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■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　今日は、少し涼しくなりました。ホッとしますね。さて、今月28
日㈰に、2500地区主催の米山セミナーとロータリー財団セミ
ナーが釧路市にて開催されます。各クラブの担当者が集まり、
今年度事業実施にあたり、色々と勉強する大事なセミナーで
す。その事も踏まえて、本日は参考としてみなさまに「ハイライ
トよねやま160」をお配りしました。内容をご紹介しますと、米

山記念奨学事業の昨年度寄付金が約13億2500万円、前年度から2.4%増加。個
人平均寄付額が全国平均15,046円。帯広クラブの個人寄付平均額は、19,122
円。昨年の米山記念奨学委員会・石神委員長の熱意に、改めて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。みなさま、ご協力今年もよろしくお願いします。
　さて、このペーパーの一覧表をご覧ください。いかがでし
ょう。一番左にかかれている2500の棒グラフが当地区の成績
です。まぎれもなく、34地区中最下位。どのように感じられ
ますか？「どうしてかな？」「帯広クラブは、頑張っているの
にねぇ・・・」とか、「あれ？」など、感想は色々だと思います。
どうぞ来年の今頃、この表をご覧になるときは、みなさん一
人ひとりがガバナーになった気持ちで受け止めていただき
たいと思います。
　ガバナーエレクトの奥会員と共に、ガバナーとはいったいどのような仕事な
のか、役割・使命について少しずつ皆さんと一緒に一年間かけて学んでいきた
いと考えています。どうぞ、よろしくお願いします。

■プログラム　「理事・役員就任挨拶　委員会活動発表」	 理事会
副会長　讃岐　武史

　今年度クラブ奉仕委員会担当の副会長を拝命しました讃岐
武史です。
　1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
　今年度は帯広ロータリー創立以来初めての女性会長と言う
晴れ晴れしい記念の年であると共に、次年度の奥周盛ガバナー
選出のホストクラブの準備、それとクラブ創立80周年の前年で

あり、会員各位それぞれが、いろいろな担当の中で準備に忙しい中、クラブ内
が何かと賑やかで騒がしい年になりそうですが、会員親睦を中心としたクラブ
奉仕活動が友情に満ちて潤滑に遂行されるよう精いっぱい努力致しますの
で、皆様の御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

幹事　小田　　剛
　本年度2013−14年度の渡辺会長のテーマ「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」です
が、わたしも中学校のPTA会長の時、体育祭の挨拶で使いまし
た。この言葉は皆さんご存じのラグビーで使う言葉です。私は、
中学・高校と野球とアイスホッケー、大学と社会人でもアイス
ホッケーをやっていました。社会人チームではチェスカという

チームに木村さんと一緒に入りました。その時にチェスカはチャスガーという
ラグビーチームを作ったのです。
　当然、新人の私も入会させられました。全くの素人です。ほとんど素人のチ
ームでしたが、木村さんは高校の時にラグビー部でやっていたので、上手か
った。
　私のようなデブで足の遅い素人は当然フォワードというポジションです。が
たいの大きい奴らがいつもボールに集まり、壁を作り、足の速い・かっこのいい
バックスへとボールを渡すのです。自分を犠牲に、壁となり、バックスに渡すた
めに、チームのために、チームの勝利のために一人のバックスにボールをつな
げるために、全員が犠牲となり、一人のバックスはそのつながれたボールを、み
んなのために、歯を食いしばってトライに持ち込むのです。まさに　一人はみ
んなのために、みんなは一人のためになのです。
　帯広ロータリークラブ次年度は80周年を迎えますそして2500地区ガバナー
を輩出します。盛りだくさんの事業があります。
　その前年度の本年度は、今一度クラブ内の結束を固め会員同士の絆を強く
しなければならない年です。そんな思いを込めて、一人はみんなのために、み
んなは一人のためにです。今年度私は幹事として大きな重責を担いました
　渡辺会長を支える幹事として、クラブ運営の責任者として、在籍16年目です
けれど、まだまだ未熟者です。前幹事の後藤さんのようにスマートではありま
せん。前々幹事の和田さんのように賢くはありません。ただひたすら人一倍に
汗をかくことしかできません。今年はみんなで汗をかきましょう・・どうぞ今
年一年、叱咤激励、ご理解、ご協力の程宜しくお願いいたします。
　ここで今年度の大まかなスケジュールの説明をさせて頂きます。
　来月8月28日はガバナー公式訪問です。例年と違い、午前中から、会長・幹事
懇談会クラブ協議会、例会はいつもと同じ12：30からとなっております。8月
になったらご案内します。

