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す。入会当初は例会に参加することがあまり楽しいとは思えま
せんでした。なぜかというと、何しろ私はあがり症なので、いつ
も緊張していて、料理を味わっている余裕などありませんでし
た。どなたと何を話して良いのかさえさっぱり分からず、また、
人前に立って話すことや、パフォーマンスをするのが苦手なの
で、今日のように、人前で話す機会を頂いても、自分が何を言っ
ているのか何をしようとしていたか頭の中が真っ白になって
しまい自滅している気がします。その様な訳で、どうにも例会
に参加することには苦手意識というか抵抗がありました。です
が、毎週、例会にせっせと出席しているうちに、諸先輩に可愛が
って頂き、ずいぶんと居心地が良くなって参りました。例会は
もとより、夜間例会や委員会活動がとても楽しくなり、地区大
会に参加することも楽しみになりました。行き帰りのバスの中
で始まる宴会が大好きです。ですがいつも楽しいかというとそ
うでない時もあります。
　今日のように皆さんの前で発表などの使命があるときは、逃
げ出したい衝動にかられます。でも今日一日乗り切れば、また
平穏な日が訪れるはずだ、来週は帯広神社で移動例会、日曜日
には家族野遊会。
　「楽しいことだけ考えて今を乗り切れ」と自分に言い聞かせ
ながら、今日ここに立たせて頂いております。
　私にとって、ロータリーには大変な仕事もありますが、それ
以上に楽しいことが多く、旅アソシエ同好会では栂安会長、飛
岡幹事を中心に、旅の中で親睦を深め、楽しい旅行をさせてい
ただいています。
　南の島の旅行ではスキューバダイビングを楽しんでいます。
ちなみに私のバーディーは工藤稔会員です。バーディーとは命
を預け合う大切なパートナーなのです。これまでにグアム、台
湾、宮古島、石垣島の旅を満喫させていただいております。
　4月からは米山記念奨学生のカウンセラーをさせて頂いてい
るのですが、米山記念奨学生の斉光斗くんとは一緒に食事をし
たり、花火大会を見に行ったりと楽しませていただいておりま
す。とても優しくてお酒の強い好青年です。手作りの水餃子を
振舞ってもらいました。さすが本場の味で、とても美味しかっ
たです。
　前年度は親睦活動委員会に入れていただき、家族野遊会、年
末家族会、新年公礼会を皆で計画して、皆様に喜んでいただけ
るようにと頑張りました。帯広ロータリークラブの品位を保つ
のが困難と思われるような衣装でダンスをしたときもありま
した。またあるときは、小水委員長のお供をして、副委員長以下
数名の有志とともに夜間の社会奉仕活動を行い、意識が遠のく
まで一生懸命奉仕活動に努めたことが幾度となくありました。
小水委員長におかれましては、奉仕活動の疲れからか意識が朦
朧とされ、大江平会員の介護を受けながらも、更に奉仕活動に
励まれる姿を何度も見せていただき感銘を受け私も小水委員
長のように頑張ろうと思いました。小田先輩と矢沢永吉の歌を
歌いながら、ロータリーっていいな、仲間っていいな、次回が楽
しみだな。楽しみかも。と今ではそう思うようになりました。
　今年度は國枝会長より出席委員会の委員長という大切な役
を仰せつかりました。小白幹事の足かせにならぬように、あま
り目立ち過ぎず、大きな失敗をしないように祈りながら、裏方
の仕事を丁寧にこなしていきたいと思います。これからは、皆
様とともに、積極的に例会やオリエンテーションに参加してロ
ータリーを学び、会員間の親睦をさらに深め、絆を固めること
により、出席率の向上を計り、支え合い助け合うことで退会者
を少なくすることに繋がるのではないかと思います。前年の親
睦活動委員会に負けないほど、出席委員会を楽しく盛り上げ、
微力ながらも、例会の度に楽しかったと思っていただけるよう
に、各委員会と協力して帯広ロータリークラブを盛り上げ、私
自身も十分に楽しませて頂き、満喫したいと思っております。

