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「絆」人と人との結びつきを大切に

方針

2021−22年度国際ロータリーのテーマ

会 長

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

■会長報告

栂安 雅満 会長
漆崎ガバナーよりメールを頂きましたのでご
紹介させていただきます。
「この度2021年7月3日熱海豪雨災害に対する
義援金へのご寄付にご協力いただきまして誠に
ありがとうございました。今回の災害において、
ロータリー会員皆様から頂戴致しました心温まる支援金を集計
した結果、1,871,540円の義援金が集まりました。
国際ロータリー
第2620地区災害支援本部へお送りいたしましたので、ご報告
方々御礼申し上げます。
」
ガバナー 漆崎 隆
さて、
昨日パラリンピックの開会式が行われました。
私は初め
て観ましたがなかなか素晴らしいものでした。
びっくりしたのが
右腕のない女性がバイオリンで素晴らしい演奏をしていたのに
大変驚きました。
人間、
訓練しだいでここまで出来る様になるん
だと感心させられました。
ところで、
北海道も27日〜9月12日まで
緊急事態宣言が発せられます。つがやす薬局と日産自動車で計
画しておりますワクチンの職域接種もやっと日程が決まりまし
たので、
ロータリー会員、
及び会員企業の社員、
家族の接種ができ
ますので是非接種をして頂きたいと思います。
詳細については後
ほどメールにてご案内差し上げますので宜しくお願い致します。
■プログラム 「例会出席の基本に学ぶ」
（出席委員会）
田守 由宗 出席委員長
私がロータリーに入会させて戴いたのは17年
前の平成16年が第1回目の例会でした。当時、先
輩の方々から
「新入会員は1年間、例会100%でな
ければいけない。
出来ることなら、5年間100%で
あれば合格だな」
と冗談交じりで話して戴きまし
た。
「 親睦と出席は遅くとも12時まで来る様に」
とも言われまし
た。
現在私は多くの役職を持っていますが、
受ける前はいつも自
分に出来るか出来ないか考えます。
できると思ったら受け、
曲が
りなりにも出席する様心掛けています。
一会社の社長として、
現
在54年目ですが、365日仕事だと心に決めて勤めております。
帯
廣神社の役も41年目になりますが、
出なければいけない時は今で
も100%出ております。
ロータリーの例会を休んだのは、
出雲大社
60年に一度の式催と伊勢神宮20年に一度の式催の2回です。
帯廣
神社100年記念行事で、
街の中を長く進行するため足の手術で札
幌へ平成22年春、1か月病気欠席で例会を3回休みました。今は
平成で言うと平成33年、
例会100%は11年間続いていると言うこ
とになります。仕事上や地方に出ている時、
欠席しようかと思う
ことが心の隅で聞こえてきますが、
先輩方のロータリーは出席す
ることに意義があると言われた事を善の私が言ってくれるので、
悪の私は黙ります。
ここ1〜2年コロナ禍、
例会がありませんでし
たが、
飛ばし飛ばしの例会で何となく気が緩んでしまいます。
マ
スク着用となると殆どの人達の顔と名前が一致しなく、
これで良
いのかな？と最近特に感じてしまいます。
早くコロナ収束となり
皆様方と共に、
前のようにお話ができる様にと願っております。
年齢が嵩むにつれ時代は変化し、
ロータリーも変わって来まし
た。
一番年上になった今、
会員の皆様方の足手纏いとなっており
ますが、
今も昔も変わって欲しくない事があります。
一つ目は、
名
前を呼ばれたら大きな声で返事をする事。
手を挙げて返事をした
時もありましたが、
今では一部の人以外返事無しが多く見受けら
れます。
二つ目はやはり出来る限り例会に出ると言う事です。
過

