
さて今週末に控えました当帯広

東ロータリークラブの１年の行事

の中でも、大変大きなウエイトを

占めておりますＩＭが９日に開催

されますので、皆様のご協力を是

非ともお願いいたします。

先週の土曜日、この分区の現在

と次年度の会長・幹事の懇談会・研修会がございました。

各クラブの現在までの活動状況の報告等をお聞きすると、

会員増強に成功しているクラブ等もいくつかございます。

やはり多くの声かけ運動等、成功しているクラブもある

とお聞きいたしました。当クラブも何とか増やしていき

たい、財政的にもいろんな面でもクラブに大きなプラス

になると考えております。

話は変わりますが今朝の全国ニュースの中で、山形県

寒河江市でノミが発生したニュースが流れておりました。

映像を見る限りかなり雪も少なくなっているようでござ

います。この帯広十勝と似たような風景が映っておりま

した。懐かしいなとの思いで見ておりましたけど、ＩＭ

が終わりますと６月に当クラブ35周年の事業がございま

す。皆さんにご案内を致しますので寒河江のロータリー

クラブの皆様をお迎えして、楽しい有意義な35周年を迎

えるための準備を進めていきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

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。

会務報告� �池田　誠�幹事

◎第６分区ＩＭ（都市連合会）開催のご案内

　日時　平成31年３月９日（土）午後１時～午後５時

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　　＜タイムスケジュール＞

　　　登録受付　　13：00～13：30

　　　開 会 式    13：30～14：00

　　　基調講演    14：00～15：00

　　　　◆ＲＩ第2500地区パストガバナー 成瀨則之様

　　　特別講演    15：10～16：30

　　　　◆フリーアナウンサー 和久井薫様

　　　閉 会 式    16：30～17：00

　※尚、帯広東ＲＣは３月12日（火）の繰上げ例会と致します
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3月結婚記念日を迎える会員� 親睦活動委員会