「万里一空」「Let's go」それでは「和田エレクト」、よろしくお願
いいたします。
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■会長報告	 國枝　千秋	会長
　こんにちは。8月23日付けのロータリーニュー
スで、2018−19年度国際ロータリー会長に選出
され、アフリカ出身では二人目、ウガンダ人とし
ては初の会長となる予定でした故サム・オオリ会
長エレクトを称えるポリオ基金が設立されたこ

との記事と、8月24日にはポリオ撲滅に挑むパラリンピアン、
デニス・オグベ氏の紹介があります。彼はわずか3歳のとき、マ
ラリアの治療を受けているときにポリオウイルスに感染し、腰
から下がまひ状態となりました。しかし彼は幼少期に味わった
屈辱が、身体の強さを取り戻すための力になったと話します。
今日、彼はポリオ撲滅活動の支援者としても活動し、国連財団
の“Shot@Life”キャンペーン大使として予防接種の推進に力
を注いでいますと書かれています。ロータリーニュースは成瀬
ガバナーのホームページから入っていくことが出来ました。ガ
バナーの地区活動方針の一番に挙げているのがポリオ撲滅で
す。会員皆様におかれましても「ポリオ撲滅」にご協力をお願い
します。
　さらに、8月28日には救命救急診療「日本の姉妹都市との絆、
ブラジルに新生児を救う」と題し、ブラジルの母子健康を支え
るロータリー活動の協力について紹介されています。
　なぜこのようなお話をさせて頂いたのかというとMy 
ROTARYというツールをぜひ利用していただきたいからで
す。インターネットでMy ROTARYを検索していくと見ること
が出来ますので、リソースとニュースを得ていただければと思
います。詳しくはロータリー情報・記録保存委員長から、担当例
会などで説明を頂きますが出来るだけ早く一度ログインして
みてください。リソースとニュースの他、皆様の情報・帯広クラ
ブの情報・役立つツールなどが閲覧できます。
　以上、会長報告とさせていただきます。ありがとうございま
す。

■プログラム	 「例会に出席する意義、メーキャップについて」
	 出席委員長　猿川　陽介
　皆さん、こんにちは、出席委員会の猿川でござ
います。本日は、出席委員会がプログラムを担当
させて頂くことになりました。よろしくお願いい
たします。本日はテーマを「例会の出席」、「簡単な

メークアップ方法」と題してお話しさせていただきたいと思い
ます。出席とは参加すること。オリンピックはもちろんですが、
何事も参加することに意義が有り、参加しなければ始まりませ
ん、相撲も土俵に上がらないことには勝負になりません。ロー
タリーにおいてもこれ然り。本日欠席されている会員様、また、
お仕事が大変お忙しく、出席したくても、叶わない会員様には

「一緒にホテルでランチをしましょう。例会の出席お願いしま
す。メークアップもよろしくお願いします」と声をかけたく思
います。しかし、残念なことに、本日欠席している会員様には、
今日、私の声は届きません。本日会場にいらっしゃる先輩にお
かれましては、「出席の意義」や、「メークアップの方法」につい
ては十分ご理解されていると思われますので、何度も繰り返し
説明を聞いて頂くのも心苦しく思います。ということで、本日
は、出席表彰を24回も受けておられます、和田会長エレクトに、
テーマは「例会の出席とメークアップその他思いつくこと」と
して、何か面白いお話を是非、皆様にお聞かせくださいません
かと、お願いしましたところ、快くお引き受けくださいました。
和田エレクトのお話の前に、少し時間を頂き私の話を聞いてい
ただきたいと思います。本日のテーマをあまり気にせずに聞い
てください。
　私のロータリーに対する思いの変化と自分自身の出席率の
変化をお話します。帯広ロータリークラブに入会させて頂いて
から、3年と4 ヶ月が経ちました。お世話になって、まだ日は浅
いのですが、入会当初と現在では随分と気持ちに変化がありま



