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■会長報告	 合田　倫佳	会長
　私が会長となってから3度目の例会となりました。元
気良く鳴らしてみたかったゴングもよい音を出してい
るように感じますが、点鐘の作法がよくわからなく、初
回はどぎまぎしました。反省をさせていただき、前回か
らは失礼のない点鐘を心がけています。1年間、しっか

りと点鐘をさせていただきたいと思っています。
　さて、本日の会長報告ですが、本日臨時理事会を例会前に開催し、
帯広ロータリークラブ80周年記念実行委員会の実行委員長、実行幹
事が理事会で承認されました。実行委員長、幹事のご紹介とご挨拶は
後ほど例会セレモニー内でさせていただきます。まだまだ意思決定
方法を理解しているようで手順が逆になったり、気がつかなかった
りとご迷惑をおかけしていますが、しっかりと自分自身を修正させ
ていただきたいと思っています。今しばらく、温かい目で見ていただ
ければ幸いです。
　本日の例会プログラムは、各理事、委員長からの1年間の活動紹介で
す。理事、委員長の心意気の度合いをお楽しみいただければ幸いです。
　以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

■プログラム　「理事・役員就任挨拶」	 （理事会）
　　　　　　　「各委員会活動計画発表」	 （プログラム委員会）
・SAA会場監督　工藤　大輔

　今年度SAA会場監督の工藤と申します。SAAの職
責についてあまり理解していないのでインターネット
のゴーグル（！）で調べてきました。SAA（Sergeant 
at Arms）これは元来英国の王室と議員（下院）での慣
用語として使われ「守衛官」を意味していました｡しか

し守衛と言えば日本では「警備」の意味を持ちますが、ロータリー・ク
ラブなどがこの言葉を用いる場合には例会をはじめ、すべての会議
が楽しく秩序正しく運営されるよう、常に心を配るという事になり
ます。実際にはSAAは鬼軍曹とも呼ばれ、クラブでは役員として重
要な存在…だそうです。その鬼軍曹であるべき私ですが、こう見えて
かなりの小心者です。
　実は先週のガバナー補佐の訪問の前日夢を見まして、プログラム
はズレにズレて1時半をすぎてもいっこうに終る気配がない…そこ
で目が覚めました?!とうことで、皆様にお願いを…
１．委員会報告などは前日までに連絡願います。
２．プロジェクターやパソコンを使用される場合も同様です。
３．そして時間調整ができるプログラム構成をお願いします。
以上、一年間よろしくお願いします。

・クラブ管理運営委員会　理事　太田　隆博
　「歴史と伝統、新たなページ」を開くために、有意義な
例会プログラムや会員相互の親睦と理解を深め、より
出席したくなる例会づくりを各委員会とともに考え、
会員の皆様に喜ばれる楽しいロータリー活動を目指し
ていきたい。

・クラブ広報・会員組織委員会　理事　中田　知德
　今年度から、新組織のクラブ広報・会員組織委員会の
理事を仰せつかりました中田です。
　広報委員会、会員増強委員会、ロータリー情報・記録
保存委員会の3委員会で構成しております。
　今年度当クラブは、奥ガバナーを輩出し、また創立80

周年の年でもあります。そのような年度において、クラブの広報活動
ならびに会員の増強、情報・記録保存と非常に重要な3委員会である
と思います。各委員会の委員長さんとメンバーが心置きなく活動が

できるよう一緒になって活動して行きたいと思います。
　「歴史と伝統、新たなページへ」に向かって、「精神誠意」頑張ります
ので1年間よろしくお願いいたします。

・ロータリー財団奨学委員会　理事　竹川　博之
　皆様こんにちは、ご紹介いただきました、今年度、米
山奨学委員会及びロータリー財団委員会、担当理事の
竹川でございます、どうぞよろしくお願いいたします。
　地区のほうは、奥周盛委員長から地区の財務委員長
をまかされ、いろいろと大変ですが、今月から柏葉高校

の後輩の税理士が一人増えましたので、今年度は仕事を、ちょっと横
においてボランティアを一生懸命やりたいと思いますので、宜しく
お願い致します。
　両委員会は高原淳委員長と、進藤敦史委員長の2名で非常に真面
目にロータリーを捉えている委員長さんですので、邪魔にならない
ようコミュニケーションを良くし二人が立派に委員長を務められる
ように仲良く職責を全うしたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いします。

・奉仕プロジェクト委員会　理事　佐藤　真康
　今年度奉仕プロジェクトを担当することになった佐
藤真康です。
　組織変更があり、私は職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕、青少年育成という4つの委員会を担当します。
　各委員会の委員長をはじめとするメンバーは、優秀

