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■会長報告 讃岐　武史 会長
　今日の例会は今年度の第6分区のガバナー補
佐、帯広南ロータリークラブの白岩征之さんを
お迎えしての例会です。白岩ガバナー補佐には
後程、御挨拶を頂きます。どうぞ宜しくお願いし

ます。
　今年の最初の例会の会長報告で皆様にお伝えしましたが、
次年度は私ども帯広ロータリークラブと広尾ロータリーク
ラブが協同してIMを開催し、どちらかのクラブから次年度の
ガバナー補佐を選出しなければなりません。広尾ロータリー
クラブからは帯広から選出をして欲しいとお話がありまし
たので、過日、当クラブのパスト会長さんにお集まり頂き、そ
の選出の可否、方法等様々なご意見を伺いました。その席上
で皆さんの意見は、今回は帯広ロータリークラブがお受けす
る事、候補者は過去の事例に倣って会長経験者から選考する
事、現年度理事会内に選考委員会を設けて選考する事が具申
され、IMについては新しいガバナー補佐が決まってから調
整する事が確認されました。いずれにせよ今年の11月を目途
にその選考を完了する必要がありますので、具体的な候補者
が選抜されましたら、改めて皆様にご報告させて頂きます。
さて、今日の例会は今年度の各委員長さんから各委員会の年
間活動方針について御説明頂きますので、どうぞよろしくお
願いします。
　
■ゲスト紹介 讃岐　武史 会長
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■ガバナー補佐挨拶
 RI第2500地区第6分区 ガバナー補佐　白岩　征之 様 

　ガバナー補佐の白岩征之でございます。どう
かよろしくお願いいたします。
　いよいよ新年度の始まりです。讃岐会長並び
に小沢幹事には、大変な思いと、やってやるぞと

の決意でおられると推察いたします。
　また、奥パストガバナーにおかれましては1年間大変お疲
れ様でした。すばらしいガバナー年度であったと推察いたし
ております。今後も変わらずご指導をお願いいたします。
　さて、そろそろクラブ活動計画書が出来上がることと思い
ます。ガバナー事務局および補佐へお送りいただきたく思い
ます。
　またガバナー補佐活動資金への拠出をお願いしておりま
すがここで御礼申し上げます。
　私がガバナー補佐を引き受けることとしたのは、先輩会
員から常々「ロータリーにNOはない」と教えられてきたか

らです。自分が逃げれば誰かがその負担を担うことになる
のです。
　次期補佐を決めるにあたり、川田前ガバナー補佐が補佐就
任クラブの順番を決められたのは大きな意味を持つことと
思います。
RI会長 K.R.ラビンドラン 〜 「世界へのプレゼントになろう」

Be a gift to the world
　ラビンドラン会長は、上記のテーマを掲げ、私たちの人生
の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えたかによっ
て判断されるといっております。才能、知識、能力、努力、献身
と熱意など、誰でも与えられる何かを持っているはずで、ロ
ータリーを通じてこれらを世界にプレゼントしましょうと提
唱しました。まさに奉仕の心そのものです。
2500地区ガバナー 東堂 明 〜 「もっとロータリーを楽しみましょう」
　東堂ガバナーは、このテーマを掲げ、会員はロータリーの行
事（クラブ・分区・地区）に積極的に参加することを通じて、も
っと、大いにロータリーライフを楽しみましょうといわれまし
た。ガバナー公式訪問時のクラブ協議会および地区大会には
入会3年未満の会員の積極的な参加を望まれております。
ガバナー補佐の方針
　補佐の役割は、各クラブが効果的に運営されるようサポー
トすることでガバナーの激務を補佐すること、ガバナーと分
区・各クラブとの間に立ち地区の方針を伝え、また、クラブと
の問題を解決するためガバナーを補佐すること思います。
　いずれのクラブも会員減少に悩み、また退会防止に力を入
れております。そこで大きなヒントとなるのが、東堂明ガバ
ナーの、「もっとロータリーを楽しみましょう」です。
　その楽しむ心とは、出会った仲間と意気投合し交流する喜
びを感じその上でロータリーの行事に参加することによっ
て達成される充実感と思います。
　クラブ会長の「楽しいクラブづくり」のお手伝をさせてい
ただくことがガバナー補佐の大きな役割の一つと思います。
やはりロータリーの基本は、楽しい例会ではないでしょうか。
　ロータリー財団と米山会奨学会については、寄付ゼロのク
ラブの無いように期待します。
　またポリオプラス小委員会より例年同様会員一人年額
2,000円の拠出をお願いします。
　ライラセミナー開催地区決定につき、27年7月4日ガバナ
ー補佐会議にて、従来はガバナーに委ねられていたところ
を、2016−17年度は5分区（北見）とし、以下1分区～8分区の
順に開催と決まりました。　　
　IM開催の件ですが、平成28年3月25日（金）に北海道ホテル
にて開催を予定しています。コンパクト、分区内会員の友好
の場となることを基本に帯広南RCに実行委員会をお願いし
ます。
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■プログラム　「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）
・親睦活動委員会 大野　清徳 委員長