去は80%割った事がありませんでしたが、
現在60%を割る事もあ
り寂しい限りです。
欠席されている会員の皆様には推薦して戴い
ている方々からお誘いの話をして戴ければありがたいです。
他ロ
ータリークラブ出席率は別とし、
せめて親ロータリーと言われて
いる帯広ロータリーだけでも見本となり、
さすが親ロータリーと
言われる様に節にお願い致します。
私は出来る限り他の役を水曜
日にぶつけない様心掛けて連絡しております。
一番肝心な事は全
ての役に共通しますが、
引き受けるという事はいい加減な考えで
は前に進むのも進まないという事かもしれません。
自分がしなけ
れば誰がするんだと言う気持ちが大切であり、
御陰様で会社の仕
事も一代54年間、
営業と言う営業もなく今日まで来たと言うのも
その一つかもしれません。
讃岐先輩が
「ロータリーに入って良か
ったでしょう」
と言ってくれました。
そう言ってくれる陰には例
会はできる限り出なさいよ、
その事は廻りの人はよく見ていて仕
事も廻ってくるんだと言う事だと自覚しております。
帯廣神社で
41年間役職をしています。
お祈りする時は自分の事を祈る方も多
いかもしれませんが、
私は祈るのは社会が良くなり、
皆様方がい
つまでも元気でいてくれる事だけです。
ロータリー例会を休まな
いで来る事も会員の皆様がたくさん出席して戴ける様、
祈ってい
るからかもしれません。
私がロータリー入会の時は115名の会員
がおられ少しキリッとした時もありました。
ロータリーの特別な
雰囲気もあり、
別世界の面もあり、
消防団員定年まで30年3カ月在
籍した事が時間を守る事にもなったと思います。
約束と時間を守
る事が団体生活の基本であります。
出席委員の皆様に感謝をこの
場で申し上げたい事があります。
それは委員の皆様一人一人が私
に対して委員長は長い間苦労して来たのだから、
私達の出来る事
は任せて下さい。
そして、
分からない時だけお願いします。
と言っ
て戴きました事は委員の皆様には感謝の言葉しかありません。
年
上と言う事だけで協力して戴ける事への感謝の念につきます。
木
村副委員長始め、
皆様ありがとうございます。
一年宜しくお願い
致します。
本日は耳障りの事ばかりと思いの会員もおられる事でしょう
が、
ロータリアンという事で水に流してください。
終わります。
石神 美代 会員
私は帯広ロータリークラブ入会から今年5月で
16年目になります。
本日は入会から皆出席をして
いる理由、
歴史と伝統の帯広ロータリーをこよな
く愛していると言っても過言では無いかと思い
ますが、私の思いの丈を聞いて頂ければ幸いで
す。
ロータリー入会のきっかけについて。
祖父石神清二、
父石神清
明が私の幼少期からロータリーの会員であり、
幼稚園の時は祖父
が帯広信金の初代理事長をしながら帯広駅前で薬局を営んでお
り、
後に家業を継いだ父ですが、
父の思い出として毎週水曜日、
お
昼頃になるといそいそと背広に着替えて何やらその背広にバッ
ジを付けてステーションホテルに向かっておりました。
当時はロ
ータリークラブの例会という事はわかりませんでしたが、
おいお
い分かり始めて私もいつしか父からロータリーの事で何かの手
伝いをさせられたという覚えがあります。
親子三代でロータリア
ンという事もあり、
推薦をされ入会したという次第です。
職業分
類は不動産賃貸業ですが、
本業は薬剤師で現在も泌尿器科病院
の薬局で午後からの勤務を毎日しており、
父の残した薬局を駅前
再開発でオフィスビルに転換し、
賃貸業として二足のわらじを履

