
りがとうございました。

今月９月は国際ロータリーの基本的教育と識字率向上

月間ということで、皆さんのお手元にもマンスリー広報

でご報告がいっているかと思いますが、国際ロータリー

では基本的教育と識字率向上のために、日々いろいろな

活動を行っています。

私の手もとにもレポートが届いております。国内外問

わず、例えばアメリカのニューオリンズの台風の後、学

校は殆ど崩壊しております。この再建にもロータリーク

ラブと地元ボランティアの皆さんの力で、ほぼ完全な形

で復旧する事が出来た。そういった事もロータリークラ

ブのレポートの中でうたわれております。

国内におきましても、京都の洛中ロータリークラブで

不登校の子供達や学生の支援の為に、市民と共にフォー

ラムを開き多くの皆さんが、これに参加をし不登校の子

供達を救っている。こういう活動もロータリークラブを

通じて行われている。という報告も入っております。

このように９月は、基本的教育と識字率向上というこ

とで、国内外問わず大きな注目をあびるべく活動が行わ

れていると思います。

私達帯広東ロータリークラブも、地元で何か子供達の

ために教育またスポーツいろいろ側面から支援して行く

ことが出来ないかなと、考えるのに良い機会ではないか

と考えております。

以上、会長挨拶とさせて頂きます。ありがとうござい

ました。

井上会員に記念品とバナーの贈呈

月間テーマ

【基本的教育と識字率向上月間】
【ロ ー タ リ ー の 友 月 間】

帯広東ロータリークラブ会報
2018-2019年度
帯広東ロータリークラブ
会　　　長 益 子　裕 之
幹　　　事 池 田　　 誠
メディア委員長 加 藤　雄 樹

「前進への挑戦」

■創　立：1984年６月15日　■認証：1984年６月18日　■例会：毎週火曜日 12：30～13：30
■事務局：帯広市西３条南９丁目 帯広経済センタービル４Ｆ ℡0155-25－7347　■会場：ホテル日航ノースランド帯広

