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■プログラム「創立記念例会」
	 奥　　周盛	委員（理事会）
　本日は、創立記念例会ですので、本題に入る前
にまずは、帯広ロータリークラブの生い立ちを
確認しておきましょうか。ここが、帯広ロータリ
ー・クラブの「歴史と伝統」の源泉です。帯広ロー

タリークラブは1935年3月15日に設立されました。同年5月31
日にRI認証（NO.3820）となり、8月11日に認証伝達式を行って
います。
　初代の帯広RC会長は渡辺守治氏、幹事は梅村勉氏です。国内
で16番目、北海道内5番目に発足したクラブです。スポンサーし
たクラブについては1937年9月に北見RC、その後1990年に帯広
RCに至るまで9つのロータリークラブのスポンサーをしてお
ります。輩出したガバナーは次の通りです。
・ 1980年〜1981年　西川　義正
・ 1991年〜1992年　田中　　弘
・ 1995年〜1996年　田村　昇市
　なお、1953年〜1954年に札幌RCとしてガバナーを務めた宮
脇冨氏もロータリアンの始まりはこの帯広RCであります。
　主な地区事業のホスト・クラブは以下の通りです。
　● 地区大会
　　　● 1964年 ガバナー：寿原　九郎（小樽）
　　　● 1989年 ガバナー：長谷川晃三（帯広東）
　● ライラ・セミナー
　　　● 1982年（第 3 回） ガバナー：田巻　寅三（北見東）
　　　● 2009年（第30回） ガバナー：山本　信男（旭川東）
　● I M（インターシティ・ミーティング/旧 I G F）
　　　● 第6分区内
　さて、ガバナーの任務について説明させていただきます。ガ
バナーの任務は次に通りです。
　１） 新クラブ結成
　２） 既存クラブの強化育成
　３） 会員増強を推進
　４） ロータリー財団を支援
　５） クラブ間、クラブとRIの良好な関係を促進
　６） 地区大会の主宰、PETS・地区協議会への協力
　７） 公式訪問
　８） ガバナー月信の発行
　また、ガバナーになる前にはガバナーエレクト、その前にガ
バナー・ノミニーを経ることとなります。その責務については
スライドをご参照下さい。
　最後ですが、2014 − 2015年度の国際ロータリーの概要につ
いては次の通りです。
　● RI 会長　黄其光（ゲイリー C.K.ホァン）　台湾・台北RC
　● 主な行事
　　　● 2014年 1月12-18日　国際協議会（サンディエゴ）
 6月 1 - 4 日　国際大会　（シドニー）
　　　● 2015年 1月18-24日　国際協議会（サンディエゴ）
 6月 5 - 8 日　国際大会（ブラジル・サンパウロ）
　ご静聴ありがとうございました。
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■会長報告	 奥原　　宏	会長
　創立記念例会に際して今年度会長として一言
ご挨拶させていただきます。
　ご承知の通り1905年、今から108年前の2月23
日、ロータリーが始まりました。帯広RCは1935
年(昭和10年)3月15日に創立致し、同年5月31日に

RIの承認を受け、今年で78周年を迎えることとなりました。現
会長として昨年9月19日に北見RCの創立75周年記念式典に出
席し、スポンサークラブとして祝辞を述べさせていただきまし
た。私にとって非常に重い経験でありまして、祝辞を書くにあ
たって北見RCの歴史を多少勉強させていただきました。その
中には戦前の日本の歴史が書かれており、大変為になりまし
た。戦中にはロータリークラブの会合を中断しなければならな
い現実が綴られており、多くの困難を乗り越えて現在の帯広
RCがあると思います。
　ロータリーは奉仕の理念にのっとり設立されたものであり
ます。現RI会長田中作次氏が「超我の奉仕」「奉仕を通じて平和
を」とスローガンとして取り上げたことはその由縁と考えま
す。
　ロータリーの過去においては「隠匿」の精神が美徳であると
されてきましたが、現在のロータリー活動は公共的イメージを
高めることの必要性を強く唱えるようになってまいりました。
また、さらに我々の会社に照らし合わせても同じことが言えま
すが「改革」なくして長く組織を維持発展することができない
様に、ロータリーもまさしく同じであります。経済情勢が悪い
から、自分のことで精一杯だからとこの奉仕の理念を取り払っ
て良いのでしょうか。私は自問自答しております。
　我々の企業は地域にお世話になって経済活動を行っており
ます。どうか今こそクラブの団結が必要な時と考えます。
　会員の皆様方はこの創立記念例会にあたり、ちょっと考える
機会をもってはとお勧め致しまして会長挨拶とさせていただ
きます。