　今年度讃岐会長の「奉仕を楽しみ、実践しよう」
という年間テーマを基に、方針にもある通り例会
時に会員同士で会話を楽しんでもらうことも然
ることながら、参加頂くご家族の皆様には感謝の

気持ちを込めて、ご家族で楽しんで貰えるような企画と、会話
が弾むような運営を心掛け、更なる親睦と今後のご理解を頂
けるような楽しい時間の演出に取り組んで参ります。
　また、こうした時間で新たに芽生えた笑顔を活力源として、
一年間様々な奉仕や活動にいつもニコニコ楽しみながら取
り組んで貰えるように目指して参ります。
・プログラム委員会 長澤　秀行 委員長

　会長方針の趣旨を十分に理解し、理事、役員の
方々と緊密な連携をとり、かつ各委員会と協力し
ながら、会員の皆様が例会出席を楽しみにするよ
うなプログラムの作成を目指します。

　会長方針では、例会の食事の時間を多めに確保し、会員相
互の会話の時間を多くしたいということです。プログラムは
会員卓話が中心となりますが、時間に制約のある中、皆様のご
協力をお願いいたします。当クラブには各分野で活躍されて
いる人材が豊富ですので、専門性の高い事柄、タイムリーな話
題、趣味などの興味深い話を題材にした卓話を皆様に提供で
きるものと思っております。また、地域で活躍されているゲス
トを迎えての卓話も計画しています。
　これらを実施することにより、例会への出席意識を、より一
層高めて頂くとともに、会員相互の理解が深まればと思って
います。
・広報委員会 小林　義幸 委員長

　広報委員会の役割の一つ目はロータリークラ
ブの活動が正しく理解してもらえるように外部
に向て発信することです。ホームページなどを通
して、社会奉仕活動などの活動情報を発信し、地

域社会にロータリーの存在感を示していくことに努めます。
　二つ目はクラブ内の情報共有のツールとしての会報発行
があります。例会の内容を分かりやすく、会員相互の親睦が図
れる紙面を作成するように心がけます。
・会員増強委員会 奥原　　宏 委員長

　クラブの会員基盤を築く為には、新しい会員を
入会させ同時に現会員の維持すること（退会防
止）が重要であります。
　新入会員がいることでクラブは活性化される

と思います。この為に会員増強委員会は一年間関連委員会と
連携しながら活動をしていきたいと思います。
　
■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

③�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。
④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
⑤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
⑥帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　8月7日（金）午後0時30分
　場　所　よつ葉乳業
・「ロータリーの友電子版」の配信をスタートしました。
　ロータリーの友ホームページwww.rotary-no-tomo.jpにア
クセスして「ロータリーの友」電子版をクリックしてくださ
い。（IDとパスワードは事務局へお問い合わせください。）　

■委員会報告
・職業奉仕委員会 小水　基弘 委員長
　8月26日職場訪問移動例会−帯広カントリークラブ−の
ご案内
・出席報告 出席委員会
7/15例会の報告　�会員総数91名　内免除会員7名　出席者数50名
7/1例会の報告　�メークアップを含む出席者数73名　出席率83.9%

■ニコニコ献金 親睦活動委員
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　白岩　征之 様
後藤　裕弘 会員
　1月にレントゲン検査をした処、肺に炎症があるとの事で、
札幌の病院で精密検査を受けました。その結果45㎜の肝臓ガ
ンが発見され、7月7日に腹腔鏡手術で切除しました。早期発
見で非常に順調な回復をしました。今日から例会に出席致し
ます。
長澤　秀行 会員
　本日の例会、プログラム委員会の長澤が担当させて頂き
ます。
理事・役員・委員長就任
讃岐　武史�会員　　中田　知德�会員　　小田　　剛�会員
佐藤　真康�会員　　小沢　昌博�会員　　橋枝　篤志�会員
藤森　裕康�会員　　合田　倫佳�会員　　中島　一晃�会員
國枝　千秋�会員　　中森　　保�会員　　渡辺喜代美�会員
村松　一樹�会員　　大野　清徳�会員　　長澤　秀行�会員
小林　義幸�会員　　奥原　　宏�会員　　飛岡　　抗�会員
川上　義史�会員　　大和田三朗�会員　　小水　基弘�会員
及川ゆかり�会員　　木野村英明�会員　　五十嵐聖二�会員

■ご結婚祝
池田　雄一�会員

■次週プログラム予定
7月22日（水）　「委員会活動計画発表」�（プログラム委員会）