　9月8日㈰は家族野遊会があります。場所・内容については今親睦活動委員会
で検討中です。2500地区大会は釧路の地で10月11.12.13日と行われます宿泊
はラビスタを三宅会員に頼んで40室抑えてあります最上階に温泉がありなか
なか好評のホテルです。その次はいよいよ帯広での開催です地区大会の運営
等を見る機会も最後ですので、多くの会員の参加をお待ちしております。
　12月11日は北海道ホテルで年末家族会、年が明けて1月8日は新年交礼会、2
月12日は7RC合同例会です。本年度は幹事クラブの帯広ロータリークラブが
担当です。ご協力お願い致します。世界社会奉仕委員会が仕切ります。
　3月12日は創立記念夜間例会です。80周年の前年度なので企画を考えます。
3月29日㈯はノースランドホテルで第6分区のIMがあります　今回は関口ガバ
ナー補佐を輩出している帯広北ロータリークラブが主管です。
　そしていよいよ、4月19・20日は帯広ロータリークラブ主管でPETS・地区協
議会があります。
　全員一丸となって頑張りましょう詳しくは実行委員会より。

クラブ奉仕理事　中田　知德
　今年度、クラブ奉仕理事を仰せつかりました中田です。平成
10年、帯広クラブに入会させていただいてから月日は早いもの
で在籍15年になりました。まだまだロータリーについては不勉
強ですが、担当する6委員会とともに「一人はみんなのために、
みんなは一人のために」の会長テーマを実践するため、クラブ
奉仕委員会は、「クラブ会員のために」を肝に銘じ奉仕活動を行

いたいと思いますので1年間よろしくお願いいたします。

職業奉仕理事　中森　　保
　今年度職業奉仕理事の大役を仰せつかりました中森です。今
年度一年間、高原委員長と共に、実りある委員会活動を実践で
きるように心がけてまいりますので、会員みなさまの御協力の
程よろしくお願いいたします。会員皆様は、ご存じでかとおも
いますがロータリーの根幹は、職業奉仕にあるといわれ「ロー
タリー運動は倫理運動であり、ロータリーたる所似は、職業奉

仕の実践にあり」と言われております。
　「職業奉仕」を実践していくためにも、「職業奉仕とは何か」を、理解し我々職
業人が集うロータリーを通じて、職業倫理を学び職業奉仕理念を自己の職業
の品位と道徳水準を高め地域社会に貢献できればと思います。
　今年度渡辺喜代美会長の方針「一人はみんなのために、みんなは一人のため
に」を基本し、各業界で活躍しております会員皆様の御意見いただき、職業奉
仕の理念を基に活動して行きたいと考えております。
　何分頼りない理事ですが、一年間宜しくお願い致します。

出席委員長　太田　隆博
　出席委員会ではホームクラブの出席率のアップを目標とし
て活動します。
　出席のカウントも昨年度に引き続き早退、遅刻60%ルールを
継続していきたいと思います。24分の遅刻と24分の早退は出
席したと認められますので、仕事で遅刻しそうな場合でも諦め
ずに出席してください。

　担当例会では比較的入会年数の浅い会員を中心に出席規定の周知とメーキ
ャップのやり方などをわかりやすく伝え、実践していただくことにより出席率
向上を目指したいと思います。
　活動内容としましては、
　① IM、地区大会などの行事参加の奨励
　② 毎例会時の出席報告及び出席表彰
　③ 例会欠席者には例会メモの送付とメーキャップの奨励です。
　以上、不慣れでありますが、一年間よろしくお願いいたします。

親睦活動委員長　藤森　裕康
　この度親睦活動委員会委員長を拝命しました藤森です。
　今年度は渡辺会長の「一人はみんなのために、みんなは一人
のために」の方針のもと5つの事業が会員メンバーが楽しめ思
い出に残るような事業を企画し会員同士の親睦をさらに深め
新たな友情や相互理解が生まれるような1年間明るく楽しい事
業の運営を目指していきます。初めての委員長でいたらない点

があると思いますが宜しくお願いいたします。

会員増強委員長　飛岡　　抗
　こんにちは、皆さんこの度会員増強委員長を仰せつかりまし
た飛岡です。
　今年度一年会員皆様からのご指導ご協力よろしくお願い致
します。

