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2012-13年度国際ロータリーのテーマ　奉仕を通じて平和を

ち続けながら共に喜びを分かち合う事が出来る一年になりますよ
うに、関係する理事・委員長の方々と連携しながらその責務を果
たして参りたいと存じます。
　会員の皆様のご協力とご指導を賜りますよう、どうぞ宜しくお
願い申し上げます。
国際奉仕理事　奥　　周盛

　国際奉仕理事を仰せつかりました。一年間よろ
しくお願い申し上げます。
　ロータリーの5大奉仕の一つである国際奉仕は、
世界をフィールドとする奉仕全般を担当します。3
つの委員会があります。

　世界社会奉仕委員会、委員長は佐藤睦浩会員です。
　ロータリー財団委員会、委員長は橋枝篤志会員です。
　米山記念奨学委員会、委員長は石神美代会員です。
　国際奉仕委員会の活動方針は、世界理解と親善、平和のため
の奉仕活動を実践するとともに、その活動の原資となる資金の
寄付を、会員皆様にお願いすることです。
　その目的と趣旨を、より多くの会員にご理解いただけるように
務めて参りますのでご支援をよろしくお願い申し上げます。
　また、国際ロータリーのロータリー財団は、2014年7月から「未
来の夢計画」を実施します。今年度は、その準備期間であります。
　未来の夢計画では財団の補助金プログラムは大きく変わり、
クラブの奉仕活動にも利用できる機会が広がります。詳しくは、
担当例会プログラムなどを利用して、説明してまいります。一年
間、よろしくお願い申し上げます。
クラブ奉仕委員会理事　木村　裕氏

　クラブ奉仕委員会は6委員会で構成されていま
が、そのうち3つの委員長と1つの委員会の委員を
経験させて頂きました。委員会担当理事は初めて
となりますが、その経験を少しでも活かし、各委
員会の個性を尊重しながら一緒に悩み勉強し、そ

して楽しんでも行きたいと思います。近年会員数が減少し、予
算的にも圧迫されている現在、分相応のロータリーとして考え直
すものはしっかり改革して行きたいと思います。特に、年末家族
会は例年より質素にさせて頂きますし、会報も原稿提出の厳格
化を強化させて頂きます。非難もあるかと思いますが、皆様のご
協力をお願い致します。
社会国際奉仕理事　讃岐　武史

　今年度、社会国際奉仕理事を拝命いたしました。
微力ながら懸命に努力させて頂きますので、会員
皆様にはロータリーの友情で、ご支援をよろしく
お願いします。社会奉仕委員会は社会奉仕の1委
員会だけで構成されておりますが、今年度地区ガ

バナーの櫻田正弘氏は、地区の会員に対して『家庭に、職場に、
わが街にロータリーの心を』をと訴え、奥原会長はテーマとして

『友情を育み地域にロータリー理念を生かそう』と述べています。
　今年度はその方針に従い地域に見えるロータリーの社会奉仕
活動を行おうと考えております。具体的には地域貢献に長けて

■会長報告	 奥原　　宏	会長
　本日は、RI会長であります田中作次氏のロータ
リー歴と人柄についてふれてみたいと思います。
　田中氏は埼玉県八潮市にある八潮RCの創立会
員であり、入会して37年間多くのロータリー歴を
持っている方であり、主なものとして、RI第2770

地区ガバナー、RI国際協議会研修リーダー、ロータリー財団地
域コーディネーター、ポリオ撲滅提唱グループメンバー、未来の
夢委員会委員、2009年バーミンガム国際大会委員長、日本恒久
基金委員長、RI理事、ロータリー財団管理委員などがあります。
　田中氏は過去を振り返ってこう言っております。『ロータリー
に入るまで、私の人生観はとても狭いものでした。貧しい家の8
人兄弟の4番目として生まれた私を取り巻く人たちも、ほとんど
が貧しい境遇にいました。週に一度、母と私は市場まで20kmの
道を歩いて野菜を売りに行ったものです。日本人以外の方々と
は、一度もお会いしたことがなく、あの村が私の全世界でした。』
と言い、新潟の貧しい家庭・村で育った田中氏は、若い頃、教
育を受けたいと望みましたが、とても無理でした。しかし、ある
先生がそんな私たちに手を差し伸べてくださいました。東京の働
き口を見つけ、社員寮に住めるように計らい、また夜間学校への
入学を手配してくれたのは55年前のことであり、その先生と再
会することもありませんでしたが、その思いやりを忘れたことは
ありません。
　その後、数年の生活は、決して生易しいものでありませんで
した。しかし長年夢見てきた目標、つまり勉強に励み、学問を身
につけ成功するために頑張ったそうであります。

副会長就任にあたって	 副会長　渡辺喜代美
　今年度、クラブ奉仕を担当する副会長という大
役を仰せつかり身に余る光栄と責任の重さに緊張
を感じます。
　クラブ奉仕は、ロータリーの第1奉仕部門であり
ます。櫻田ガバナーの掲げた優先項目「クラブサ

ポート」を柱に、クラブ運営を円滑、効果的に機能させるため努
力していきたいと思います。これはロータリー奉仕の基礎となる
ものです。奥原宏会長の会長方針のもと、会長を補佐し、木村
裕氏クラブ奉仕理事と伴に各委員会の委員長、委員の皆さんと
大いに親睦を深めたいと思っています。会員皆様のご協力をよ
ろしくお願い致します。
副会長就任にあたって	 副会長　和田　賢二

