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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆様、昨日まで足かけ2年のガバナー年度のホス
トクラブとしていろいろ努力され、大変ご苦労様
でした。途中、白石俊之会員、安岡美樹夫会員の逝
去もありましたが、大きなハプニングも無く、つつ
がなく年度を終えたこと、地区副幹事としまして

御礼申し上げます。ありがとうございました。
　そして今日7月1日から新しいロータリー年度が始まります。
今年は暦の偶然でちょうど区切りの良い7月1日に新年度の第1
例会を開催する事が出来ましたが、因みにこの後7月1日に新年
度が始まりますのは次の半世紀では平成32年、38年、49年、54
年の4回のみです。
　さて2015－16年度の国際ロータリー会長は、スリランカ、コロ
ンボRC所属のK.R.ラビンドラン会長です。スリランカからは初
めての会長選出です。テーマは『世界へのプレゼントになろう』
で、その中で引き続きポリオの撲滅を表明しています。今年度
2500地区東堂明ガバナーからも第6分区の白岩征之ガバナー補
佐を通じてその要請が来ておりますので、理事会で引き続き、全
会員2,000円の協力をお願いする事にしました。後日会費の請求
時にこの2,000円を合わせて請求させて頂きますので、どうぞご
理解、ご支援頂けますようにお願い申し上げます。
　そしてご報告がもう一つあります。前第6区分区の川田章博ガ
バナー補佐の発案で、前年度の会長幹事会でガバナー補佐の輩
出方法について議論決議され、我が帯広RCと広尾RCの2クラブ
が協同して次年度の第6区分区ガバナー補佐を選出し、IMを開
催する事になっております。広尾RCの橘克弘会長から、ガバナ
ー補佐については今回、帯広RCから選出して欲しいとのお話が
ありますが、どうしたら良いか会員皆さんから広くお話を聞いて
みたいと考えております。

■プログラム　「会長・役員・理事就任挨拶」 （理事会）
・会長就任挨拶　『奉仕を楽しみ、実践しよう』

　帯広ロータリークラブは80周年の節
目を通過し、90周年、100周年へのス
テップを更に刻む事となりました。昨年
はこの80周年に加え、ガバナー輩出のホ
ストクラブとして何かと賑やかな1年
で、時の経過も一瞬のように過ぎ去って

行った1年間だったような気がしております。その賑やかだった
創立80年の翌年、創立81年、会長としては第72代目の会長を拝命
した讃岐武史です。2004年5月12日に同じ業界の先輩である髙
橋勝担会員の推薦をいただきロータリー・クラブに入会させて
いただきました。入会して10年足らずの私が歴史と伝統のある
帯広ロータリークラブの会長を務めるのは正直、少し気が重い
のも事実ですが、自分の出来る範囲で精一杯頑張りますので、宜
しくお願いします。
　さて新年度RI会長のK.R.ラビンドラン会長（スリランカ、コロ
ンボ・ロータリークラブ会員）は2015－16年度のテーマを『世界
へのプレゼントになろう』と発表し、自ら奉仕活動を実践し社会

に貢献しようと呼びかけています。会長はその事を『地位や身の
上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意など、
誰でも与えることのできる何か持っているはずで、これらをロー
タリーを通じて世界にプレゼントすることで、誰かの人生や世界
に、真の変化を起こすことができるはず』と問いかけています。
　又、今年度RI2500地区、東堂明ガバナーは、その方針として『も
っとロータリーを楽しみましょう』と掲げ、その方策として（1）地
区行事に多くの会員が参加する事（2）地区に戦略計画委員会を
つくること（3）ウェブサイトの研修（4）中学生のインターアクト
クラブの結成（5）新クラブの結成（6）そしてRI会長賞への挑戦の
6項目を推進するよう表明されました。
　私はこれらの目標を推進する為にクラブの年間のテーマを

『奉仕を楽しみ、実践しよう』と定めました。1年間会員の皆様に
はクラブ奉仕活動、社会奉仕活動、職業奉仕活動等、ロータリー
の5大奉仕活動を楽しんで実践して頂く事で、あらためてロータ
リーを好きになってもらう1年間としたいと思います。その中で
クラブ奉仕では、例会の食事の時間を多めに取り、会員同士の会
話を楽しんでもらうように工夫する事、社会奉仕では、奥ガバナ
ー年度に帯広市児童会館へ寄贈した日時計周辺の清掃活動等、
何か一つ社会奉仕を実践する事、職業奉仕では、職場訪問例会を
最低2回実施し、会員の職場を経験してもらう事、青少年奉仕で
は、ローターアクトとの協同で出来る事業に取り組む事、国際奉
仕では、合田年度の80周年で帯広みなみ公園に寄贈をしたパー
ゴラ周辺の植樹や整備をロータリー財団の地区補助金を得て行
うように挑戦して欲しいと思います。
　そしてそのテーマの下、（1）5大奉仕活動の推進（2）会員増強・
退会防止（3）ロータリー財団（ポリオ）の支援（4）米山記念奨学会
への協力を重点項目として活動方針といたします。
　この1年間、理事・役員、会員皆様のご協力をお願い申し上げ
ます。