な人ばかりですので事業の遂行に関しては心配しておりませんが、
今後1年間、皆様のご指導とご協力をよろしくお願いします。
　また、今年度の2500地区のロータリーの友の委員とガバナー月信
の編集も担当することになりました。原稿等、いろいろお願いするこ
とがあるかと思いますが、よろしくお願いします。

・幹事　倉野　　賢
　皆様、こんにちは。幹事就任にあたりまして、一言ご
挨拶申し上げたいと思います。私は今年10年目に入り
ます。まだまだロータリーのことをしっかりと理解し
ている幹事ではないかと思いますので、皆様のご協力
を宜しくお願い申し上げます。

　今年は合田会長が歴史と伝統のある帯広クラブに対し新たな1ペ
ージを開いていきたいという思いを掲げております。「今までの大切
なもの」それから「おもいきって前に進んでいくもの」この会長の進
む道の前を歩いて露を払い、後ろに回ってしっかりと支えて行ける
よう努力したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。それからそれぞれの各委員会の委員の皆様の活動につきまして
も一緒に勉強しながら進んで参りたいと思いますので、どうぞ宜し
くお願い致します。
　今年は、色々なイベントが目白押しです。皆様の絶大なるご協力の
もと、なんとか幹事の責を全うしたいと思いますので是非ご支援ご
協力の程を宜しくお願いしたいと思います。

・出席委員会　委員長　安岡美樹夫
　皆様こんにちは。この度出席委員長を拝命致しまし
た安岡美樹夫です。
　今年度は、一人でも多くの出席率100%表彰者が増え
ますよう努力したいと思います。遅刻されても60%の
出席時間をもって出席とさせていただきます。欠席さ

れた場合もメーキャップされますようご協力お願い申し上げます。
メーキャップの対象事業は第3400回例会会長報告にある通りです。

0 92
（名）

出席者数 62名

メークアップ 7名

欠席者23名
（出免1名）

出席
報告

7月2日例会　会員総数92名（内免除会員5名）



・親睦活動委員会　委員長　川上　義史
　皆様、こんにちは。親睦活動委員会委員長の大役を仰
せつかりました川上でございます。
　今年度の合田倫佳会長の方針は「歴史と伝統、新たな
ページへ」です。諸先輩が築きあげてきた帯広ロータリ
ークラブの歴史と伝統をふまえ、さらにそれを確固た

る物に出来るような、会員相互の理解・信頼・親睦を深めることを目
的としたイベント作りに取り組んで参りたいと思います。
　また、9月7日（日）の家族野遊会と12月10日（水）の年末家族会には、
より多くのご家族にも参加していただけるような魅力ある会を企画
したいと考えています。
　この委員会歴は長いのですが、まだまだ至らぬ事がたくさんある
まま委員長になってしまいました。幸いなことに大野・村松両副委員
長をはじめとした素晴らしい委員会メンバーがいますので、皆で知
恵と力を合わせて一年間頑張りたいと思います。なにとぞ宜しくお
願いいたします。

■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①帯広RC、7月30日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日時　7月17日（木）午後6時30分　場所　北海道ホテル
③・帯広南RC、7月21日（月）の例会は、休会と致します。
　・帯広東RC、7月29日（火）の例会は、休会と致します。
④帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日時　7月25日（金）午後6時30分　場所　北の屋台
⑤本日例会終了後、地区大会実行委員会会議を開催します。
　関係者は、当ホテル3F『しらかば』へお集まりください。

■帯広ロータリークラブ創立80周年実行委員会について	 合田　倫佳	会長
　帯広ロータリークラブ80周年を迎えるにあたって、80周年実行委
員会を立ち上げたいと考えております。その中で実行委員長として
合田修会員、そして幹事として小白智志会員に実行委員長並びに幹
事をして頂くご了承を頂いております。
　時は来年の3月11日水曜日を予定しております。平日の夕刻という
ことで会場は既におさえております。この中で70周年の経験をされ
ました合田修会員に80周年のありようを考えて頂きながら小白智志
会員には補佐をして頂き皆様の楽しめる、また実りある80周年事業
とさせて頂きたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。

・帯広ロータリークラブ創立80周年記念実行委員長就任挨拶	 合田　　修	会員
　盛大に挙行されました創立70周年記念以来、この10
年で会員の半数以上が入れ替わっておりますので、改
めて歳月の流れというものを、認識しているところで
ありますが、創立80周年記念に関しましては、過去の情
報集会で何度かテーマに取り上げられておりますの

