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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。ロータリーの2月は『平
和と紛争予防・紛争解決月間』です。これは国
際ロータリーが推進する優先活動の6つの重
点分野の1つ、『平和を推進する』を目的に行

われている活動です。その『平和と紛争予防・紛争解決』を支
援する活動の1つが、世界の有名大学に設置された『ロータ
リー平和センター』です。これは2度の大戦を生き抜き世界
平和の難しさを痛感し、強く平和を希求したポール・ハリス
のメモリアルプログラムとして、2002年に創設されました。
紛争や迫害により6,000万人が難民となっている現在、平和
のために活動する人材が必要です。ロータリー平和センタ
ーでは、紛争の予防や解決に必要な専門的スキルを教え、長
期的な平和構築のために活躍できる人材を育てています。
年間100名のフェローに平和センターで学ぶためのフェロ
ーシップ（奨学金）も提供しています。ちなみに日本では国
際基督教大学（ICU）に設置されていて、現在世界中から集ま
った18名の学生が学んでいます。
　現在、2017－18年度の奨学生を募集中で、締め切りは7月
1日です。
　さて本日は次年度の当地区のガバナー補佐、奥原宏会員
から、「自分たちの会社の仕事とロータリー奉仕活動」との
題目で講演を頂きます。どうぞ宜しくお願いします。
　最後にご報告ですが、今週、小沢幹事が胆石で入院してし
まいました。ご本人にもお会いしましたが、意外にお元気
で、軽い症状なので直ぐに退院される予定だそうです。小沢
幹事不在で会員皆様にはいろいろご迷惑をお掛けします
が、暫くの間、ご容赦下さい。

■プログラム「自分たちの会社の仕事とロータリー奉仕活動」
 ロータリー情報・記録保存委員会
・奥原　　宏 会員

　ロータリーに入会して22年になりますが、
本日いただいた出席表彰は9回目ということ
になりました。名簿順では現役中19番目と古
手となりましたが、最近入られた方にあまり

自己紹介等をする機会もありませんでしたので、今日はそ
の点の紹介もさせていただきます。
　奥原商会の業務分野は自動車電装品、重機等の作業機械、
空調、給排水衛生設備、携帯、タイヤ販売など、かなり手広く
やっています。従業員は75名です。

　ロータリーとの関係では、父重光が38代目の会長、私自身
は69代目の会長をやらせていただきました。委員長職等の
役員も種々こなしており、最近では地区幹事もやりました。
会社が関係する業界それぞれの協会等の役職を引き受けて
いることもあり、いくつもの公職を掛け持ちしつつ仕事とロ
ータリーを両立させてきたことになります。ロータリーの柱
は親睦と奉仕だと思っていますが、自分の仕事をしっかりや
ってこそ奉仕は成り立つと私自身は思っております。
　来年度はガバナー補佐を担当することになります。正式
には2月6日に委嘱されます。ガバナーは責任が重い仕事で
あり、それを補佐する制度としてガバナー補佐が設けられ
ています。我々 2500地区の第六分区には11クラブある訳で
すが、四半期に一度は各クラブを巡回し、ご意見を伺うとい
ったことや、第六分区の各クラブの運営管理についてガバ
ナーに助言するといったことを行うことになるのではない
かと思います。IM開催時にも、当クラブ会長とも連携して
実行委員会を作っていくことになります。なお、IMについ
ては、過去の取極めもあり、広尾のクラブと進め方を協議中
です。皆さんもIMへの積極的な参加をお願いします。
　地区幹事の仕事などは、相当忙しい訳ですが、ロータリー
は異業種の集まりであり、本来ならあまり接することのな
い方々と触れ合い、様々なことを学ぶことができる絶好の
機会です。そうした機会を活かすためにも、皆さんにロータ
リーの役職が廻ってきた際は、良い経験だと思って是非前
向きに引き受けていただければと思っております。

