山上　大輔 会員
　日ごろはみずほ銀行をご愛顧いただきましてあり
がとうございます。私どもみずほ銀行は、1945年に
最初の宝くじが発売された時以来、宝くじ業務の受
託をさせていただいております。まず、『宝くじ』とい
う呼び方についてですが、これはわが国独特のもの

で、宝くじの創成期である終戦直後に、当時の日本勧業銀行の行員
が発案した呼称。その名前の由来は、戦後の物資不足にありました。
当時1枚10円の宝くじは、綿布、缶詰、嗜好品などを賞品として設定
しましたが、ノドから手が出るくらい欲しい「宝物」のような品々が
当たる「くじ」ということで、「宝くじ」と名付けたのです。
　宝くじの売上はどのように使われているかご存知でしょうか。
2014年度の場合、売上の46.7%は当せん金として購入者に、39.8%
は収益金として発売元に納められています。収益金は、教育施設、道
路、橋梁、公営住宅、社会福祉施設などの整備事業や文化芸術の振
興、高齢化少子化施策、スポーツ事業の運営費など、幅広く公共事業
等に使われています。宝くじの購入は、実は「身近な社会貢献」なの
です。 
　次に『宝くじ長者白書』のデータから、高額当せん者の人物像を探
ってみたいと思います。男性は「購入歴10年以上で60歳以上、30枚
購入した水瓶座の会社員のT・Sさん」。女性は「購入歴10年以上で60
歳以上、10枚購入した牡牛座の主婦M・Sさん」だそうです。年齢別
では、男性・女性とも60歳以上の方が第1位。星座別では「水瓶座」が
79人（10.1%）でトップ。「牡牛座」、「蠍座」と続きます。購入歴は「10
年以上」。1回の購入枚数をお伺いしたところ、最も多いのは、男性
は30枚、女性は10枚となっています。購入する時のこだわりは「無回
答」が16.8%を占めながらも、「連番・バラの割合」にこだわって買っ
たという方が17.6%、ついで、「高額当せんが発生した売り場」が
13.6%、「売り場の雰囲気」が10.8%でした。
　ちなみに、当せんした時のポイントは、「落ち着いて当せん金を安
全な場所に保管する」「大まかなスケジュールを考える」「誰に話す
か良く考える」と言われています。みなさんも、万一高額当せんされ
た場合には、「安全な場所はどこか？」をみずほ銀行帯広支店までご
相談下さい。フィナンシャル・コンサルタントが親切・丁寧にご対応
申し上げます。
　最後に、みなさんお待ちかねの当せんの秘訣です。一番の秘訣は、
やはり何といっても「運」。ただし「運」を呼びこむためには、2位の

「継続」も必要ではないでしょうか。3位は「ひらめき」、4位「日ごろ
の行い」と続きます。みなさんに宝くじの神様が微笑むことをお祈
りしております。 

■会務報告 小沢　昌博 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20日（水）午後6時30分集合
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
　出席義務者　理事・役員・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18日（木）午後0時集合
　場　所　北海道ホテル
　講　師　佐藤和孝氏（ジャパンプレス 代表）
　～スケジュール予定～
　　12：00　会食　　　
　　12：30　例会
　　12：40　講演
　　13：30　終了
　※尚、帯広南RC、2月15日（月）の繰下げ例会と致します。
　　　 帯広東RC、2月16日（火）の繰下げ例会と致します。
　　　 帯広北RC、2月19日（金）の繰上げ例会と致します。
　　　 帯　広RC、2月24日（水）の繰上げ例会と致します。
③帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　1月15日（金）午後0時30分
　場　所　明治十勝チーズ館
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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。先週の新年会へのご参加、あり
がとうございました。70名を超える会員にご出席頂
きました。
　今日から実質的に私の年度の後半戦が始まりま
すが、引き続き会員皆様の御協力を宜しくお願いし