で、皆様のご意見を参考にこれから準備に入りたいと思います。幸い
にして大変気配り上手な小白会員を幹事に選任頂いておりますの
で、お知恵を拝借しながら会員皆様が帯広ロータリークラブの会員
として同じ歴史感と同じ誇りを共有出来る事業にして参りたいと考
えている処であります。
　出来る限りご負担がかからないよう、然しながら会員皆様と共に
輝かしい創立80周年を迎えることが出来ます様、合田倫佳会長と共
にダブル合田が先頭に立って取り進めて参りますので、皆様方のご
協力とご指導の程を宜しくお願い申し上げます。

■委員会報告
・出席報告
7月16日例会 会員総数92名 内免除会員5名 出席者数62名 内免除会員0名
7月2日例会メークアップを含む出席者数及び出席率 A、69名  B、78.4%
・ニコニコ献金
【7月2日】
田中　　弘 会員
　前年度ホームクラブ100%出席しました。
奥原　　宏 会員
　北洋銀行髙桑支店長、入会いたします。宜しくお願い致します。
竹川　博之 会員

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 / 飛岡　　抗・副委員長 / 三浦輝世典
　委　員 / 河村　知明・小林　一夫・横尾　俊輔・猿川　陽介
●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。

　森先生のご入会承認いただきありがとうございます。
　髙桑支店長のご入会承認いただきありがとうございます。
大和田三朗 会員
　森先生のご入会をご承認いただきありがとうございます。
村松　一樹 会員
　出席表彰一年。
工藤　　稔 会員
　出席表彰一年。
猿川　陽介 会員
　本日広報を担当させて頂きます。不慣れの為ご迷惑をおかけする
かと思います。宜しくお願い申し上げます。
髙桑　裕次 会員
　この度加入をご承認いただきました髙桑です。宜しくお願い申し
上げます。帯広ロータリークラブの名に恥無きように活動して参りま
す。重ねてご指導をよろしくお願い申し上げます。
森　　光弘 会員
　歴史と伝統ある帯広ロータリークラブに入会させて頂きまことに
ありがとうございます。
【7月9日】
第2500地区第6分区ガバナー補佐　川田　章博 様
合田　倫佳 会長
　第3400回例会の開催が出来ますことに感謝します。皆様ありがと
うございます。
今井　範嗣 会員
　毎回『当たらないんだよな!』と言われ続けていますが『サマージャ
ンボ1等前後賞合わせて6億円。』お買い求めの皆様、有難う御座いま
した。どうか、8月5日の抽選まで楽しい夢を!
【7月16日】
合田　　修 会員
　帯広ロータリークラブ創立80周年記念実行委員長を拝命致しまし
た。皆様のご指導ご協力の程宜しくお願い申し上げます。」
・役員・理事・委員長就任
合田　倫佳 会長　　外㟢　裕康 副会長　　後藤　健二 副会長
倉野　　賢 幹事　　野村　文吾 会計　　　工藤　大輔 会場監督
渡辺喜代美 直前会長　　讃岐　武史 会長エレクト
太田　隆博 クラブ管理運営委員会理事
中田　知德 クラブ広報・会員組織委員会理事
竹川　博之 ロータリー財団・奨学委員会理事
佐藤　真康 奉仕プロジェクト委員会理事
安岡美樹夫 出席委員会委員長
中島　一晃 プログラム委員会委員長
飛岡　　抗 広報委員会委員長
大江　　徹 会員増強委員会委員長
國枝　千秋 ロータリー情報・記録保存委員会委員長
進藤　敦史 ロータリー財団委員会委員長
高原　　淳 米山奨学委員会委員長
五十嵐聖二 職業奉仕委員会委員長
木野村英明 社会奉仕委員会委員長
大和田三朗 青少年育成委員会委員長
池田　雄一 国際奉仕委員会委員長
川上　義史 親睦活動委員会委員長
・後期終了御礼
高原　　淳 職業奉仕委員会委員長

■本人誕生日祝
小沢　昌博 会員　　野村　文吾 会員　　進藤　敦史 会員
■結婚記念日祝
飛岡　　抗 会員　　安岡美樹夫 会員　　大野　清徳 会員
川上　義史 会員　
■配偶者様誕生日祝
眞鍋　智紀 会員　　道　　吉見 会員　　星屋　洋樹 会員
和田　賢二 会員　　國枝　千秋 会員　　外㟢　裕康 会員
三浦輝世典 会員　　安岡美樹夫 会員　　川上　義史 会員

■次週プログラム予定
7月23日（水）「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）