いております。
私は何故ロータリーの例会を休んでないかと申し
ますと、
自分の会社のビルはテナントさんあっての仕事です。
入
会時、
このような二足のわらじ状態を若い頃から続けられたの
は、
現在の病院勤務を始める時も、
病院側には毎週水曜日はロー
タリークラブの例会出席で勤務時間が少し遅れる旨の承諾を得
ておりました。
因みに勤務先の病院長も他のクラブのロータリア
ンでした。
私は中学、
高校と皆勤賞で、
元来どういう訳か
「休む」
と
いう事が嫌いな人間だったのかと思います。
入会当初から皆出席
同志の田守会員と出席率の事で
「いつ休むの？石神さん」
「田守さ
んは？」
と冗談で言い合っていた事もありました。
当時は競い合
っていたのかもしれません。
健康であったから続けられたのとロ
ータリーは
「親睦を常として、
出席する事に意義がある」
と私なり
にずっと思って来ました。
例えロータリーに関してロータリアン
としての知識は勉強せず、学ぶ事が疎かでもこのロータリーで
様々な分野、
異業種の方々との出会いがある事に感謝であり、
毎
週お会い出来る事が単純ですが何よりの楽しみという事が出席
率に結びついているのかと思います。
ロータリーの例会を休んだ
事が無いので正直な所、
メーキャップもした事がありません。
よ
く言われていますのは例会を一度二度と休むと次の例会出席が
億劫になる…ですが、
それぞれに職場環境上、
許されない事情も
あるでしょう。
ただお昼の一時間です。外食をしてくるようなつ
もりで、
何とか時間を作り出して出席しようではありませんか。
このロータリーには色々な出会いもあり別れもあります。
それも
人生の中の一生の思い出の一つとしていつまでも忘れられない
事実です。
現在の帯広ロータリークラブもどんどん若返って来て
います。
まだまだ覚えていない会員さんもいらっしゃいます。
コ
ロナ禍でコミュニケーションを取る事が出来ない中、
入会された
ばかりのお隣の席の方々にも声をかけ名刺交換で少しづつでも
親睦を図って頂ければと思います。
まだまだお話ししたい事はあ
りますが、
このコロナが落ち着きましたらお酒の席でもゆっくり
と楽しく語らいたいと思います。
今後の皆様の御健康と益々の御発展をお祈り致します。
本日は
ご清聴ありがとうございました。
木村 尚志 副委員長
改めましてメークアップルール改定について
ご説明をさせていただきます。
まずメークアップ
の対象となるものは何か。
例会メモにも毎回記載
されておりますが、他ロータリークラブ例会、理
事会、
クラブ協議会、
ローターアクト例会、
新入会
員オリエンテーション、
情報集会、
その他事業
（寺小屋・出前講座
等）
、RI・2500地区事業、
その他理事会が承認した事業、
その他理
事会が承認された事業があり、
私としても勉強中の身であり、
対
象となるものについては都度、今後アナウンスをさせて頂きま
す。
次にメークアップルール改定について。
令和元年12月4日の年
次総会にて定款が変更され、
メークアップは同じ年度内であれば
適用されることとなりました。つまり7/1〜6/30のメークアップ
であれば年度内欠席に充当できるということです。
定款本文をそ
のまま一部抜粋しますが、
変更前は
「例会の定例時の前14日また
は後14日以内に他のロータリークラブの例会の少なくとも60%
に出席すること」
となっておりましたが、
変更後は
「次のような方
法で同じ年度に欠席をメークアップする。
他のロータリークラブ
の例会の少なくとも60%に出席すること」
となっております。
つま
りメークアップカードは年度内であれば、
例会を14日超経過して
も有効ということです。ただし、年度内のみ有効なので、年度末
（今年の場合は令和4年6月末）
に出席委員会事務局で保管してい

↑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。

るメークアップカードは一旦全量廃棄することになります。ま
た、
昨年度より帯広ロータリークラブではZoomでの参加も出席
扱いとなっております。但し、ホーム出席扱にはなりません。
Zoom参加されます会員の皆様にお願い事があります。Zoomで
の参加者を毎回出席委員会が確認しております。Zoom出席され
ている参加者が誰であるかがわかるようにしていただけると助
かります。Zoomでの出席の中には名前ではなく
「iphone」や
「galaxy」
など機器メーカーの表記になっている場合がございま
す。
この場合は参加者名が明確でないことから欠席扱いとせざる
得なくなっております。
どうぞこの点に関しましてはご注意いた
だければと思います。
最後になりますが是非、
皆様の可能な限り
のホーム出席は勿論のこと、
出席できない場合はメークアップや
Zoomでの出席をしていただき出席率100%目指していただきま
すようお願いいたします。
■委員会報告
・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
田守 由宗 会員
本日のプログラムを担当致します。
宜しくお願いします。
栂安 雅満 会員
先日帯広北RCのゴルフコンペに参加してきました。
結果グロ
ス73回で今年3回目、
通算6回目のエージシュートです。
目標の100
回まであと94回、
頑張ります。
三井
真 会員
ワクチンが到着しました。
十分用意できるので夜間をご希望の
方は日産さんに是非お申込下さい。
■会務報告
五十嵐聖二 幹事
①帯広RC、
清掃活動参加のご案内
（ロータリー奉仕デー）
日 時 9月12日
（日）
午前10時より
（1時間程度）
場 所 帯広百年記念館前
帯広百年記念館前の池周辺を清掃します。
②RI第2500地区 地区大会開催のご案内
日 時 10月10日
（日）10：20〜15：30（登録受付9：30）
場 所 釧路市観光国際交流センターほか
登録料 7,000円
（入 会3年未満会員研修会
（10/9）に参加の場
合は別途2,000円）
③帯広西RC、
夜間例会開催のご案内
日 時 8月26日
（木）
午後6時30分
場 所 北海道ホテル
④帯広西RC、
家族野遊会開催のご案内
日 時 9月12日
（日）
午前11時
場 所 グランピングリゾート フェーリエンドルフ
※尚、9月9日
（木）
の繰下げ例会と致します。
■出席報告
（出席委員会）
8/25例会の報告
会員総数89名 内免除会員4名
出席者数53名 内出席免除会員0名 うちZoom5名
出席率62.4%
■次週プログラム予定
9月1日
（水）
「海外留学で学んだことを活かした現在の活動」
（国際奉仕委員会）
元グローバル補助金奨学生 田中 佑依 様
（zoom参加）
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