　西藤　　亭　会員　昭和37年３月25日

　石川　博機　会員　昭和43年３月８日

　板倉　利男　会員　昭和44年３月24日

　加藤　武志　会員　昭和55年３月22日

3月誕生日を迎える会員� 親睦活動委員会

　金尾　浩幸　会員　昭和15年３月28日

　板倉　利男　会員　昭和17年３月５日

　曽根　　一　会員　昭和26年３月11日

◎バースデーソング� 親睦活動委員会

◎乾　　　杯� 高田　進�会員

◎会　　　食

会長挨拶� 益子裕之�会長

最近大変暖かい日が続いておりますが、一昨日釧路地

区の積雪ゼロ宣言がございましたけど、歴史的に雪が少

ないこの冬３月の中旬には十勝のゴルフ場もオープンす

るというようなお話も届いております。

月間テーマ

【水 と 衛 生 月 間】



委員会報告� ＩＭ実行委員会　加藤昭治�副委員長

皆様こんにちは。準備をしてきま

したＩＭ、今週３月９日土曜日13時

から開催される予定であります。段

取りは出来てございます。今回登録

は505名、当日は348名の出席を予定

しております。会場の人数の関係で

席はテーブルを作りましてそこにケーキとコーヒーを置

くような形になっておりますので、チョット狭い感じが

いたしますけど、何とかやれる状態になっております。

当日はこの部屋で11時半から音更クラブと合同例会を

行い、そこで簡単にご紹介をした上で、12時頃には会場

の段取りをお願いしたいと思っております。詳細は当日

お話いたしますけど、いろんな役割について事前にお願

いしてございます。今回は宴会もございませんので、式

典だけですので難しい内容ではございませんけど、最初

の受付のとこだけをしっかりやらなければいけないと思

いますので、どうぞ協力の程よろしくお願い致します。

ニコニコ献金� 親睦活動委員会　安藤洋幸�委員

毅益子会長　釧路が積雪０となりま

した、異常に早い春の訪れに、何

か違和感も感じます。油断は禁物！

毅加藤（武）副会長　結婚記念日のお

祝いを頂き有難うございました。

毅池田幹事　今週の土曜日のＩＭよ

ろしくお願いします。

毅石川会員　長野市でのオーバー70の全国アイスホッケ

ー大会に行ってきました。

毅曽根会員　９日のＩＭではお世話になります。どうぞ

よろしくお願い致します。誕生日に記念品を頂き有難

うございました。

毅加藤（肇）会員　弥生３月、一気に春めいた感じですね。

ニコニコします。

毅及川会員　本日青少年ロータアクト委員会担当例会で

ございます。私の小学生時代の恩師柳橋敏雄先生にお

こしいただいております。本日の事もこころよく引き

受けていただきました。ありがとうございます。

プログラム 青少年奉仕・ロータアクト委員会

【ゲスト卓話】

テーマ：【会社・企業にとって人材育成に
難しい時代を迎えて！】

音更町陸上競技協会�会長　柳橋敏雄�様

皆さんこんにちは。ご紹介にあり

ました柳橋敏雄です。

私は帯広三条高校を卒業しまして、

北見工業大学の陸上部と合唱部にい

たものですからほとんど勉強しなか

ったのが正直なところです。北見工

大って化学が好きだったから入ったのですけど、やって

いくと私の性格にあっていないということで、昔北海道

学芸大学は５分校あり釧路学芸大学にいきました。卒業

後にえりも町に行きまして、中学校の音楽を教えること

になりました。併設校のでしたので午前中は小学生、昼

から中学生の音楽を持つことになり、その傍ら青年団に

入ったり陸上をやってました。

今は十勝陸上クラブの顧問になっております。十勝陸

上クラブは会員が135名の小学生と中学生。帯広の森ス

ポーツクラブ『はつらつ』というところで幼児・小学生を

指導しています。選手を育てていくのですけど、遊び心

も持っていなければ、そして出来るようになったら褒め

てあげる。これは人材を育てるときに１番だと思います

けど、当たり前に出来ること、昨日までに出来たことを

褒めても何も子供は喜ばない、指導者とか会社の上の方

は考えていかなければなりませんね。コーチとは望を叶



えてあげる、あなたの行きたいところにつれていってあ

げるといったことで、まずそのためには選手の意識改革

をしなければなりません。そしてアスリートとしての自

覚・自立、そして当り前の事を当たり前と思わずに、変

わろうとする意識これが大事だと思います。練習中には

絶対全力を出し切る、手抜きをしてたら何も成長しない

ということです。

私が1984年から86年にメキシコ日本人学校海外派遣と

いうことで行きました。そこでとんでもないことが起き

ました1985年の大地震マグニチュード8.0です。地盤に

問題があるのですメキシコシティーというと沼の上を埋

め立てて作った街なのです。その街の南北50km 東西が

30km そこまで盆地になっており、必ず街を出るときは

山を越えていかなければならない。ですから埋め立てて