第1624回例会
平成30年9月4日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

Y.Kato

2018-2019 年度　国際ロータリーテーマ

【インスピレーションになろう】
2018-2019 年度国際ロータリー会長

バリー ・ ラシン

ガバナーテーマ

【行動するロータリー、つながるロータリー】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

細　川　吉　博

◎起　　　立� 古川直也�副ＳＡＡ

◎友情の握手� 古川直也�副ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 益子裕之�会　長

◎開 会 宣 言� 古川直也�副ＳＡＡ

ロータリーソング 　（四つのテスト）

９月結婚記念日を迎える会員  親睦活動委員長

　曽根　一　会員　昭和54年９月８日

　角　高紀　会員　平成13年９月30日

９月誕生日を迎える会員  親睦活動委員長

　井上　理　会員　昭和45年９月８日

　角　高紀　会員　昭和45年９月17日

◎バースデーソング　� 親睦活動委員会

◎乾　　　杯�

◎会　　　食

会長挨拶 益子裕之 会長

皆さんこんにちは。台風の接近

と共にテレビの報道は大変賑やか

な状況を迎えております。お昼過

ぎに四国に上陸したという情報を

耳にしておりますが、北海道もチ

ョット心配な事になっているなと

思っております。

先日29日の日曜日には親睦委員会の元で家族野遊会、

大変楽しい１日私も生まれて初めての釣り堀を経験しま

して、釣りというのは奥が深いなあ大変楽しい一時をあ



会務報告  池田　誠 幹事

◎帯広東ＲＣ、第３回クラブ協議会開催のご案内

　日時　平成30年９月４日（火）午後６時30分

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　出席義務者：役員・理事・委員長・入会３年未満会員

◎帯広東ＲＣ、移動例会（職場訪問）開催のご案内

　日時　平成30年９月11日（火）午後０時30分

　場所　東洋印刷株式会社（西10南９）

◎帯広東ＲＣ、ガバナー公式訪問

　　　　　　　　　　第４回クラブ協議会開催のご案内

　日時　平成30年９月18日（火）午後５時

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　出席義務者：役員・理事・委員長・入会３年未満会員

　※活動計画書を必ずご持参ください。

◎帯広東ＲＣ、ガバナー公式訪問夜間例会開催のご案内

　日時　平成30年９月18日（火）午後６時30分

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　※アルコールは出ません。

　※�例会前に記念撮影を行いますので、午後６時迄にホ

テル３Ｆの写真スタジオ前にお集まり下さい。

◎ＲＩ第2500地区大会（帯広）開催のご案内

　日程　平成30年９月28日（金）～９月29日（土）

　場所　帯広市民文化ホール

　《大会１日目（28金）》

　記念親睦ゴルフ大会　８:30～　�����帯広国際カントリークラブ

　《大会２日目（29土）》

　登録受付　　　　８:30～　　　�帯広市民文化ホール

　本会議（午前の部）　９:00～12:00　帯広市民文化ホール

　本会議（午後の部）　13:00～17:30　帯広市民文化ホール

　大会記念大懇親会　18:00～19:30　ホテル日航ノースランド帯広

委員会報告 職業奉仕委員会　加藤昭治 委員長

皆さんこんにちは。来週の例会は

東洋印刷さんの会社で職場訪問させ

て頂くことになりました。住所は西

10条南９丁目であります。駐車場の

関係もございまして十分確保されて

いるのですけど、出来ましたら乗り

合わせで車の数を減らせていきたいと思っております。

尚、玄関の方にいきましたら、東洋印刷の方が駐車場

の方に案内される事になっておりますので、よろしくお

願いします。

到着次第昼食を取って頂きまして、11時50分から例会

を進めて行きたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。以上です。

―――――――――――――――――――――――――

福岡会員から写真を頂いておりまして、ここで福岡会

員からの一言お願いします。

皆さんこんにちは。実はこの写真を皆さんにさし上げ

たいと思います。この写真はエベレストの写真です。

宿泊所に泊まっていて50メートル位離れた所にチョッ

トした広場があって、そこでカメラを据えて写真を撮ろ

うと思ったら、今まで晴れていた所が山の上ですから靄

が突き上げるようにつき上がって来て、全然見えなくな

ってきました。

それで引き上げたのですが、帰って一休みして一眠り

して寝て目が覚めたら、私の部屋の窓が真っ赤になって

ました。これはなんだという事になって外へ出て見たら

先程まで見えなくなっていた、山が凄くきれいな山が見

えてました。これは世界で一番高い山でエベレスト（チ

ョモランマ）です。

この写真を今回私が手作りしましたので、皆さんにさ

し上げて一つ見て頂きたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。

―――――――――――――――――――――――――

ニコニコ献金 親睦活動委員会　納　大輔・安藤洋幸 委員