ます。
　さて皆さんは『ロータリーの友』1月号をお読みになりましたか？
　ラビンドランRI会長のメッセージとして、『あなたの影響力を増
やしましょう』と投稿されていますが、ロータリーでの経験のほと
んどが地域社会に根づいたもので、毎週、同じ場所で、同じ仲間と会
う事から、日々目にする事、共有する事は地元色が濃いものなので、
より広い視野や奉仕の真の意味を見失うのはたやすいことだと分
析し、その中で一人一人の奉仕活動は全体から見ればごく小さなも
ののように見えるが、その数が多ければ多いほど数の力を発揮し影
響力を持つことが出来ると説いています。先週当クラブの会員が年
初から7名増えて94名になったと報告しましたが、帯広ロータリー
クラブとして地域に何かを残すためにも、残り半年間6名の増員を
はかり、是非100名体制に戻したいと考えております。
　今日と来週の例会プログラムは昨年度末から今年にかけて入会さ
れた新しい会員の方々の『新会員卓話』を頂きます。この卓話がずっ
と聞けますよう、新しい会員のご紹介をどうぞ宜しくお願いします。

■プログラム「会員卓話」 プログラム委員会
長谷川　賢 会員

　私は昭和44年5月23日に生まれ、帯広北栄小学校、
第一中学校、柏葉高校、3年浪人の後、日本大学歯学
部、大学院と進みました。部活は中学まで剣道、中2で
全道大会出場。高校、大学ではバレーボール部。部活
は皆勤、勉強は最小限。卒業試験を130人中ケツ30番

で見事に通過。国家試験当日に命運をかけ、酒で培った各大学のバ
レーボール部の諸君との情報交換能力で国家試験を無事通過。友、
先輩に恵まれていたというしかないと思っております。
　卒業後は帰省しようと考えていましたが、「あんたは喧嘩するか
ら帰ってくるな」と母に反対され大学院に。選択した進路は歯科保
存学。人生で初めて研究という学問を経験。バイト先もいすゞ自動
車本社にある福利厚生機関。時間単価、患者単価、消耗品、減価償却
等々常勤歯科医師から教わりました。無事学位を授かり、博士とな
っています。しかし、現状では何も仕事に影響していないのはご覧
の通りです。
　2001年4月、歯科医師として協立病院へ就職。そこから帯広で生活
するための試練が始まります。歯科で働くものの病院の稼ぎから言
えば10分の1。ドクター 4人で内科1人分の稼ぎと先代に言われ、歯
科インプラントを導入。病院の収支は絶好調となる一方、常務理事
を受けることになり、歯医者の私の売上が減りだし、オーナーから
は説教。自宅でもオフィシャルな場でもやっつけられた気がしま
す。本当にいい経験をさせてもらいました。
　先代の体調が悪くなり、平成19年に理事長を引継ぎ、それまでの
経験を生かせる環境となります。口うるさいトップダウンは職員を
ツブしかねない。私ごとき2世が説得しても影響力はない。これを理
解するまで2年。歯を食いしばって預かった会社を存続させるため
だけを考え、「理念の統一」「総合力で勝つ」「何でも発言できる環境
づくり」、この3つだけ考えて仕事をしました。活動計画を24年から
毎年すべてのセクションでつくらせ、我慢を重ねた結果収支が改
善。職員を信じることが一番ということでしょう。しかし、省みれば
私は謙虚さと我慢が不足していたことが思い出されます。「人が人
を使うべからず。人は人の能力を使うべし」「他人を否定するべから
ず。自らを否定せよ」。職員がこれを念頭にがんばってくれる会社に
なりつつあると感じています。
　これからは高齢者とともに暮らす時代。十勝は医・食・住すべてが
充実する、希望ある地域と私は見ています。この仕事を通じて地域
を包括した住民の健康を担って仕事を作り出したいと考えていま
す。これからも自分の足で営業して皆さんとともに地域に貢献して
まいります。



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 / 小林　義幸・副委員長 / 工藤　　稔
　委　員 / 髙橋　猛文・和田　賢二・高原　　淳・神山恵美子・渡部　　聡・加藤　健吾
●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。

④帯広東RC、移動例会開催のご案内
　日　時　1月19日（火）午後0時30分
　場　所　土谷特殊農機具製作所
⑤帯広西RC、2月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑥帯広北RC、創立記念例会開催のご案内（夜間例会）
　日　時　2月12日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
■委員会報告
・ポールハリス表彰 ロータリー財団委員会

中森　　保 会員　　川上　義史 会員　　合田　倫佳 会員
・米山功労者表彰 米山記念奨学委員会

小白　智志 会員　　中森　　保 会員
・出席報告 出席委員会
11/13例会の報告 会員総数94名　内免除会員5名　出席者数60名
12/16例会の報告 メークアップを含む出席者数67名　出席率76.1%
12月の平均出席率　81.8%
■ニコニコ献金 親睦活動委員会