作ったために倒れてしまった。私の住んでいたところは、

溶岩台地の上でしたので何も問題は無かったのでした。

そのような経験をしてきました。

オリンピックに３度出場したことのある小坂忠広選手

が私の家に泊まりまして、いつもしゃべったことがあり

ます。イメージトレーニングだよ、表彰台に上がった時

になんて挨拶するの、インタビューされたらどうするの、

そのことをいっておりました。ですから練習をしなきゃ

だめだ、日本代表になるためのトレーニングをしっかり

しなきゃだめだ、そして練習方法もそうですけど、メキ

シコって2240メートルの高い位置に街があり高地トレー

ニングの効果もあります。それとバイオリズムを参考に

して自分の体調を調べて、悪いときには節制してそちら

の方に気力体力知力をもっていきなさいと、そのような

ことは勉強になりました。

ある試合で日本はカメルーンに負けました、なぜ負け

たか練習方法にあるのです。カメルーンは個々を伸ばす

のです。日本は攻めるために組織的に一斉指導をしてい

て、学校の授業も一斉指導です。そこが違うのです、好

きなことに興味を持ってやっていく、ですから才能が伸

びやすいのではないでしょうか、上から指示をするので

はなくて、自分のやりたいことを伸ばしていくのです。

あと大事なことは体の柔軟性です。体の柔軟性も骨盤

の柔軟性と足首の柔軟性、そしてもっと大事なのはコー

ディネイションという脳と手足を結ぶ運動で巾の広い運

動能力を高めることです。

人材を育てるためにはどうしたらいいのだろうか。今

だけ良ければ良い・自分だけ良ければ良いと・お金だけ

という考え方を改めていくと、献金したり友達を褒めた

り仲間を褒めたり、成功と幸せは後からついてくると、

世の中とはそういうものです。

大事なことはある会社で運動を指導していました、そ

の時にいろいろ教えて頂いたことです。まず暖簾を下げ

ないような行動をすることです。もう１つ大事なのは、

逃げない・隠さない・ごまかさないということです。こ

の３つのことをきちんとやっていけばいいと思います。

もう一つ会社経営の方針ですけど、この考えを共有す

る、個で解決をしないで集団で解決したほうがいいと、

そして責任は自分が取るような考えで進められたらいか

がでしょうか。「当たり前のこと」「馬鹿になってやる」「ち

ゃんとやる」ということが今の若い人はできないのですね。

先程練習の時は全力でやるといったのですけど、手抜き

をするのですね。「人の振り見て我が身を直せ」「我が子の

振り見て親が直せ」親も悪いと子供も悪いと。会社とい



◎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� 担当：帯広東RC・音更RC

　３月９日（土）「６分区ＩＭ」

　　　　　　　13：00～17：00

　　　　　　　　　ホテル日航ノースランド帯広

　　　　　　　（例会 11：30～

　　　　　　　　　於：ノースランド フィオーレ）

　　　　　　　※３月12日（火）の繰上げ例会

うのは何でも、継続性というのは大事でとにかく継続性

だよ。それと専門性です。

役に立つ喜び。必要とされる喜びこの２つの向かって、

いつまでも育ってほしいな。ここで今皆様にご紹介する

のは、私が勉強した中での３つの大研究です。実はイギ

リスは生活習慣病が凄かったのです。脳卒中・高血圧・

血糖値・肥満なので早く亡くなる方が多かったのです。

ここでどうしたかというと、国で法律を作って運動しよ

う減塩・禁煙などを20年続けた結果、生活習慣病の人が

減ってきた、しかも認知症も減ってきた。アルツハイマ

ー病は生活習慣も関係があることが分かってきました。

平均寿命と健康寿命が一緒になるように運動・食事を気

をつけましょう。

最後になりますけど、人材を育てるために良く生きる

明るく健康な人生を、支え合う社会に参画できる人でな

いとだめだと、皆さんを見ていますとあえてここで言う

ことでないと思います。食べることは生きることだとき

ちんと言わなきゃだめなのですね。指導者は両面性がな

いとだめなので、母親と父親の両方の性格です、父親は

子供を伸ばす。その意味でも厳格・厳しさでところがい

ざというときには頼られる存在ですね。母親というのは

見守るですか。指導者として父親の性格と母親の性格を

持ってなきゃだめだということで、教員をやっていると

きに良く思いました。

私はこのようにお話させて頂けるのが大変嬉しく思い

ます、私も最近気をつけているのは、記憶が弱くなって

きました、まず記憶をしっかりしていかなきゃだめだと

思いました。それと運動をある程度しなきゃだめだと、

それと思考で考えることも大事だと思っています。

今日はどうもありがとうございました。クラブの一層

のご発展、皆様の益々のご活躍を幾重にもお祈り申し上

げまして、私のつたない話を閉じさせて頂きたいと思い

ます。ご清聴有難うございました。