　今年度、奥原会長のテーマ「友情を育み地域に
ロータリー理念を生かそう」は、私にとって会長
との長年の交友の結実であり、この任を託された
メッセージであると思っております。
　この会長方針の下、会員一人ひとりが情熱を持

■プログラム
「理事・役員就任挨拶」	 会員（理事会）
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↑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。

いる長澤委員長がその実現のために事業を企画しておりますの
で、後日詳細が決まりましたら、会員皆様にご報告申し上げます。
　厳しい経済状況が続いておりますが、会員皆様の御協力をお
願い申し上げます。
・決算報告　外崎　裕康	前年度会計
・予算報告　倉野　　賢	会計
・就任挨拶　松島　　隆	会長エレクト

■会務報告	 後藤　健二	幹事
①帯　広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　7月25日（水）午後4時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※出席対象者　理事・役員・各委員長・入会3年未満会員
②帯　広RC、ガバナー公式訪問夜間例会開催のご案内
　日　時　7月25日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※会員全員で記念写真をお撮り致しますので、例会前、午後5

時40分までに3F写真室前にお集まり下さい。
　※尚、当日はアルコールが出ますので、飲まれる方は運転をお

控え下さい。
③帯広南RC、7月16日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
④帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月17日（火）午後6時30分
　場　所　北の屋台
⑤帯広東RC、夜間例会（ガバナー公式訪問）開催のご案内
　日　時　7月24日（火）午後6時
　場　所　帯広ワシントンホテル
⑥帯広東RC、7月31日（火）の例会は、休会と致します。

■新会員紹介	 会員増強委員会
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　推薦者　讃岐　武史 会員　　　　推薦者　小倉　　豊 会員

■委員会報告
・出席報告	 安岡美樹夫	出席副委員長
　7/11例会の報告 会員総数86名　内免除会員5名　出席者数62名
　6/27例会の報告 メークアップを含む出席者数69名　出席率82.14%
　6月の平均出席率は82.05%
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・ニコニコ献金	 中島　一晃	親睦活動委員長
小林　善之 会員
　社長就任にあたり新聞に出てしまいました。十勝毎日新聞社

様ありがとうございました。
及川ゆかり 会員
　先週の年度末例会で特賞を頂きました。先日当て逃げをされ
たばかりで今回の特賞宝くじ売り場へ走るしかありません。
園尾　眞一 会員
　お陰様で先月の24日日曜日サロマ湖ウルトラマラソンで100キ
ロを無事完走いたしました。あきらめずに足を一歩ずつ前に出せ
ば必ずゴールにたどり着くのだと実感いたしました。ただ身体に
悪いので来年は辞めます。
太田　隆博 会員
　本日テーブル100%出席となりました。ありがとうございました。
理事・役員・委員長就任
奥原　　宏 会長 和田　賢二 副会長
渡辺喜代美 副会長 松島　　隆 会長エレクト
後藤　健二 幹事 倉野　　賢 会計
中田　知德 会場監督 加藤　維利 直前会長
木村　裕氏 クラブ奉仕理事 國枝　千秋 職業奉仕理事
讃岐　武史 社会奉仕理事 合田　倫佳 新世代奉仕理事
奥　　周盛 国際奉仕理事 及川ゆかり 出席委員会委員長
中島　一晃 親睦活動委員会委員長 小倉　　豊 会員増強委員会委員長
田中　一郎 プログラム委員会委員長 太田　隆博 広報委員会委員長
星屋　洋樹 ロータリー情報委員会委員長 進藤　敦史 職業奉仕委員会委員長
長澤　秀行 社会奉仕委員長 佐藤　幸宏 新世代奉仕委員長
橋枝　篤志 ロータリー財団委員会委員長 石神　美代 米山記念奨学委員会委員長
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奥原　　宏 会長
　三浦啓徹君を入会させて頂きありがとうございます。
太田　隆博 会員
　本日もテーブル出席100%です。
小倉　　豊 会員
　伊藤誠吾様を推薦させて頂きます。宜しくお願い致します。
伊藤　誠吾 会員
　本日伝統のある帯広ロータリークラブへ入会を御承認頂きまし
てありがとうございました。
讃岐　武史 会員
　smbc西田支店長の入会を御承認頂きありがとうございました。
西田　康孝 会員
　本日伝統のある帯広ロータリークラブへ入会を御承認頂きまし
てありがとうございました。
■お誕生祝い
進藤　敦史 会員　　野村　文吾 会員
小澤　昌博 会員　　辺見　京一 会員
■配偶者様お誕生祝い
川上　義史 会員　　谷山　仁基 会員　　三浦輝世典 会員
新田　　潔 会員　　外崎　裕康 会員　　國枝　千秋 会員
和田　賢二 会員　　星屋　洋樹 会員　　眞鍋　智紀 会員
■結婚祝い
川上　義史 会員　　谷山　仁基 会員　　平原　　隆 会員
安岡美樹夫 会員　　飛岡　　抗 会員

■次週プログラム予定
7月18日（水）「委員会活動発表」 （プログラム委員会）


