
（１）次回例会は委員長就任
  　　あいさつです。欠席の
　　　ないよう宜しくお願いします

2017年7月

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します
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2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

ロータリー：
変化をもたらす

2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル4F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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■2500地区2017年　5月
　平均出席率 80､2％

■帯広5RCクラブ出席率 　5月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

76.0％

77.0％

86.8％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

83.5％

81.9％

第1192回例会

 

会長方針 ロータリー活動で夢と友情を育もう

2017.7.24

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

■ニコニコ献金　　　　坪坂　透会員

　本日は、ＲＩ第 2500 地区から成瀬
則之ガバナーそして佐藤三幹ガバナー
補佐をお迎えしての例会となりました。
本日は 11 時から成瀬ガバナー、佐藤
ガバナー補佐を迎えての第3回のクラ
ブ協議会が開催されました。
本年度の各役員・理事・各委員長の今年の活動目標想いを発表
して頂きました。皆様方の南クラブに対する想いと行動に対し
て成瀬ガバナーから大変大きなおほめの言葉を頂きました。
又、大事な案件要望もありました。後ほどガバナーからお話し
いただきます。
さて、今月は全国安全月間です。
今年度に入って各業種の事故件数を労働監督省に聞きましたら
十勝での交通事故死者が 3名、労働災害死亡者 4名となってお
ります。死亡、事故、災害を起こしますと会社存続が危うくな
ります。しっかりと仕事も安全もやっていかないとお客様に認
めてもらえないことです。この事をしっかりと胸に刻み、より
良い会社経営をし、充実したＲＣ活動を送りたいものです。
その事がもう、立派な社会奉仕になっているわけです。
　
　

第2500地区ガバナー
　　成瀨　則之様：スマイル

　小田桐秀敏会員：昨日、更別の
ママチャリレースに会社のメンバー8人と初参加
しました。順位はともかく、たのしんで完走する
ことが出来ました。ニコニコです。

　

　

◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

■ニコニコ献金
　7月24日 　13,000円　　累計 　103,000円

■出席状況報告
　5月平均出席率　86.8％

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report

第2500地区第6分区・帯広南ロータリークラブ

■会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出村行敬　会長

■会務報告  　　　  　　阿部公夫　幹事

■ゲスト紹介
RI第2500地区ガバナー　　　　　　　成瀨則之様
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　 佐藤三幹様
　　　　　　地区副幹事　　　　　　山田俊美様
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ガバナー公式訪問例会

ガバナー入場
点鐘
会長挨拶　出村
会務報告　阿部
次回例会は委員長就任あいさつです。
欠席のないよう宜しくお願いします
バナー交換
ニコニコ　坪坂
ガバナー講話
会長・幹事懇談会なごやかに進めさせていた

