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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。比較的長い5月の連休は如何お
過ごしでしたでしょうか？私には少し長すぎて、少々
疲れました。
　又、連休前には次年度の地区協議会が北見で開催さ
れました。当クラブからは佐藤次年度会長以下、総勢

21名の会員が参加し、北見の地で開催された帯広ナイトでは皆さん
美声を披露し、大変盛り上がりました。これでいよいよ佐藤年度が
正式にスタートとなります。私に残された会長任期は2ケ月を切り
ましたが、最後まで宜しくお願いします。
　さてロータリーの5月は『青少年奉仕月間』です。長い歴史の中で、
ロータリアンはそれぞれの地域で青少年の支援に力を注いできま
した。これは青少年や若者の成長が、世界に好ましい変化をもたら
すものとの考えで行われ、『すべてのロータリアンには、若い人々が
抱える様々なニーズを認識し、彼らの人間的・職業的成長を支援す
る責務がある』と規定されています。当クラブのその考えに従い帯
広ローターアクトクラブへの支援や、ライラセミナーに毎年数多く
の若者を派遣しています。
　今日の例会プログラムはこの月間に当り、帯広ローターアクトの
道見会長から今年度の活動報告を頂きます。どうぞ宜しくお願いし
ます。

■プログラム「帯広RAC今年度活動報告」 青少年育成委員会
・道見　賢人
帯広ローターアクトクラブ会長

・奥　　朋聡
帯広ローターアクトクラブ次年度会長
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出席者数 63名

メークアップ 18名

欠席者12名出席
報告

4月13日例会　会員総数93名（内免除会員4名）
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●日程：平成２８年５月１５日(日) 
　 ※今週の日曜日です！ 

●会場：イトーヨーカドー様東口 
 
●時間：9時～１５時（予定） 
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売上金は全額寄付いたします！ 
【寄付先】　日本赤十字社　 
　平成28年熊本地震災害義援金 

当日は会場にて募金活動も行います！ 
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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 /小林　義幸・副委員長 /工藤　　稔
　委　員 /髙橋　猛文・和田　賢二・高原　　淳・神山恵美子・渡部　　聡・加藤　健吾
●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。

■会務報告 小沢　昌博 幹事
①帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　5月13日（金）午後6時30分
　場　所　ジグザグ
②帯広北・帯広東・音更、3RC合同植樹祭開催のご案内
　日　時　5月22日（日）午前10時
　場　所　北海道立十勝エコロジーパーク
※尚、帯広北RC、5月20日（金）の繰下げ例会と致します。
　　 帯広東RC、5月24日（火）の繰上げ例会と致します。
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　5月26日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　5月27日（金）午前11時
　場　所　帯広市学校給食センター

■ゲスト紹介
帯広ローターアクトクラブ
　会　　長　　道

どうみ

見　賢
けんと

人 様　　副 会 長　　熊
くまがい
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司 様
　幹　　事　　曽

そ ね

根　啓
けいすけ

介 様　　年度会長　　奥
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　　朋
ともあき

聡 様

■退会あいさつ
・林　　光繁 会員
　最近出席が難しくなっていることなどから、残念ながら、当社の
高橋編集局長との交替を念頭に、退会させていただくこととなりま
した。1982年に入会後、2001年には会長職を拝命したこと、父と私
の二代でお世話になったことなど、これまでのことを感謝申し上げ
たいと思います。本当にお世話になり、ありがとうございました。
・伊藤　誠吾 会員（小沢幹事代読）
　5月1日付で旭川に異動となりました。4年間皆さんと共に活動す
ることができ、大変に光栄でした。この経験をこれからの人生に役
立てていきたいと思います。後任支店長も入会を希望しております
ので、よろしくお願い申し上げます。

■委員会報告
・米山奨学生紹介　　　　米山奨学委員会
RI第2500地区　新米山記念奨学生
ティアナ ナバロナ ランドリアナントアンドロ 女史

・熊本地震災害義援金募金のご案内 社会奉仕委員会
・5RC親睦ゴルフ大会のご案内 ゴルフ同好会
・出席報告
5月11日例会の報告 会員総数93名　うち免除会員4名　出席者数63名
4月13日例会の報告 メークアップを含む出席者数81名　出席率88.0%
・ニコニコ献金 親睦活動委員会
眞鍋　智紀 会員
　今年を持って真鍋庭園は開拓百年、庭園開放五十年となります。
これを機会に実務を息子に任せます。
林　　光繁 会員
　退会挨拶の場を提供していただき、感謝いたします。
合田　倫佳 会員
　新米山奨学生のティアナさんを本日紹介します。皆様気軽に彼女
に声を掛けて下さい。よろしくお願いします。
讃岐　武史 会員
　昨日より、事務局長を拝命している帯広マディソン交流協会の招
聘で、ポール・ソグリン市長夫妻が来帯しました。本日はロータリーの
例会なので、曽我さんに私の代わりに接待役をお願いしております。
木野村英明 会員
　本日の例会を担当します。
伊藤　誠吾 会員
　4年間、大変お世話になりました。

■本人お誕生祝い
進藤　恒彦 会員　　佐藤　真康 会員　　髙道　　伸 会員
小林　光樹 会員　　中田　知德 会員　　小白　智志 会員
村松　一樹 会員　　新田　　潔 会員　　佐藤　睦浩 会員
工藤　　稔 会員　　長谷川　賢 会員
■ご結婚記念祝い
平原　　隆 会員　　林　　光繁 会員　　小林　光樹 会員
合田　倫佳 会員　　藤森　裕康 会員　　太田　隆博 会員
加藤　健吾 会員　　猿川　陽介 会員　　山上　大輔 会員
■配偶者様お誕生祝い
進藤　恒彦 会員　　加藤　維利 会員　　大森　康次 会員
山本　健一 会員　　佐藤　幸宏 会員　　高原　　淳 会員

【お知らせ】5月のロータリーレートは、$1=110円です。

■5月のプログラム予定　
5月18日（水）「ロータリー財団のポリオに対する取り組みに関して」
 川上　義史 委員長（ロータリー財団委員会）
5月25日（水）「会員卓話」 （プログラム委員会）
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医療法人社団   典俊会   帯広泌尿器科
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