・「出席の意義」	 和田　賢二	会長エレクト

　和田エレクト、ありがとうございました。
　皆様、本日は楽しんでいただけましたでしょうか
　どうもありがとうございました。
　来週は帯広神社でお会いしましょう。

■ビジター紹介
帯広北ロータリークラブ
山口　雄幸	様　　和田　郁夫	様
　　
■会務報告	 小白　智志	幹事
①2017−18年度地区大会開催のご案内
　開催日　10月6日（金）〜7日（土） 2日間
　第1日目（10/6）記念親睦ゴルフ大会
  8：30〜 オホーツクカントリークラブ
　第2日目（10/7）受付登録  8：30〜 網走市民会館
　　　　　　　  本会議  9：00〜17：30
　　　　　　　  （昼　食 12：00〜13：00）
　　　　　　　  大会記念大懇親会
 18：00〜19：30 網走セントラルホテル
②帯広RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月6日（水）午後0時〜1時30分
　場　所　帯廣神社（社務所2F大広間集合）
　※ 駐車場は、十勝総合振興局東隣りの神社駐車場をご利用く

ださい。（130台収容可能です）

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 / 河村　知明・副委員長 / 中森　　保・新田　　潔
　委　員 / 高原　　淳・工藤　大輔・石神　美代・倉野　　賢・仁木　宏一
●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。

③帯広RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月10日（日）午前10時30分受付開始
　場　所　帯広競馬場
　※駐車場は、競馬場の駐車場をご利用ください。
　※尚、9月13日（水）の繰上げ例会と致します。
④帯広西RC、8月31日（木）は休会と致します。
⑤帯広南RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月3日（日）午前10時
　場　所　帯広ひまわり幼稚園
　※尚、9月4日（月）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広西RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月10日（日）午前10時30分
　場　所　新嵐山スカイパーク
　※尚、9月14日（木）の繰上げ例会と致します。
⑦ 帯広南RC、9月18日（月）の例会は、祝日のため休会と致しま

す。
⑧帯広西RC、ガバナー公式訪問例会のご案内
　日　時　9月20日（水）午後0時30分
　場　所　北海道ホテル
　※尚、9月21日（木）の繰上げ例会と致します。
⑨帯広北RC、9月30日（金）の例会は、休会と致します。
⑩帯広RAC、9月例会のご案内
　1.日　時　9月3日（日）午前9時
　  場　所　帯広の森　はぐくーむ
　  例会内容　「ふれあい、つなぐ、森づくり」※木の伐採等
　2.日　時　9月16日（土）〜17日（日）午後0時50分より
　  場　所　岩内自然の村・岩内仙境
　  例会内容　「自然からの贈り物」※きのこ狩り等
　  ※例会内容の詳細は、青少年育成委員長まで。

■委員会報告
・青少年育成委員会
帯広ローターアクトクラブ9月第一例会「ふれあい、つなぐ、森
つくり」9月第二例会「自然からの贈り物」例会案内
第37回ライラセミナー in稚内9月2日（土）・3日（日）の案内
・職業奉仕委員会
帯広RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月　6日（水）午後0時〜1時30分
　場　所　帯廣神社（社務所2F大広間集合）
　※ 駐車場は、十勝総合振興局東隣りの神社駐車場をご利用く

ださい。（130台収容可能です）
・親睦活動委員会
帯広RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月10日（日）午前10時30分受付開始
　場　所　帯広競馬場　
・ニコニコ献金  
國枝　千秋 会長
　先週末3泊4日で、京都の孫の所に行きました。「ニコニコ」
大野　清徳 会員
　来週の例会は職場訪問例会と合わせ、神社の境内に植樹をし
て頂けることとなっております心よりお待ち申し上げておりま
す。
猿川　陽介 会員
　本日例会プログラムを担当させて頂きます。皆様よろしくお
願い申し上げます。
飛岡　　抗 会員
　本日テーブル100%出席です。
・出席報告
8/30例会の報告 会員総数90名　内免除会員2名　出席者数59名

■次週のプログラム予定
9月6日（水）「移動例会」 （職業奉仕委員会・社会奉仕委員会）
 ※帯廣神社