だきました。皆様の活発な計画をお聞きして

このクラブはいいクラブだとつくづく感じま

した。

会長には 8つの質問をさせていただきましたが

一つ一つに丁寧に答えていただきました

私としてはこのクラブはきちんとやっている

と評価させていただきました。

2500 地区で「クラブに柔軟性を」と強く訴え

ています

私はＲＩの危機感の表れと強く思っています

35000 のクラブがあり、123 万人のロータリ

アンがいます。国も民族も宗教も文化も風習も

クラブの成り立ちも特性もすべて違う

それを一元的に縛ることはなかなか難しく

なり、一つ一つのクラブにとって

大変なチャンスかもしれないです。

自分のクラブはこうしようと考えればもしかしたら

いいチャンスでクラブが活性化できる一つのポイント

になるのではないかと思っています。

そのクラブの特徴を加味して次のステップにつないで

いくことでいろんな事が出来ます。

17 クラブ回ましたが月 3回の例会とした

クラブがありました。

そのクラブそれぞれいろんな活動があります

基本的には月 4回の例会ですが回数を減らす事で

出席率が上がるとは思いません

そのクラブ独自の判断にまかせます。

今回の一番大きな点は

自分たちのビジョンをしっかり持つこと

ではないかと思います

帯広南クラブは会員 70 数名、女性会員 9名

老いも若きもいますバランスのとれた良いクラブと思います

この先私達のビジョンは何いろんな事が出て来る

十分認識された上でクラブ運営をされたら

十分だと思います。

一つだけ方針の中で「ポリオプラスに終止符を」

と書かせていただきました

110 数クラブのホームページを閲覧しました

東京麹町クラブの会報録にこれを読んだ時に

胸が締め付けられて

こんな日本人もいるならポリオに協力しようかと

思いました。1980 年代のはなしです。

1982 年のこと東京麹町クラブに山田つね会員と

ドクターの峯会員奉仕事業でボランティアとして

南インドにはしか予防で 4週間わたることになり

ます。2人でボランティアに参加します

空港に降り立ってマドラスという町で

ポリオの子供たちと出会い衝撃を受け

翌年クラブの周年行事に何かをとこの二人に

強いしさがありポリオワクチンを我々に

与えてくれそれをインドに持って行きたい

ポリオワクチンは一体いくらするのかわかりませんが

5000 人分を用意し二人は南インドに

一ヶ月間不眠不休でポリオワクチン投与

しました。ふらふらになりながら

ポリオを何とかしようということだけで一生懸命

服用します一か月が過ぎ日本に帰国します

当時の東京麹町クラブの会長がＲＩに報告します。

ＲＩは世界奉仕社会事業がありましてプロジェクトが

ありポリオ撲滅のプロジェクトを一番

にかかげました。

1986 年から 5カ年計画でポリオだけでなく 5つの伝染病

はしか、ジフテリア、百日咳などこの世から

撲滅しようとＲＩは募金キャンペーンをしました

5年間は当時は異例だったそうです

5年間で世界中から 1億 5000 万ドルを集めよう

キャンペーンがスタートしますこれもそべて日本人が

こういうふうにやった事でＲＩが動いたことになります結果

1991 年 6 月末でこのキャンペーン終了致しますが集まったお金が

２億 1700 万㌦を集めました。

日本は 1987 ～ 88 年日本国内で 48 億 90000 万円

集めました

それから現在にいたるわけで撲滅をしようと動いています

1988 年東京麹町クラブ創立 20 周年に

会長となったのが山田つね会員 3ヶ月後急死します

後を追うように峯栄治会員も他界しました

会報録によりますとインドでふうどう病がもとで

悪化しなくなったと書かれています

志半ばでお亡くなりになった壮絶な清氏の様に気がしてならないと

会報録は終了しています 1980 年代当時ポリオ錠剤国

日本は外れていますので 125 各国ありました

35 万人の子供たちが

今は 2から 3カ国

ＲＩに先駆けて日本人がポリオ撲滅に

しっかり退治したこと

この世からポリオをなくしたいという

気持ちがあれば十分だと思っています

日本人が始めたこと日本人が終止符を打つ

財団はともかくポリオを理解して頂く

私は掲げさせていただきました

ポリオには様々な意見があります

この世からポリオをなくしたいという

気持ちがあれば大丈夫思っています

今ＲＩがやっているポリオ撲滅という事は

理解して頂くこの会報録をぜひお読みになって頂きた

それを少しでもなくしていこうとその熱意だけは持っていただきたい

次に世界水準と日本のものの考え方の違い

国際競技会が行われました

日本には 34 地区あって一緒に行ってまいりました

ＲＩ会長のヤンライズさん講演がありました

超我の奉仕の言葉を使いました

次がロータリー財団のトップのポールねちぇる

が講演し 120 万人の慈善家ネットワークと

表現しました。認識向上とは堂々と自慢する日本人は

精神論から入ることそれにかけている

日本には仁徳の美学があります。美意識を

持っている日本人が自慢するという感覚にはなれない

でも、わたしは一ガバナーですこのぽーる

は財団のトップです

だれが何と言おうとここが問題です

日本人の精神論は十分わかってワールドスタンダード

それは彼なのです

精神論だけではわたしは今こそ行動を皆さんに説いた

一番の理由はそこにあります

いろんなことを社会奉仕をやらなくてロータリアンではない

わたしはそういう気持ちを持っています地域に根差した

奉仕をやらないロータリアンはあり得ない

まずは社会地域に根差した奉仕をやることが一番大事あと

行動をもう一回見直そうそういう気持ちで

「今こそ行動を」という事になっていますＲＩも財団も

ここのところ末が心配されます当然なと思います

