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2013－14年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　新年明けましておめでとうございます。昨年中
は、大変お世話になりました。今年もどうぞよろし
くお願いします。新年交礼会に先立ち、ホテル神
殿にて大野宮司の祝詞奏上、参列いただいた会員

の皆さまと心をあわせ玉串奉奠、帯広RC一年の安全祈願をさ
せていただきました。お忙しい中、ありがとうございました。
　さて、今月は『ロータリー理解推進月間』です。この月に相応
しく、当クラブの奥周盛ガバナーエレクトが12日（日）から18
日（土）の一週間、アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴに
て開催されるガバナーエレクト研修セミナーに出席されま
す。世界のガバナー 543名の皆さんが一堂に会し、2014-15年
度国際会長・黄其光（ゲイリー C. K. ホァン）氏（台北RC）の方
針を学び、ロータリーの知識をさらに磨いていらっしゃいま
す。真面目な奥ガバナーエレクトがこの研修会にて、どのよう
な体験をされ、何を感じていらっしゃるのか大変楽しみです。
お帰りになりましたら、研修のこぼれ話など例会にて是非お
聞かせ下さい。よろしくお願いします。2500地区にとって、そ
して奥ガバナーエレクトにとって稔りある研修となりますよ
う、帯広RC会員一同心ひとつにお祈り申し上げます。後ほど、
当クラブを代表して、田中弘PDGより餞（はなむけ）のお言葉
をお願いしたいと思います。
　今年の干支は、甲午。甲は「草木の芽が殻を破って頭を出
す」という象形文字で、「旧体制が破れ革新が始まる」との意。
午は、干支で時間を示しますと12〜14時。私達がお昼「正午に
なりました。」と表現していますね。この干支・甲午にまつわる
お話は、じっくり大野会員から伺ってくださいませ。
　本日は、会員の皆さまそれぞれ一年の夢をゆっくり語りあ
っていただき、ロータリーを楽しみ、新年を寿いでいただけれ
ば幸いです。

■プログラム　「新年交礼会」	 平成26年1月8日（水曜日）
　午後6時から、ホテル日航ノースランド帯広において帯広ロ
ータリークラブ新年交礼会が、華やかに行われました。
　川上副委員長の司会進行で、渡辺会長の挨拶に引き続き、
オープニングは、正月らしくお琴の演奏、鏡開き、國枝副会長
の掛け声で乾杯し、祝宴が始まりました。
　ホテル日航ノースランド帯広特製の素敵なお正月料理を
頂きながら、各テーブル対抗の趣向を凝らしたゲームを行い、
三宅会員の絶妙なトークで楽しく盛り上がりました。
　景品のプレゼント抽選会では、幸運な方々に商品券などが
プレゼントされました。
　閉会の挨拶を合田会長エレクトに頂き、楽しい祝宴もお開
きになりました。
　親睦活動委員会の皆様大変御苦労様でした。
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　交礼会に先立ち、午後5時半から3階の神殿において、大野
宮司により神事が滞りなく無事に執り行われました。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯広RC、第5回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　1月29日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,000円
　出席義務者　理事・役員・各委員長

②帯広西RC、新年交礼会（夜間例会）開催のご案内
　日　時　1月9日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

③帯広南RC、新年交礼会（夜間例会）開催のご案内
　日　時　1月9日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
　※尚、1月6日（月）の繰下げ例会と致します。

④帯広北RC、新年交礼会（夜間例会）開催のご案内
　日　時　1月10日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

⑤ 帯広南RC、1月13日（月）の例会は、祝日のため休会と致
します。

⑥帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　平成26年1月17日（金）午後0時30分
　場　所　明治北海道十勝オーバル

⑦帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　平成26年1月27日（月）午後0時
　場　所　自衛隊帯広駐屯地

⑧帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　平成26年1月9日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　serendipityⅡ（四役）

■委員会報告
・ニコニコ献金	 川上親睦活動副委員長
前期終了のお礼
渡辺喜代美 会長　　　　　　  國枝　千秋 副会長
讃岐　武史 副会長　　　　　  奥原　　宏 直前会長
合田　倫佳 会長エレクト　　  小田　　剛 幹事
小白　智志 会計　　　　　　  及川ゆかり 会場監督

中田　知德 クラブ奉仕理事　  中森　　保 職業奉仕理事
工藤　大輔 社会奉仕理事　　  外崎　裕康 新世代奉仕理事
小澤　昌博 国際奉仕理事
委員長：太田　隆博 出席委員会
藤森　裕康 親睦活動委員会　  飛岡　　抗 会員増強委員会
酒井　敬司 プログラム委員会  大和田三朗 広報委員会
佐藤　幸宏 ロータリー情報委員会  高原　　淳 職業奉仕委員会
安岡美樹夫 社会奉仕委員会　  五十嵐聖二 新世代奉仕委員会
小林　善之 世界社会奉仕委員会  木野村英明 ロータリー財団委員会
池田　雄一 米山奨学委員会　  平原　　隆 記録保存委員会

藤森　裕康 会員　
　本日の例会を担当させて頂きます。よろしくお願いします。

上西園健一 会員　
　当社SMBCフレンド証券（株）は、昨年の12月24日に新店
舗に移転致しました。引き続きお引き立てよろしくお願致
します。

・出席報告	 太田　隆博	出席委員長
1月8日 会員総数90名 免除会員5名 出席数68名 免除会員1名
12月18日 例会のメークアップを含む出席者数及び出席率
 A、67名　　B、77,9%

■12月誕生日祝　　
小倉　　豊 会員
■1月誕生日祝　　　　　　　　　　　　　　　
森　　武夫 会員  S19.1. 1　　野村　一仁 会員  S29.1. 1
増田　正二 会員  S23.1. 2　　合田　　修 会員  S30.1.13
麻生　幸雄 会員  S24.1.20　　國枝　千秋 会員  S30.1.30
田中　一郎 会員  S27.1.15　　倉野　　賢 会員  S27.1.22
奥　　周盛 会員  S27.1.26　　石神　美代 会員  S28.1.26
上西園健一 会員  S43.1.31

■配偶者様お誕生日記念日祝
11月 内木　泰永 会員　　
12月 平原　　隆 会員　
１月 合田　　修 会員　曽我　彰夫 会員　小澤　昌博 会員
　　 田守　由宗 会員　倉野　　賢 会員　大和田三朗 会員
　　 上西園健一 会員

■結婚記念日祝
増田　正二 会員　　中島　一晃 会員

■1月のプログラム予定
1月15日（水）「帯広RCクラブ会報を訪ねて」 （ロータリー情報委員会）
 佐藤　幸宏 委員長
1月22日（水）「例会出席について思うこと」会員卓話
 （出席委員会）
　　　　　  「健康診断」11：30〜12：30（例会前）
1月29日（水）「ゲスト卓話」（プログラム委員会）
 大谷高校野球部監督　網野　　元 様