７月24日

毅福岡会員　今日の焼肉パーティーにニコニコします。

８月21日

毅益子会長　娘がみやびジャパンでアジア大会に参加し

ました。健闘祈る。

毅加藤（武）副会長　金足農業高校頑張れ。

毅池田幹事　昨日、１年振りに子供が帰って来ました。

私に似て「のんベイ」かもしれません。

毅板倉会員　本日より９月10日迄、妻と娘のいる英国に

行って来ます。

毅馬渕会員　私の所に滞在していたサッカーＵ－15の選

手団が予想外に勝ち上がり、昨夜は客室が足りず大広

間でお寝み頂く事態となりましたが、今朝無事チェッ

クアウトされました。

毅上野会員　今日の例会プログラムを担当します。豚の

国十勝から宇宙へ飛びましょう。

毅加藤（昭）会員　誕生日に記念品を頂き有難うございま

した。

毅宮前会員　昨年のお盆は家族５人でしたが、今年は７

人で楽しく過ごしました。来年は８人の予定です。

毅古川会員　誕生日に記念品を頂き有難うございました。

毅角会員　８月３日の清掃活動例会、暑い中での清掃活

動おつかれ様でした。

毅及川会員　ライラセミナー高橋理事長御協力ありがと

うございます。

９月４日

毅益子会長　家族野遊会、初めてのつり堀り楽しい一日

にニコニコします。

毅加藤（武）副会長　先般のつり堀り野遊会で優勝を頂き

ありがとうございました。魚は塩焼きで美味かったで

す。

毅池田幹事　先日、子供が帰って来た時、始めて２人で

飲みに行きました。私同様「のんベイ」です。

毅石川会員　先日の家族野遊会、親睦委員会の大池委員

長そして委員会の皆様ありがとうございました。

毅大塚会員　８月31日サッポロビール園にて５年前パー

クゴルフのグランドオープンでお世話になった、デン



マークのアガー御夫妻をはじめ総勢30名の獣医師の皆

さん御家族の方と会う機会がありました。因みに引率

はチィーさんです。相変わらず元気一杯頑張っていま

した。

毅高田会員　親睦委員会、家族野遊会ご苦労様でした。

流しソーメンは良いアイデアでした。

毅曽根会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うございま

した。

毅加藤（雄）会員　本日、つまらない卓話をさせていただ

きます。

毅宮前会員　孫の100日祝い、移動例会つり大会準優勝

を祝し、ニコニコします。

毅西田会員　先月、誕生日、結婚記念日お祝いありがと

うございました。

毅西田会員　大学一年の同好会仲間６人古稀旅行。富山

宇奈月温泉トロッコ列車。富山のお寿司。あ～たのし

かった。

毅古川会員　先日の家族野遊会には多数のご参加を頂き、

誠にありがとうございました。親睦委員の皆様、大変

ごくろう様でした。森会員にはドローンの撮影、あり

がとうございました。

毅大池会員　先日の家族野遊会おつかれ様でした。つり

堀りに焼肉、流しそうめんにピザ、燻製と欲張りまし

たが、楽しく過ごさせて頂きました。ありがとうござ

います。

毅山口会員　先日の野遊会、参加させていただき楽しい

一日ありがとうございました。

毅井上（泰）会員　仕事が順調で充実しています。11月く

らいまで参加する機会は減りそうですが、心はニコニ

コします。

出席報告 出席・プログラム委員会　石川博機 委員長

７月の出席状況の報告

７月は大変出席率が良くて７月３

日が91.4％、７月10日は91.4％、７

月17日は91.4％、７月24日は87.5％

トータルで平均が90.4％ということ

で素晴らしい数字です。

今日のクラブ出席は26名です。ありがとうございまし

た。

プログラム メディア委員会

【会員卓話】

テーマ：【山について】
加藤雄樹�委員長

皆さんこんにちは。

私は山が好きで毎年６回位は行く

ようにしているのですけど、登り始

めたのは高校で山岳部に入りまして、

大学でも山岳部に入ってしまったと

いうことで大分やっていました。

こちらに戻って来て、仕事が忙しかったり結婚したり

して、ずっと登ってなかったのですけど、20年位前に岐

阜のお城に登って降りるときに足が吊ってしまって、足

腰には自信があったのですけど、これは体力が落ちてい

るなと思いまして、もう一回山に登り始めようというこ

とで、近くの山から登り始めて毎年いろんな山に行くわ

けでもないのですけど、好きな山がいくつかありまして

その山を何回か登るというような山登りをしています。

北海道の山というのは、2,000メーター級の旭岳がこ

の辺で一番高いのですけど、気象条件としては本州の

3,000メーター級の山に匹敵するんじゃないかと思います。

非常にいろいろな山があるのですけど、その中で好きな

山というのは春に様似のアポイ岳から登山を始めます。

４月の終わり位になるとほとんどの雪が無くなり、花が

咲き始めるのがその位でいろんな花があります。

アポイ岳には４月とか５月の頭に１回行ってこのあと

大雪山の方がまだ雪が一杯ありますので、４月の末から

６月がアポイ岳に行くようにしています。同じ山３回も

行って面白くないだろうと思われる方もいらっしゃる思

われるのですけど、行くたびに山は同じなのですけど咲

いている花が違うのです。ヒダカソウというのがあった

のですけど盗掘にあいまして、ヒダカソウはほとんど見

ることが出来ないのですけど、うわさによると１株だけ

咲いているという話は聞いたことがあります。昔は見た

様な記憶があるのですけど最近はヒダカソウには遇うこ

とは出来ません。