■会務報告	 後藤　健二	幹事
①都市連合会（IM）開催のご案内
　日　時　3月9日（土）開会式13：30〜
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　帯広RC例会　12：30〜（3Fしらかば　昼食有）
　講演14：10〜17：00  閉会式17：00〜17：30  友情の宴17：40〜
※尚、 帯　広RCは、3月13日（水）の繰上げ例会と致します。
　　　帯広西RCは、3月 7日（木）の繰下げ例会と致します。
　　　広　南RCは、3月11日（月）の繰上げ例会と致します。
　　　帯広東RCは、3月12日（火）の繰上げ例会と致します。
②帯広RC、次年度第1回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　3月13日（水）午後6時
　場　所　十勝ガーデンズホテル
　　　　　　　　出席義務者　次年度理事・役員・各委員長
③・帯　広RC、3月20日（水）の例会は、祝日のため休会と致し

ます。
④・帯広南RC、3月18日（月）の例会は、休会と致します。
　・帯広北RC、3月29日（金）の例会は、休会と致します。
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　3月28日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

⑥帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　3月10日（日）午後2時
　場　所　とかちプラザ2F　視聴覚室
　内　容　『東日本大震災を忘れない』シンポジウム

■委員会報告
・出席報告　省略
・ニコニコ献金	 大和田三朗	親睦活動委員
栂安　雅満 会員
　今週の月曜日に、つがやす薬局東2条店をオープンさせまし
た。12軒目の薬局となります。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
神山恵美子 会員
　本日無事に帯広コア専門学校の卒業式を終えました。
西田　康孝 会員
　昨夜、米国株式市場が市場最高値を更新いたしました。日本株
式市場もアベノミクスを背景に4年5 ヶ月ぶりの高値を本日更
新いたしました。今回、国策でも有る政府保有の「日本たばこ産
業（JT）」株式の売出しがされています。抽選ではありますが、お
申し込みは今週8日までです。ご興味をお持ちの方はお急ぎ下
さい。
奥　　周盛 会員
　本日、創立記念例会の卓話を担当させていただきます。

■お誕生祝い

　田守　由宗 会員　　栂安　雅満 会員　　星屋　洋樹 会員
　後藤　健二 会員　　工藤　大輔 会員　　三浦　啓徹 会員
　小林　善之 会員　　　
■ご結婚祝い
　田守　由宗 会員　　和田　賢二 会員　　長澤　秀行 会員
　中田　知德 会員
■配偶者様お誕生記念日祝い
　橋枝　篤志 会員　　三浦　啓徹 会員　　野村　一仁 会員

■2013 − 2014年度　理事・役員・委員会体制について
 （会長エレクト、次年度幹事）

■3月のプログラム予定
3月9日（土）「都市連合会（IM）」 ※3/13繰上げ例会　（理事会）
 帯広RC例会は、12：30〜（ノースランド3F　しらかば）
3月20日（水）「　休　会　」※祝日
3月27日（水）「帯広RAC今年度活動報告」 （新世代奉仕委員会）
 帯広RAC　会長　若山　貴弘 様 ・ 副会長　浜野　祥一 様

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 太田　隆博・副委員長 / 藤森　裕康
　委　員 / 中森　　保・山本昭一郎・麻生　幸雄・阿部　幹男・加藤　恭一・三浦　啓徹・大野　清徳
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑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。


