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■ビジター紹介

札幌東ロータリークラブ
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■会長報告 合田　倫佳 会長
　大変残念なご報告を申し上げなければなり
ません。出席委員長　安岡美樹夫 会員が昨日
お亡くなりになりました。
　先週の例会では委員長発表をしていただ
き、一昨日は元気な投稿をフェイスブックで

拝見させていただいていたばかりと言うのに。余りにも急
な訃報に只々、驚いています。皆様で黙祷を捧げたいと思い
ます。安岡委員長、今まで、ありがとうございました。安らか
にお休みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
■プログラム「各委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）
・会計　野村　文吾 会員

　皆さんこんにちは。本年度会計を務めさせて
頂く野村です。
　今年は、大変忙しい1年になるかと存じます
が、帯広ロータリークラブにしっかりと御恩
をお返ししながら合田丸を支えて行くべく会

計の仕事を全うしたいと思っております。会計には正確で
あることが求められます。従ってしっかりと数字を精査し
ながら進めていきたいと思っております。今年は消費税が
増税され、また来年も上がると聞いておりますので予算等
も厳しくなると思います。月々の精査もしっかりとしてい
かなければならないと思っております。各委員会の委員長
様にもお願いしたいのですが、各委員会での予算の執行状
況等しっかりと確認しながら会計と共に進んで行きたいと
思っております。以上1年間宜しくお願い致します。

・プログラム委員会　中島　一晃 委員長
　プログラム委員会を担当いたします中島一
晃です。
　会員卓話を中心に、一年間楽しく例会を組
み立てたいと思っております。どうぞよろし
くお願い致します。

・広報委員会　飛岡　　抗 委員長　
　皆様、こんにちは。広報の委員長を拝命致し
ました飛岡でございます。
　1年間宜しくお願い致します。今年度の会長
方針「歴史と伝統、新たなページへ」を第一に
生かしまして3点程役割を作ってあります。

1. 横断的な委員会の連携
2. 会員に興味を持って頂き「出席向上」を図る
3. 重要事項を会報誌にて報告し、読んで頂き親睦を図る

　その中で皆様へのお願いが3点ございます。
1. 例会時の運営では広報がいつも親睦、出席、プログラム、

各委員会の皆様には大変お世話になっております。今後
も連携を深め、更なるご協力をお願い致します。

　 講演者の方々へ資料提供のお願いですが、楽しい例会の
様子を会報誌に載せたいと思いますので壇上では、カメ
ラに向かい「笑顔」スマイルでお願いします。ご挨拶、ご
報告等の原稿をデータ若しくは紙ベースで、当日ないし
翌日までにご提出のご協力をお願い致します。

2. 例会当日広報委員会の委員であることを明確にしたい。
　 広報委員会委員の紹介をさせて頂きます。副委員長三浦

さん、横尾さん、小林さん、河村さん、猿川さん、そして本
日ご入会されました日浅さん、以上私を含め7名でスタ
ートいたします。更に広報委員であることが皆様に分か
り易いように腕章の作成を広報委員会で検討しており
ます。

3. 最後になりますが、情報発信の手段として、雑誌、新聞、ホ
ームページ等を通じ、どんどん帯広ロータリークラブの
存在価値をアピールして参りますので、是非、情報提供、
更にメディア等へのご紹介をお願いしたく存じ上げま
す、一年間一生懸命頑張りますので、皆様のご指導、ご鞭
撻、ご協力等を重ねてお願い申し上げご挨拶といたしま
す。ありがとうございます。

・ロータリー情報・記録保存委員会　國枝　千秋 委員長　
　本年度、ロータリー情報・記録保存委員長を
拝命いたしました國枝です。皆様に、タイムリ
ーな情報の提供と、事務局にある資料の整理、
記録のデーター保存化を目指します。一年間
どうぞよろしくお願いします。

・米山記念奨学委員会　高原　　淳 委員長
　今年度米山記念奨学委員長を拝命した高原
です。私が米山について知っていることとい
えば「日本最大の民間奨学財団である」という
ことくらい。具体的に何をどのようにすれば
よいのか、ほとんどわかっていません。ただ、

グローバル化が進む今の世の中で、国際交流、とりわけ若い
世代との国際的な結びつきはますます重要度を増していく
ことと思います。これから一年間、竹川理事に指導を仰ぎな
がら、三宅副委員長らとともに責務を果たしていきたいと
思っております。よろしくお願いいたします。

・職業奉仕委員会　五十嵐聖二 委員長
　皆様こんにちは、今年一年間、職業奉仕委員
長を拝命させていただきました五十嵐です。
よろしくお願いいたします。職業奉仕の定義
には、職業活動を通じ、職場の従業員、取引先
の方々、地域社会全体の模範となるべく、そう