■会務報告 工藤　大輔 副幹事
①帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内
　日　時　2月18日（木）午後0時集合
　場　所　北海道ホテル
　講　師　佐藤和孝氏（ジャパンプレス 代表）
　　　　　〜スケジュール予定〜
　　　　　・12：00　　会　食　　　12：40　　講　演
　　　　　・12：30　　例　会　　　13：30　　終　了
※尚、帯広南RC、2月15日（月）の繰下げ例会と致します。
　　 帯広東RC、2月16日（火）の繰下げ例会と致します。
　　 帯広北RC、2月19日（金）の繰上げ例会と致します。
　　 帯広RC、2月24日（水）の繰上げ例会と致します。
②帯広RC、創立記念夜間例会開催のご案内
　日　時　3月9日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
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合田　　修 会員
　先週に引き続き4番テーブル全員出席です。
奥原　　宏 会員
　本日卓話をさせていただきます。
渡辺喜代美 会員
　昨年クリスマスイブに手術をし、只今リハビリ中です。今
年もよろしくお願い致します。
飛岡　　抗 会員
　本日のプログラムをロータリー情報・記録保存委員会で
担当します。
藤森　裕康 会員
　昨日、42年間営業させていただいたインデアン東3条店
を東5条店として無事に移転新築オープンさせていただき
ました。
森　　光弘 会員
　自由が丘に建設した老人施設アルペジオでは、管内初め
てのウェブによる入所申し込みを受け付けるようになりま
した。

■本人お誕生祝い
加藤　維利 会員　　合田　倫佳 会員　　西村　憲治 会員
神山恵美子 会員　　森下　　勉 会員　　大野　清徳 会員

■ご結婚記念祝い
山根　正人 会員　　西村　憲治 会員　　小林　義幸 会員
河村　知明 会員　　池田　健太 会員　
■配偶者様お誕生祝い
橘　　精三 会員　　合田　倫佳 会員　　麻生　幸雄 会員
櫻井　博一 会員

【お知らせ】　・2月のロータリーレートは$1=120円です。

■2月のプログラム予定
2月10日（水）「会員卓話」  山本　健一 会員・小林　光樹 会員
 （プログラム委員会）
2月17日（水）「会員卓話」  野村　文吾 会員
 （会員増強委員会）
2月18日（木）「帯広5RC、芽室RC、音更RC合同例会」
 （国際奉仕委員会）
　北海道ホテル12：00〜　※2/24（水）の繰上げ例会です。
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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。

　二次会　ウィンザー
③ 帯広西RC、2月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致

します。
④帯広北RC、創立記念例会開催のご案内（夜間例会）
　日　時　2月12日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
⑤帯広西RC、創立記念例会開催のご案内（夜間例会）
　日　時　2月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑥帯広南RC、2月29日（月）の例会は、休会と致します。
・上記のほか、2月24日に第2回新会員オリエンテーション
（19：00、十勝ガーデンズホテル）、3月25日に第六分区IM開
催あり。

■ビジター紹介
RI第2500地区　米山記念奨学生　呉
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■委員会報告 出席委員会
・出席表彰
後藤　裕弘 会員　28年　　倉野　　賢 会員　10年
合田　　修 会員　27年　　奥原　　宏 会員　 9年
奥　　周盛 会員　23年　　太田　隆博 会員　 5年
加藤　維利 会員　23年　　及川ゆかり 会員　 5年
小田　　剛 会員　17年　　小林　義幸 会員　 5年
森　　武夫 会員　15年　　藤森　裕康 会員　 4年
平原　　隆 会員　15年　　五十嵐聖二 会員　 4年
小沢　昌博 会員　13年　　橋枝　篤志 会員　 3年
外㟢　裕康 会員　13年　　三浦　啓徹 会員　 3年
田守　由宗 会員　11年　　大和田三朗 会員　 1年

・出席報告
2月3日例会の報告
会員総数94名　うち免除会員5名　出席者数70名
1月20日例会の報告
メークアップを含む出席者数73名　出席率80.2%

■ニコニコ献金 親睦活動委員会
曽我　彰夫 会員
　テーブルが満席になりました。


