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■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　2013−14年度がスタートしました。一年間みな
さまの協力よろしくお願いします。
　さて、国際ロータリー 104回大会がポルトガル・
リスボンで6月23−26日開催されました。大会で

は、田中作治RI会長からロン・バートンRI新会長へとバトンが
渡され、華やかなうちにも厳粛なひと時であったと伝えられて
います。その大会のなかで、ロータリーとゲイツ財団がポリオ
撲滅のパートナーシップを拡大し、さらに2018年の5年間、ロー
タリーがポリオ撲滅に寄せる寄付金にたいして、2倍の額を上
乗せしゲイツ財団が寄付する事となりました。その働きをう
け、2500地区でも世界ポリオ撲滅推進計画に積極的協力する
ため、帯広RCとして会員一人年間2,000円の協力をお願いした
いと思います。世界のポリオ撲滅推進計画は、あと一歩のとこ
ろまで来ていますが、15億ドルの資金不足で予防接種活動の
減速が懸念されています。どうぞ、皆様の積極的支援をお願い
します。詳細につきましては、後日担当例会等を通しまして、み
なさんにお知らせしたいと思います。
　また、RIの3年に一度実施される規定審議会が4月開催され
ました。こちらの内容を受け、本来ですとクラブ細則を変更す
るところではありますが、創立80周年にそなえて、次年度のク
ラブ組織変更も含めて、年内総会にて新細則をご承認いただ
きたいと考えています。この件につきましても、会員のみなさ
まにご理解いただきますようご報告申し上げます。

■2013−14年度　会長就任挨拶　渡辺喜代美
「一人はみんなのために　みんなは一人のために」

One for All, All for One
　世界初の奉仕クラブが1905年2月、ポール・ハリスによって
シカゴ・ロータリー・クラブとして結成され、1989年、ロータリ
ーは、世界中のクラブで女性の入会を認めることと票決しま
した。以来、クラブの会員増強と女性会員入会については、各
地のロータリークラブで多くの論議をもたらしました。当クラ
ブでも熱心に協議が重ねられ、「歴史と伝統のある帯広ロータ
リークラブ」に女性会員第一号として2001年4月に入会させて
いただきました。
　帯広ロータリークラブの歴史を振り返りますと、1935年3
月15日に日本第16番目、北海道では第5番目に19名の会員で創
立し、1940年9月解散、戦後1950年12月28日に国内46番目に
認証を受け、現在に至っています。その時々の歴史を刻みなが
ら、多くのロータリアンが築いてきた帯広ロータリークラブ創
立79年・第70代会長を拝命した渡辺喜代美です。
　今年度の国際会長ロン・バートン氏（アメリカ・ノーマンRC）
は、「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」とテーマを
掲げられ、2500地区葭本正美ガバナー（釧路ベイRC）は、「讃
えよう　地域を!　クラブを!会員（自分も）を!　ロータリーと
の出会いに感謝!」と標語を発表されました。
　ロン・バートン国際会長は、「ロータリーの奉仕発展を心から

願うならば、今、ここにいる私たちが抱いているのと同じ気持
ちをすべてのロータリアンに抱いてもらわなければなりませ
ん。すべてのロータリアンが重要な役割を果たすようにすると
ともに、その貢献を讃えることが必要です。」と訴え、「ロータリ
ー財団の新たな時代の幕開けとして、未来の夢は、持続可能な
国際プロジェクトを推進していくにあたり、地域社会のニーズ
に応えるプロジェクトの実践にあたり柔軟に対応することに
よってロータリーを新たな次元に昇華させるもの」と語ってい
ます。
　また、葭本正美ガバナーは、「明るく、楽しく、自分も会員も居
心地のいい一年にしましょう。まず地域、クラブ、会員を見直
しましょう。長所を見つめ、伸ばしましょう。短所は追求せず、
ロータリーの楽しさを追求しましょう。」と下記の指針を示さ
れました。
①会員増強
②地域社会への奉仕プログラムの実践と公共イメージ認識度

の向上
③「未来の夢計画」の理解と実施
 　以上のことを踏まえて、今年度の会長方針を「一人はみん
なのために、みんなは一人のために　“One for All, All for 
One”」とさせていただきました。この言葉は、フランスの小説

（原作デュマ）『三銃士』のなかで主人公ダルタニアンが友情の
誓いの言葉として記され、またスポーツ界では、ラグビーの基
本精神として語られている言葉であります。
 　私達は、それぞれの時間の中で帯広ロータリークラブに所
属し活動しています。今一度、ロータリーの目的を記してみま
すと、「1.知り合いをひろめることによって奉仕の機会とする
こと。2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン
各自の職業を高潔なものとすること。3.ロータリアン一人一
人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉
仕の理念を実践すること。4.奉仕の理想に結ばれた職業人が、
世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す
ること。」と示されています。ロータリアンにとって時代が変化
し、リーダーが変わったとしても、その活動方針、ロータリーの
目的は不変であります。
　私たちは今一度原点に立ち返り、思慮深く更なる前進を続
けることが大切だと思います。私たちロータリアン一人一人が
その役割を果たし、積極的に行動するならば、帯広ロータリー
クラブは魅力的なすばらしいクラブとして成長し、多くの賛同
者を得ることと確信しています。地域社会において奉仕活動
実践リーダーとしてその存在意義を示し、帯広ロータリークラ
ブの未来を確かなものにするため、心ひとつに明るく楽しい
帯広ロータリークラブの創造に全力を尽くしたいと思います。