・副会長就任挨拶
副会長　中田　知德
　創立80周年を終え81年目を迎える今
年度、歴史と伝統のある帯広ロータリー
クラブの副会長を仰せつかり、副会長と
いう任を全うする責任の重さに身の引
きしまる思いであります。会員の皆様、

1年間よろしくお願いいたします。
　讃岐会長は｢奉仕を楽しみ、実践しよう｣を年間テーマといた
しました。会員の皆様と一緒に｢ロータリーを楽しむためには｣を
考えながら会長を支え、楽しい1年にできればと思いますので、
会員の皆様方のご指導・ご協力、よろしくお願いいたします。

副会長　小田　　剛
　一昨年の幹事に引き続き、副会長とい
うことで一年よろしくお願い申し上げ
ます。昨年は奥ガバナーの下、地区副幹
事としてPETS、地区大会、IM、ガバナー
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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。

公式訪問と同行させていただきました。公式訪問でいろんなクラ
ブを歩きましたが、帯広クラブしか知らなかったのですが、大き
なクラブもあれば小さなクラブもあり、それぞれ皆さんがロータ
リークラブを好きで、ロータリークラブを楽しんでいるなと実感
して参りました。数の多さではなくて、いかに楽しむのかが大切
だと思いました。
　讃岐会長は｢奉仕を楽しみ、実践しよう｣ということで、皆さん
と一年間楽しんで、リラックスできればと思います。中田副会長
と一緒に｢讃岐丸｣を盛り立てて行きたいと思います。どうぞ皆
様、一年間よろしくお願い申し上げます。

■会務報告 小沢　昌博 幹事
①帯広RC、7月29日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広北RC、7月10日（金）の例会は、休会と致します。
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月16日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広南RC、7月20日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑤帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月24日（金）午後6時30分
　場　所　十勝乃長屋
⑥帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月28日（火）午後6時30分
　場　所　とかち村

■退会の挨拶　小林　一夫 会員
　6月29日付けで転勤発令が出ましたので、大変残
念ながら本日を持って退会させていただきます。
ロータリーには2年間在籍しまして、その間皆様に
は大変親切にしていただきまして誠にありがとう
ございました。2年間の思い出としては、1年目親

睦活動委員会で、とても楽しく活動させていただきました。2年
目は広報委員会で主に会報の作成を担当させていただきまして、
私のような転勤族にとっては形が残る仕事をさせていただいた
ということは大変良かったと感謝しております。
　最後に私の方は東京の本店の金融研究所というところに参り
まして、貨幣博物館の担当をすると聞いております。入館無料冷
暖房完備でございますので、日本橋で1時間ぐらい時間が余った
時には是非お立ち寄りいただければ、ご案内させていただきま
す。どうも本当にありがとうございました。

■お礼　大野　清徳 会員
　先日、祖母が他界をいたしまして、葬儀を営みましたところ、讃
岐会長をはじめ多くの会員の皆様のご参列、またご霊前には玉串
料ご供花等お供えを賜りました。また温かいお志を賜ったことを
心から感謝と御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

■新会員紹介

新田　　潔 君 紹介　 大江　　平 君 紹介　 山本　健一 君 紹介
推薦者：橘　　精三 会員　推薦者：川上　義史 会員　推薦者：讃岐　武史 会員

■委員会報告
・出席報告
7/1例会の報告
会員総数91名　内免除会員4名　出席者数63名
6/17例会の報告
メークアップを含む出席者数75名　出席率87.2%

・ニコニコ献金
大野　清徳 会員
　会葬御礼
加藤　維利 会員
　今年度、10年振りに赤いタスキをします。よろしくお願いし
ます。
山本　健一 会員
　このたびは、歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会さ
せていただき、感謝しております。これからどうぞよろしくお願
いします。
大江　　平 会員
　本日、入会させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
新田　　潔 会員
　本日、入会させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
小林　一夫 会員
　本日、退会いたします。2年間お世話になりました。
讃岐　武史 会長
　新しいNHK帯広放送局の山本健一局長の入会をご承認頂き、
ありがとうございました。
川上　義史 会員
　大江平先生の入会を承諾いただきまして、ありがとうございま
した。

■本人お誕生祝い
日浅　尚子 会員　　小澤　昌博 会員

■ご結婚祝い
飛岡　　抗 会員　　川上　義史 会員　　大野　清徳 会員
■配偶者様お誕生祝い
星屋　洋樹 会員　　和田　健二 会員　　國枝　千秋 会員
外㟢　裕康 会員　　川上　義史 会員

【お知らせ】　7月のロータリーレートは、$1=124円です。

■7月プログラム予定　
7月 8 日（水）「決算・監査・予算案報告」 （理事会）
　　　　　 「役員・理事・就任挨拶」
7月15日（水）「ガバナー補佐公式訪問」
 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　白岩　征之 様
　　　　　 「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）
7月23日（水）「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）
7月29日（水）「休　会」