（1月6日分）
讃岐　武史 会員
　伊藤秀敏さんの入会のご承認を賜り、ありがとうございました。
讃岐　武史 会員
　新しい帯広畜産大学学長、奥田潔さんの入会のご承認いただき、
ありがとうございました。
加藤　維利 会員
　櫻井さんの入会を承認いただき、ありがとうございました。今後と
もよろしくお願いします。
長澤　秀行 会員
　奥田潔学長の入会をご承認をいただき、ありがとうございます。
伊藤　秀敏 会員
　歴史と伝統ある帯広ロータリークラブへの入会を認めていただ
き、ありがとうございます。がんばりますので、よろしくお願いいたし
ます。
奥田　　潔 会員
　歴史ある帯広ロータリークラブへの入会をご承認をいただき、あ
りがとうございます。
櫻井　博一 会員
　伝統と歴史のある帯広ロータリークラブの加入、ありがとうござい
ました。
松島　　隆 会員
　無事退院しました。
加藤　維利 会員
　年末家族会で北海道ホテルの商品券が当たりました。ありがとう
ございます。
大野　清徳 会員
　本日、帯広ロータリークラブの新年安全祈願祭を、ご奉仕させてい
ただきました。会員皆さまのご活躍を心よりお祈りいたしておりま
す。ありがとうございました。

（1月13日分）
工藤　大輔 会員
　このたびは父の葬儀に際しまして格別なるご配慮を賜り、厚く御
礼申し上げます。

後藤　健二 会員
　父・平の葬儀に際しご厚志を賜り、誠にありがたく、心よりお礼申
し上げます。
奥原　　宏 会員
　私の母校青山学院大学が正月の箱根駅伝で完全優勝しました。
高原　　淳 会員
　新年早々、クイズで当たりました。ありがとうございます。
小田　　剛 会員
　新年交礼会で十勝晴れがあたりました。本年もよい年であります
ように。
中田　知德 会員
　先週の新年交礼会で一等賞が当たりました。妻も喜んでくれまし
た。ありがとうございました。
小沢　昌博 会員
　新年会では福袋をいただき、ありがとうございました。ローターアク
トでのチャリティーへ帯広ローターとして寄贈させていただきます。
大森　康次 会員
　新年交礼会で「十勝晴れ」をいただきました。ありがとうございま
した。
山下　大輔 会員
　本日新入会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
長谷川　賢 会員
　本日新入会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたし
ます。
＜前期終了御礼＞
讃岐　武史 会長
中田　知德 副会長
小田　　剛 副会長
合田　倫佳 直前会長
佐藤　真康 会長エレクト
小沢　昌博 幹事
橋枝　篤志 会計
藤森　裕康 会場監督
中島　一晃 クラブ管理理事
國枝　千秋 広報・組織理事
中森　　保 社会奉仕理事
渡辺喜代美 奉仕プロジェクト理事
村松　一樹 出席委員長
大野　清徳 親睦活動委員長
長澤　秀行 プログラム委員長
小林　善幸 広報委員長
奥原　　宏 会員増強委員長
飛岡　　抗 ロータリー情報委員長
川上　義史 ロータリー財団委員長
大和田三朗 米山記念奨学委員長
小水　基弘 職業奉仕委員長
及川ゆかり 社会奉仕委員長
木野村英明 青少年育成委員長
五十嵐聖二 国際奉仕委員長
■お誕生祝い
森　　武夫 会員　　増田　正二 会員　　麻生　幸雄 会員
小倉　　豊 会員　　田中　一郎 会員　　倉野　　賢 会員
奥　　周盛 会員　　石神　美代 会員　　奥原　　宏 会員
野村　一仁 会員　　合田　　修 会員　　國枝　千秋 会員
中森　　保 会員　　山根　正人 会員　　池田　雄一 会員
■配偶者様お誕生祝い　　
猿川　陽介 会員　　田守　由宗 会員　　曽我　彰夫 会員
合田　　修 会員　　小沢　昌博 会員　　森下　　勉 会員
内木　泰永 会員　　
■ご結婚記念日祝い
大江　　平 会員　　中島　一晃 会員　　大和田三朗 会員
新田　　潔 会員　　増田　正二 会員　　
■次週プログラム予定
1月20日（水）「会員卓話」 （プログラム委員会）
 山根　正人 会員・大江　　平 会員