「一人はみんなのために、みんなは一人のために
“One for  All ,  Al l  for  One”」

　一年間、帯広ロータリークラブ会員皆様のお力添え賜りま
すようよろしくお願いします。
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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。

■就任挨拶　副会長　國枝　千秋
　皆さんこんにちは。副会長を拝命しました國枝
です。一年間どうぞ宜しくお願いします。
　私は、帯広ロータリークラブに入会して19年目で
す。髙橋猛文会長年度に幹事を拝命していながら

ロータリーについて勉強不足ですが一年間、渡辺会長のサポー
ト役として皆さんと「楽しく」ロータリー活動ができます様、努
力しますので宜しくお願いします。この一年間、皆さんが手をつ
なぎ助け合い活動ができましたら、次年度の記念すべき創立80
周年、奥ガバナー年度に向けた素晴らしい年になると思います
ので、協力をお願いし就任のご挨拶とさせていただきます。

■就任挨拶　会長エレクト　合田　倫佳
　会長エレクトとして1年間務めさせていただき
ます。
　御縁あって帯広ロータリークラブに入会させて
いただき丸10年が経ちました。

　入会時には10年後に会長エレクトになろうとは全く想像し
ていなかったことでした。
　お引き受けしたからには、全力でその任を果たさせていただ
く所存です。
　特に今年度は、帯広ロータリークラブ初の女性会長である渡
辺会長をしっかりサポートし、来年度を十分に意識しながら会
の運営を学ばせていただこうと思います。
　そして来年には、奥周盛会員のガバナー就任、地区協議会・
PET、地区大会そして創立80周年を迎える我がクラブが、会員
全員の力で運営できる礎を形成し、帯広ロータリークラブの未
来のために今年度を精一杯努めます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

■就任挨拶　会計　小白　智志
　今年度会計を拝命致しました、小白です。適切
な会計処理に努めてまいります。一年間宜しくお
願い致します。

■就任挨拶　会場監督　及川ゆかり
　この度、会場監督を拝命いたしました及川です。
　「歴史と伝統」私の肩に重くのしかかり、既に「い
っぱいいっぱい」であります。
　今年度の渡辺会長方針「一人はみんなのために

みんなは一人のために」、私もご指導賜りながら、自分なりに一
生懸命頑張る所存でございます。皆様も温かく見守っていただ
けたら、と思います。
　一年間、よろしくお願い致します。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月4日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
②帯広南RC、7月15日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月23日（火）午後6時30分
　場　所　ハッピールーム
④帯広北RC、夜間例会開催のご案内

　日　時　7月26日（金）午後6時30分
　場　所　ジグザグ
⑤帯広東RC、7月30日（火）の例会は、休会と致します。

■にこにこ献金	 親睦活動委員会　三宅　弘泰	副委員長
白石　俊之 会員
　1週間入院して白内障の手術を受けました。新聞をすべて読
む事が出来るようになりました。これでクラブ活動にも御役に
立てると思い努力します。ただ気力、体力、財力は回復しており
ません。
渡辺喜代美 会員
　帯広市内4RC会長、幹事の皆さんに御出席頂き、7月第1例会
を開催できます事に感謝申し上げます。よろしくお願いします。
外崎　裕康 会員
　過日の父の葬儀に際しましては、過分なる御香志を頂き誠に
ありがとうございました。
倉野　　賢 会員
　最終例会のど自慢大会。素晴らしい歌声で優勝させて頂きま
した。大変失礼致しました。ありかとうございました。

■理事・役員・委員長就任
　渡辺喜代美 会員　　國枝　千秋 会員　　奥原　　宏 会員
　合田　倫佳 会員　　小田　　剛 会員　　小白　智志 会員
　及川ゆかり 会員　　中田　知德 会員　　中森　　保 会員
　工藤　大輔 会員　　外崎　裕康 会員　　小澤　昌博 会員
　太田　隆博 会員　　藤森　裕康 会員　　飛岡　　抗 会員
　酒井　敬司 会員　　大和田三朗 会員　　佐藤　幸宏 会員
　安岡美樹夫 会員　　小林　善之 会員　　木野村英明 会員
　平原　　隆 会員

■誕生日祝い
　小澤　昌博 会員
　野村　文吾 会員
　進藤　敦史 会員
■結婚記念日祝い
　安岡美樹夫 会員　　飛岡　　抗 会員　　大野　清徳 会員
■配偶者様お誕生日祝い
　道　　吉見 会員　　星屋　洋樹 会員　　和田　賢二 会員
　國枝　千秋 会員　　新田　　潔 会員　　外崎　裕康 会員
　三浦輝世典 会員　　

■出席報告	 出席委員会　太田　隆博	委員長
7月3日 会員総数86名　免除会員5名　出席数65名　免除会員1名
6月19日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率 A、65名　B、80.2%

■帯広市内5RCの会長、幹事が帯広市長を表敬訪問
　平成25年7月4日㈭11時30分より、帯広市役所、4階会議室に
て、帯広市内5ロータリークラブの会長、幹事が、帯広市長、米沢
則寿市長を表敬訪問
致しました。
　フードバレー十勝
の現状、アニメ銀の
匙などの話題で穏や
かに会談させて頂き
ました。