0 86
（名）

出席者数 65名

メークアップ 10名

欠席者11名
（出免5名）

出席
報告

7月3日例会　会員総数86名（内免除会員5名）



　具体的には、昨年11月の例会で奥ガバナーエレクトが説明されたように、今
月から地区の財団で「未来の夢計画」が導入されたことも考慮して、11月と来
年4月の担当例会卓話を実施したいと考えております。
　また例会の中では、ポールハリス・フェロー会員、マルチプルポールハリス会
員の増強やベネファクターの増員のための説明やプログラムの実施を検討し
ております。
　ちなみに、ポールハリス・フェロー会員とは年次基金として1000ドル以上の
寄付をした会員のことで、マルチプルポールハリス会員は累計で2000ドル以上
の寄付をした会員のことです。また、これをとは別に恒久基金として1000ドル
以上の寄付した方についてのベネファクターがあります。
　詳しいことは、今後の例会の中で改めて説明させていただきます。
　なお、今月のロータリーレートは1ドル＝ 99円ですので、1000ドル＝ 9万
9000円となります。現状は円安の動きが一段落しているところですが、更なる
円安を想定されている方は早めのご寄付をお勧めいたします。為替の動向につ
いては、当会にも詳しい方が複数いらっしゃると思いますので、直接お問い合
わせ下さい。
　今後は、皆さまにロータリー財団協力金も含めてご負担をお願いすることに
なりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

プログラム委員長　酒井　敬司
　本年度プログラム委員会を仰せつかりました酒井です、1年
間宜しくお願い致します。
　基本方針としまして、貴重な例会時間をより有意義に、会員
の皆様が例会出席を楽しみにしていただけるようなプログラム
の作成を目指してまいりたいと思います。
　年間プログラムにつきましては、年間行事をもとに各委員会

の事業計画と連携し、タイムリーなプログラムを準備いたします。
　プログラム委員会担当のプログラムに関しては、会員卓話、新会員卓話、外部
講師を招いてのゲスト卓話など予定しておりますが、できるだけ会員卓話を優
先してプログラムを組んで参りたいと思います。会員の中には専門性の高い知
識を持つ方、興味深い技術や趣味持つ方など個性的で魅力的な会員がたくさん
おられます。何よりも仲間をよく知ることがロータリーライフを楽しく過ごし
ていくことに繋がると思います。皆さんには、私のほうから、卓話のお願いがあ
りました折には、快くお引き受け頂けます様お願い致しまして、就任の御挨拶
に代えさせて頂きます。

前会長　奥原　　宏
　私は、6月末まで帯広クラブの会長を務めさせて頂いており
ましたが、今は、親睦活動委員会の委員を拝命しましたので、1
年間楽しく務めさせて頂きます。
　その他にも地区の仕事もさせて頂きますが、会員の皆様の御
協力の程よろしくお願いします。
　組織というものは、若い方が入って頂く事がとても大切です

ので、会員増強を進めて行かなければ思います。組織を維持発展するためにも
新しい血を入れて行くことが必要です。
　今回当クラブ初の女性会長が誕生いたしましたが、それを支える小田幹事
は、とてもエネルギッシュでやる気のある方ですのでしっかりと会長を支えて
頂きたいと思います。
　入会して以来、初めての親睦活動委員会ですので、楽しく有り難く務めさせ
て頂きます。

■会務報告	 幹事	小田　　剛
①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　北の屋台
②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
③帯広東RC、7月30日（火）の例会は、休会と致します。
④帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　7月26日（金）午後7時30分
　場　所　とかち館
　内　容　ビールパーティー（クラブ奉仕委員会）

■委員会報告
・ニコニコ献金	 大野　清徳	会員	親睦活動委員会
藤森　裕康 会員
　中小企業家同友会全国大会の宮崎へ行って来ました。大切な例会を欠席して
しまいまして申し訳ありませんでした。
今井　範嗣 会員
　2つのサマーでステキな予感!サマージャンボ1等前後賞合わせて5億円。1等
2,000万円サマーは450本!ドリームジャンボでは女神様は素通りされました。ス
ミマセン。今回こそ、皆様に幸運の女神様が舞い降りますように！

・出席報告	 工藤　　稔	会員	出席委員会
7/17例会の報告　会員総数89名　内免除会員5名　出席者数62名
7/ 3例会の報告　メークアップを含む出席者数75名　出席率90%

■次週プログラム予定
7月24日㈬「委員会活動発表」 （プログラム委員会）

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 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・西田　康孝・伊藤　誠吾・髙橋　猛文
●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。