今回クラブ協議会でも話をさせていただき

ましたが陣頭分担ピン一度の説明責任もありません

ただ何年度これ、次は、そのとき改めて考えます

そういう表現だけでした

われわれガバナーは 2500 地区各クラブに説明責任がある

すべてのことを説明しなければならない義務を持っている

ＲＩもロータリー財団も当然同じ事だと思います

ＲＩ理事会にしても規定審議会にしても財団の管理運営委員会にしても

すべて説明が後回しになっています

日本の 34 人でガバナー会を通じてＲＩのほうに質問書を

提出させていただきました

これは自分たちの気持ちというより

ただクラブというのは自主独立をしています

このクラブをどうするか生かすも殺すも皆さん次第だということ

ことがはっきりしているＲＩは何もしていない

いただけないし、何もしようとは思っていない

これから先のビジョンも長期的な中期的なもの

すべて皆さん自身が考えて皆さん自身が答えを出す

これからのやり方になるんだと思います

この胸のバッチはステータスではありません

これは誇りです我々はロータリアンの誇りをここにつけている

そういう意識を持ってこれからやっていただきたい

ロータリーが大好きですいまやっていることと

ロータリーの根本がちょっとづつ違ってきているから

疑問負をもつだけでロータリーが大好きです

ロータリアンの事は大好きでいたいそういう

きもちを持って前に進もうと思っていますまだまだ未熟な

ガバナーで勉強しなきゃならないことたくさんある

そして皆さんに講習して頂きこといっぱいあるｔ歩思い舞うｓ

今言えることは 2500 地区の 67 クラブすべてに良いように

将来を必ず未来が見えるようにそんな風にして頂きたいし

僕も明るい未来が作っていける一助になればそういう風に思っています

これから公式訪問頑張りたいと思います皆さんとおあいできて

本当によかったと思いますこのクラブ帯広で一番先に来てよかったと持っています

その分では幹事に感謝致します

女性会員も 9名とこのクラブは素質しているのかもしれません

そういうクラブに 1番に訪問させていただいて

本当に幸せ者だとこれからも皆さんと一緒にあるける

ガバナーを目指していますどうぞご支援宜しくお願い致します

■バナー交換

　
　　　　RI第2500地区
　　　　　　　　ガバナー　成瀨則之様
　会長・幹事懇談会はなごやかに進めさせていた
だきました。皆様の活発な計画をお聞きしてこの
クラブはいいクラブだとつくづく感じました。
会長には 8つの質問をさせていただきましたが、
一つ一つに丁寧に答えていただきました。
私としてはこのクラブはきちんとやっていると評
価させていただきました。
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2500 地区で「クラブに柔軟性を」と強く訴えてい
ます。私はＲＩの危機感の表れと強く思っていま
す。35000 のクラブがあり、123 万人のロータリ
アンがいます。国も民族も宗教も文化も風習もク
ラブの成り立ちも特性もすべて違うそれを一元的
に縛ることはなかなか難しくなり、一つ一つのク
ラブにとって大変なチャンスかもしれないです。
自分のクラブはこうしようと考えればもしかした

らいいチャンスでクラブが活性化できる一つのポ
イントになるのではないかと思っています。
そのクラブの特徴を加美して次のステップにつな
いでいくことでいろんな事が出来ます。
今迄 17クラブ回りましたが、月 3回の例会とした
クラブがありました。そのクラブそれぞれいろん
な活動があります。基本的には月 4回の例会です
が回数を減らす事で出席率が上がるとは思いませ
ん。そのクラブ独自の判断にまかせます。
今回の一番大きな点は自分たちのビジョンをしっ
かり持つことではないかと思います。
帯広南クラブは会員70数名、女性会員 9名、老い
も若きもいます。バランスのとれた良いクラブと
思います。
この先私達のビジョンはいろんな事が出て来きま
す。十分認識された上でクラブ運営をされたら良
い思います。
　一つだけ方針の中で「ポリオプラスに終止符を」
と書かせていただきました。
ポリオには様々な意見があります。この世からポ
リオをなくしたいという気持ちがあれば大丈夫思
っています。今、ＲＩがやっているポリオ撲滅とい
う事を理解して頂き、東京麹町クラブの会報録を
ぜひお読みになって頂き少しでもなくしていこう
とその熱意だけは持っていただきたい。
　次に世界と日本のものの考え方の違いですが
国際競技会が行われ日本の 34 地区のガバナーと
一緒に行ってまいりました。
ＲＩ会長のイアンＨ．Ｓ．ライズリーさんの講演が
ありました。「超我の奉仕」の言葉を使いました。
ところが次の日にはロータリー財団のトップが講
演し、ロータリアンではなく 120 万人の慈善家ネ
ットワークと表現しました。
社会奉仕をやらなくてロータリアンではない私は
そういう気持ちを持っています。
地域に根差した奉仕をやらないロータリアンはあ
り得ない。
今回クラブ協議会でも話をさせていただきました
が一度の説明もありません。
我々ガバナーは2500地区各クラブに説明責任があ
る。すべてのことを説明しなければならない義務
を持っている。ＲＩもロータリー財団も当然同じ事
だと思います。ＲＩ理事会にしても規定審議会にし
ても財団の管理運営委員会にしてもすべて説明が
後回しになっています。
まだまだ未熟なガバナーで勉強しなきゃならない
ことたくさんあります。
2500 地区のすべてクラブがより良いようにして頂
きたいし、僕も明るい未来を作っていけるように
なればと思っています。
これから公式訪問頑張りたいと思います。皆さん
とお会いできて本当によかったと思います。この
クラブに帯広で一番先に来てよかったと思ってい
ます。これからも皆さんと一緒にあるけるガバナ
ーを目指しています。どうぞご支援宜しくお願い
致します。

■ガバナー講話　


