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19年度国際ロータリーのテーマ

方針

Free Mind Rotary

ロータリーを拡めよう
会 長

和田賢二

インスピレーションになろう

■プログラム 「馬を用いた社会貢献：帯広畜産大学の挑戦」
プログラム委員会
国立大学法人帯広畜産大学

教授

南保

泰雄 様

本日卓話をお願いしましたのは、帯広畜産大
学共同獣医学課程の南保教授です。南保教授は
帯広畜産大学を卒業後、21年間にわたりJRA
で競走馬の研究ならびに育成事業に携わって
こられた「馬のエキスパート」で、5年前に「馬臨床獣医学教
授」として着任。ご活躍されています。本日は文部科学省で
も高く評価されている「馬を用いた社会貢献」についてお話
をしていただきました。

■会長報告

和田

賢二 会長

4月1日から新年度となりましたが、この日
来月から始まる248番目の新元号が｢令和（れ
いわ）｣と発表になりました。
｢時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅
は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す｣という大伴旅人の
万葉集の和歌から由来しているそうです。
「 神様のお告げ
で、皆が仲良く穏やかに和を保っていこう」という意味だそ
うであります。
私にとりましても｢和｣と言う文字が入っておりますの
で、とても考え深い物があります。私の娘の名前がレイナと
言いますので、一瞬娘の名前が元号になったのかと錯覚を
致しました。
昨年の7月、会長就任の際に｢2018－19年度の一年間の中
で、日本が平成という年号から新しいものへと変わろうと
する大きな節目の時に、会長を仰せつかり誠に光栄と存じ
ますとともに、大変身の引き締まる思いでございます。｣と
述べさせて頂きました。
本当にこのタイミングで会長をさせて頂いていること
に、感謝せざるを得ません。ちょうど4月から、私の会長年度
も第4四半期に入ったところです。残りの3ヶ月も一生懸命
にロータリー活動を行って参りたいと存じます。
本日は、｢馬を用いた社会貢献：帯広畜産大学の挑戦｣と
いうテーマで、 南保先生にご講演を頂きますが、わたくし
の生まれた育った頃の帯広は、馬は毎日目にする程、共に生
活する存在でありました。近所で日通に勤めて居りました
おじさんは、夏は荷馬車、冬は馬そりにと、小学校へ通う私
たちを乗せてくれましたし、畑では畑を耕す馬がいつもい
ました。今では競馬場やテレビで見るのが殆どとなりまし
た。

帯広畜産大学は、1941
（昭和16）
年に前身である帯広高等
獣医学校として、軍馬
（軍隊で利用する馬）の一大産地であ
った北海道十勝の地に、軍馬の生産や利用に従事する獣医
師の養成を目的として設置されました。戦後は、軍馬や産業
動物としての馬需要が小さくなるにつれて、
研究の中心は馬
から牛へ、
その他の実験動物へと移って行ったそうです。
そうした中でも馬の教育研究の伝統を脈々と受け継がれ
てきているのが、先生が取り組まれている、平成30年度文部
科学大臣表彰を受賞されました「人と馬の絆による教育・研
究・社会貢献活動」とお聞きしております。
本日のプログラムの中で、ご講演頂く事を楽しみにして
おります。どうぞ宜しくお願い致します。
■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯広RC、5月1日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広南RC、創立記念夜間例会開催のご案内
日 時 4月22日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
③帯広北RC・帯広東RC・音更RC、
合同夜間例会開催のご案内
日 時 4月23日（火）午後6時30分
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
※尚、
帯広北RCは、4月26日
（金）
の繰上げ例会と致します。
④帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 4月25日（木）午後6時30分
場 所 夢 人
⑤帯広東RC、4月30日（火）の例会は、休会と致します。
帯広西RC、5月2日（木）の例会は、休会と致します。
帯広北RC、5月3日（金）の例会は、祝日のため休会と致し
ます。
帯広南RC、5月6日（月）の例会は、祝日振替のため休会と
致します。
■ゲスト紹介
国立大学法人帯広畜産大学

教授

南保

泰雄 様

■ビジター紹介 帯広西ロータリークラブ

江口

文隆 様

■米山記念奨学生

APユヘンドラ 様

■委員会報告
・青少年育成委員会
伊藤 秀敏 委員長
第9回帯広ローターアクトクラブ主催
チャリティーフリーマーケットご案内
日時：令和元年5月12日（日）10時〜15時
場所：イトーヨーカドー入り口付近
■ニコニコ献金
親睦活動委員会
・会葬御礼 大江
平 会員
和田 賢二 会員
創立記念例会に坂東先生をお呼びすることが出来まし
た。本日はよろしくお願いいたします。

↑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。

高木
剛 会員
「なつぞら」いよいよスタートしました。ドラマ、ニュー
ス、番組を通して十勝の魅力を発信して参ります。引き続き
ご協力とご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。
新田
潔 会員
新事務所が出来ました。まだ引っ越しは出来ていません。
仁木 宏一 会員
ドリームジャンボ宝くじへの販売協力ありがとうござい
ました。
石川 裕也 会員
短い間でしたが大変お世話になりました。皆様に暖かく
迎えて頂き感謝しております。皆様のご健勝ご祈願申し上
げます。
・本人お誕生日祝い
鈴木
優 会員
中島 一晃 会員
五十嵐聖二 会員
森田 幹也 会員
木野村英明 会員

（3月）
山崎 育子 会員
− 4月のプレゼント曲−
1966年の映画｢男と女｣のテーマソング
監督 クロード・ルルーシュ、音楽フランシス・レイ
主演 ジャンルイ・トランティニャン、 アヌーク・エーメ
（1932年4月27日にパリで生まれる）
・配偶者様お誕生日祝い
奥原
宏 会員
野村 一仁 会員
田中 一郎 会員
橋枝 篤志 会員
・ご結婚記念日祝い
後藤 裕弘 会員
小白 智志 会員
小沢 昌博 会員
（3月）
髙橋 勝坦 会員
長澤 秀行 会員
柴田 勝浩 会員
■出席報告
出席委員会
4/3例会の報告
会員総数92名 内免除会員4名
出席者数64名
3/9例会の報告
メークアップを含む出席者数94名 出席率100%（IMのた
め全員登録）
■4月のプログラム予定
4月10日（水）
「第2回情報集会報告会」
（ロータリー情報・記録保存委員会）
4月17日（水）
「自分史のすすめ」
（プログラム委員会）
高原
淳 委員長
4月24日（水）
「福島第一原発事故を振り返って」
（出席委員会）
新沼 彰人 会員
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