アポイ岳いろんな花がありますけども、ニホンザリガ

ニもいます。ニホンザリガニは数が少なくなってきまし

て、然別湖とかあの辺は西洋から来たウチダザリガニに

ニホンザリガニは、体か小さいので負けてしまうので然

別湖はニホンザリガニはいなくなってしまっております。

ただまだアポイ岳の沢には、ニホンザリガニがおります。

北海道で４月末から登れる山……アポイ岳

世界ジオパークに認定された独特の花があります



◎閉会宣言� 古川直也�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 益子裕之�会　長

次回プログラム予定 職業奉仕委員会

　９月11日（火）「職場訪問例会」

　　　　　　　於：東洋印刷株式会社

アポイ岳にはいろんな花があるのですけど、アポイ岳

というのはジオパークに認定されまして、昔日高山脈が

出来た頃に地下のマグマがそのままの形で上がって来て、

岩が露出している山なのです。塩基性岩なので普通の花

が咲くことができないので、特別な白い花が咲いている

ということなのです。オオサクラソウといって４月の末

位から咲き始めるのですけど、この花も５月の末位にな

ると咲いていない。それに変わる花が次々と咲いてきま

す。

５月６月７月になってくると大雪山の方も大分雪が少

なくなってきます、エゾツツジとか綺麗な花が咲いてい

ます。北鎮岳といいまして黒岳の頂上から見える北鎮岳

の絶景が、白鳥ににてるので白鳥の絶景と有名なのです

けど、これは雪の残っているわずかな間しか見れません。

大雪山は雪の溶けた所から、次々に花が咲いてきます

チングルマも珍しい花ではないのですけど、この花が一

面に咲いてる所があります。黒岳の頂上から下りて黒岳

石室という山小屋があるのですが、そこを越えて大雪山

の昔の大噴火火口があるのですけどそこの間が雲ノ平と

いいまして、高山植物が凄く綺麗で一面花が咲いている

場所があります。この世の楽園というにふさわしいよう

な素晴らしい景色のところです。エゾノツガザクラとい

う花が一面に咲いているところです。エゾノツガザクラ

はピンク色で形がスズランのような形で花が下に垂れ下

がっているような花なんですけど、これは非常に綺麗な

花でそれが一面に咲いている所というのはなかなか見る

ことが出来ないのではないかと思います。

周りにはいろいろの花が一杯あります。イワヒゲとか

これは小さな白い花が一杯咲いてます、これが集団で咲

いているのです。キンロバイこれは似たような花が一杯

あります。イブキジャコウソウこれは余り見ることがな

いのですけどこれは臭いを嗅ぐとジャコウソウと呼ばれ

てますが良い匂いがします。

そんな山を登りながら体力が落ちてきてますので、花

を見ながらゆっくりと登っていくというのが楽しみだな

と思うのですけど、大雪山今年も２回位行って来たので

すけど非常に綺麗でした。

秋というのはほんの一瞬なのです、冬になってきて大

雪高原沼に行った事ある方もいらっしゃるかなと思うの

ですが、大雪湖の所から９月から自家用車が入れなくな

りますので、シャトルバスで高原温泉までいきます、高

原温泉から登山口の所にヒグマセンターがありましてそ

こで、その日のクマのレクチャーを受けます。そこでレ

クチャーを受けてからでないと入っていけない。大雪高

原沼を１周出来るときと出来ないときもあります。大雪

高原沼は非常に紅葉が素晴らしく、綺麗でいろんな沼が

沢山あるところです。標高差がそれほど無くて、誰でも

いきやすくいけそうな場所です。岩がいっぱいあります

ので、紅葉の形がそれぞれ違ってまして素晴らしく綺麗

な所です。紅葉も赤と黄色と緑もありますので、湖面に

映ると非常に綺麗です。紅葉というのは綺麗なのは１週

間位なのです。１週間というのは短い時間で、その日の

天気によっていけない時もありますので、天気が良くて

紅葉も綺麗な時というのは余り無いのかと思います。私

も毎年１回位行こうかと思うのですけど、だいたい９月

の20日位が一番綺麗な日かなと思います。今年も行って

見たいなと思います。

ハイキング同好会のプリントの配布をさせて頂いてお

ります。今年は９月23日位が良いのではないかと思うの

ですけど、その日に希望の方がいらっしゃいましたら、

ハイキングにいきたなと思っておりますので、ご希望の

方がいましたら私の方までご一報頂ければと思います。

パンフレットの裏にも書いてますけど服装があります。

そんなに標高が高いわけでないですけど、山というのは

何時雨が降るのか分からないですので、レーンウェア・

カッパが必要だと思います。後結構寒い時があるので、

上着・手袋などあったほうが良いかなと思います。

ハイキング同好会９月23日に、大雪高原沼巡りが良い

かなと思っているのですけど、皆さん足がしんどいなと

いうことがあれば、オンネトーの湖を回ることも考えて

います。オンネトーは日程的には少し遅れて、９月最後

の位が良いのでは思います。オンネトーということもあ

りますので、ご希望があればどちらかに行けたらいいな

と思っておりますので、是非ともせっかく北海道に住ん

でいますので、綺麗な紅葉というのはほんのチョットの

間で終わってしまいますので、とにかく見たらビックリ

する位綺麗な所ですので、是非参加の方を募集しますの

で、私の方に申し込みして頂ければと思います。

以上で私の話を終わらせて頂きます。ありがとうござ

いました。

雲ノ平北鎮岳の白鳥 滝見の沼