　今年度の基本方針は、『一人はみんなのために、みんなは一人のために』にも
ありますように、会員増強委員会としては、一人でも多くの新会員勧誘を進め
るため、未充填職業の勧誘に向け勢力的活動を展開します。
　また既存会員の皆様からの人脈情報を活かし協力を展開いたします。
　予算は、10,000円です。
　この基本方針・予算については、4月17日に委員会を開催して決定しました。
委員会のメンバーは、副委員長に石神美代会員・委員には進藤恒彦会員・後藤健
二会員・長澤秀行会員私を含め5名で一年間頑張りますので、どうぞよろしくお
願い致します。
　また、今年度の予定としては、8月に会員増強月間がまいりますので昨年同様
皆様から新会員見込み情報等頂きご協力をお願いすることになると思います。
　ここで、新会員の方が増えてますので、職業分類に基づく会員制度と新会員
入会の手順について説明させて頂きます。
　まず、職業分類に基づき1職種毎に1名を限り入会させるという会員制度はロ
ータリーの発足当初からの方針でした。これはロータリーがその地域における
事業や専門職務の構成を表すものにするためでした。今日では1職業分類5名ま
で、又51名以上のクラブであれば会員数の10%まで入会させることが出来るよ
うに変更されています。
　次に新会員入会の手順ですが、
　1） 会員による候補者推薦書（これは事務局）幹事を通じて理事会に提出
　2） 理事会で承認
　3） 職業分類を決定（職業分類委員会から会員増強委員会へ）
　4） 調査（会員選考委員会から会員増強委員会）
　5） 理事会で決定
　6） 非推薦者に対しロータリーの目的及び会員の特典と義務について説明

し会員申込用紙に署名を求め、本人の氏名と職業分類をクラブに発表す
ることの承諾を求める

　7） クラブに発表→1週間以内に書面による異議申し立てがなければ
　8） 候補者が所定の入会金を納めることで会員になる
　もし書面による異議申し立てがあった場合は、理事会は票決によって決定し
ます。
　（注：上記手続きの⑹は現実には⑺の手続き後行われる事が多い）
　理事会は、推薦状提出後30日以内にその承認又不承認を決定し、これをクラ
ブ幹事の通じて、推薦者に通知しなければならない。
　以上でございますが、委員会一同として会長スローガンの『一人はみんなの
ために、みんなは一人のために』をいつも胸にいだき一人でも多くの会員増強
を目指しますので、どうか一年間皆様のご協力を更にお願い致しまして委員会
からの活動発表とさせていただきます。

ロータリー情報委員長　佐藤　幸宏
　今年度の情報委員長を拝命いたしました佐藤です。
　昨年度は新世代委員長として活動させていただき、ローター
アクトの多くの若者と知り合うことができ楽しい一年を過ごさ
せていただきました。この勢いでもう一年と渡辺会長にお願い
してみましたが、それは却下ということで本日に至ります。
　情報委員会の重責を良く理解しないまま返事をしてしまった

私が悪いのですが、調べてみるとかなり真剣に勉強しなくてはならない大変な
仕事で有ることが分かってまいりました。
　私のような、皆さまに情報を提供できるような立場にない者には責任の重す
ぎる役職ですが、幸い竹川博之会員を副委員長に、眞鍋、加藤両歴代会長経験
者を補佐役に付けていただきましたので教えを頂きながら責任を全うしたい
と思います。会員各位のご協力をお願いいたします。
　事業計画は、
　⑴新入会員オリエンテーション 2回
　⑵情報集会 2回
　⑶担当例会 2回　推進月刊（1月）、創立記念例会（3月）
　⑷寺子屋 2回
　⑸図書、文献、資料等の作成配布
　日時、内容につきましては、今後早い時期に詳細を計画し、適時皆さまにご報
告申し上げたいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員長　高原　　淳
　「ロータリーの目的」の第2項には、「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」とあります。他の団体には見られない職業奉仕という哲学を
より深く理解し、会員各自の本業を通じた活動が地域社会発展
にとって欠かせないものとなるよう、学びの場を設けていきた

いと考えています。とりわけ、職業奉仕実践の場を直接見聞きできるよう、職場
訪問例会の開催に力を入れてまいります。一年間、よろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員長　木野村英明
　今年度のロータリー財団委員長を仰せつかりました木野村
です。
　委員会の基本方針としては、国際RIテーマに「みんなに豊か
な人生を」というメッセージが含まれており、帯広RCテーマに
も「一人はみんなのために」というメッセージが含まれているこ
とを踏まえて、世界平和や親善、相互理解という「みんな」のため

に金銭的な面で力を終結できるよう活動を進めていきたいと考えております。