いったロータリアンとしての道徳心を向上させる意味合い
があります。それに基づき、合田会長の方針のもと帯広ロー



タリークラブの歴史と伝統を引き継ぎながらも新たなもの
を考え、襟を正し、委員会を頑張りたいと思います。
　具体的には、移動例会が中心になると思います。皆様が満
足されるものを企画していきたいと思っております。ぜひ
楽しみにしていただければと思っております。ありがとう
ございました。

・社会奉仕委員会　木野村英明 委員長
　今年度社会奉仕委員会委員長の木野村で
す。よろしくお願いします。
　当委員会は、帯広空港などの玄関口にウェ
ルカムボード等を設置したいとの会長の意向
に基づいて活動したいと思っています。

　費用確保などの問題もありますが、財団委員会等との連
携を図りながら、1年間進めていきます。

・青少年育成委員会　大和田三朗 委員長
国際ロータリー
第2500地区・第2510地区ローターアクト

「第13回北海道ローターアクト交流会」の
ご案内
　釧路北、根室、帯広ローターアクトクラブの

第3ブロックホストにより、下記のとおり帯広で開催するこ
とになりました。
　ホストクラブ一同、皆様にとって有意義な行事となるよ
う準備を進めて参りますので、当日は多数のロータリアン
の皆様にご参加を賜りますよう重ねてよろしくお願い申し
上げます。
日程　平成26年9月20日（土）〜21日（日）
会場　「開会式・懇親会」 〜 とかち館　金枝の間

（帯広市西7条南6丁目2番地）
　　　「宿泊先」　　　　 〜 ホテルルートイン

（帯広市西3条南11丁目8番地）
　　　「スポーツ交流会」 〜 帯広の森体育館

（帯広市南町南7線56番地7）
以上　大和田までご連絡くださいますよう、よろしくお願
い申し上げます。

・国際奉仕委員会　　池田　雄一委員長　
　国際奉仕委員会、委員長を拝命しました池
田です。初めての委員会ですので、国際奉仕と
はどのような活動をするのかロータリー百科
辞典で調べた所、「国際奉仕とは、国際理解、親
善、平和を推進するために実施する全ての活

動」を言うようです。私自身、仕事で海外の企業と取引をす
る事があるのですが、やはり文化やちょっとした習慣の違
いで、日本では当たり前だったことが、うまく進まず、残念
な思いをする事もあります。
　今年はせっかく国際奉仕委員会に配属されましたので、
この委員会の活動を通して日本の文化、日本の事を発信し、
国際奉仕に貢献して参りたいと思います。
　中森副委員長、そして他のメンバーともども、1年間宜し
くお願いします。

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。

・地区大会実行委員会　加藤　維利 実行幹事
　皆さんこんにちは、実行委員会から進捗状
況をお知らせします。
　お手元の資料のとおり委員会が構成されて
おります。各委員長、副委員長の指示のもと10
月10日（金）、11日（土）、12日（日）と3日間の

地区大会となっております。貴重な体験になるかと思いま
す。また、お手伝いの方もお願いいたします。
　地区大会に向けて All for One 一つの目的に向かって、皆
で一丸となって、地区大会を成功させたいと思いますので
どうぞよろしくお願いします。大会の日程等は配布された
資料にてご確認ください。

■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。
　帯広RC、8月13日（水）の例会は、休会と致します。
②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
③帯広東RC、7月29日（火）の例会は、休会と致します。
④帯広東RC、移動例会開催のご案内（道の日清掃）
　日　時　8月7日（木）午前10時集合
　場　所　帯広中央公園北側広場
※尚、8月12日（火）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広南RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月10日（日）午後4時
　場　所　北愛国交流広場
※尚、8月11日（月）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広西RC、8月14日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、8月15日（金）の例会は、休会と致します。

■新会員紹介

日浅　尚子 君紹介　　　
推薦者　後藤 裕弘 会員

■委員会報告 （各委員会）
・ニコニコ献金
中島　一晃 会員
　5月1日に自動車を追突される交通事故にあいました。川
上義史先生に右手を6針縫ってもらい、先週末にリハビリが
終わりました。川上先生ありがとうございました。
　また、損保ジャパンの大森支店長様にも色々とお世話を
頂き本当に有難うございました。
後藤　裕弘 会員
　北海道新聞帯広支社長の日浅尚子氏を推薦しました。御
承認ありがとうございました。
日浅　尚子 会員
　本日から入会いたします。よろしくお願いいたします。

■次週プログラム予定
7月30日（水）「休　会」
8月 6日（水）「会員卓話」 （会員増強委員会）


