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■会長報告 佐藤　真康 会長
　7月の後半は天気が良くなかったですが、ここに
来て一気に気温が上がり、十勝としては珍しく湿
度も高くなっています。みなさん体調管理には十
分、留意して頂ければと思います。8月は「会員増

強・新クラブ結成推進月間」です。今年度、私の重点目標のひとつ
が「会員増強」です。みなさん、いろいろ勧誘活動を行っているこ
とと思いますが、ロータリーのサイトに行きますと、さまざまな
会員増強に関する資料が載っています。例えば、参考すべきアイ
デアとして、「SNSを活用してロータリーをアピールする」「他の
クラブの成功例を収集する」「ロータリーの活動を写真に収め、
ハッシュタグをつけてツイッターやインスタグラムで紹介する」
とか、「会員増強ガイド」という冊子では、26ページに渡って貴
重な情報を紹介しています。
　昨年、会員増強に関するアンケートというのが、東京における

「会員増強セミナー」で発表されました。その中に、「入会しない
理由」というのがあって、1番が「時間がない（仕事との両立が困
難）」、2番目が「年会費の負担」でした。この2つでかなりのパー
セントをしめています。私も勧誘活動の中で、入会を断られる理
由のほとんどが、この「時間がない」でした。ロータリーの活動は
JCなどと違い、それほど時間が取られることがないと思うので
すが、この点はもっとアピールしていかなければならなにのかも
しれません。特に、JC経験者は、またJC並の時間をとられるの
かと誤解している人が多いので、十分な説明が大切だと思って
います。
　今後とも、みなさんと共に、会員増強に努めますので、ご協力
の程をよろしくお願いします。

■プログラム「委員会活動計画発表」
 川上　義史 プログラム委員会委員長
小林　義幸 ロータリー財団委員会委員長

　今年度、RI会長テーマは「人類に奉仕するロー
タリー」を掲げています。また会長方針は「COOL 
ROTARY」とされました。
　ロータリー財団は世界の人々の健康状態を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救済する事を通じて、世界平和
や親善、相互理解を推進しています。
　当委員会としてはロータリアン一人ひとりの力を金銭的な面
で結集することが大切と考えております。会員の皆様にはご理
解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

河村　知明 青少年育成委員会委員長
　青少年育成委員会では、今年度もロータリーア
クトクラブの支援、ライラセミナーへの青少年と
の参加、ボーイスカウトへの助成などの事業を行
います。

　ローターアクトクラブは月2回の例会や、氷祭りの市民雪像の
作成や十勝川いかだ下りなどの地域行事への参加、毎年8月末に
は12時間チャリティーソフトボール大会を主催、他にもチャリテ
ィーバザー等の奉仕活動を通して、地域の活動のリーダーとな
る人材の育成に役立っています。
　自分も、ローターアクトOBですが、今やっているPTA活動の
中で、ローターアクトの仲間が何人も参加していて、人間関係が
出来ているのでとても活動しやすく助かっています。
　ローターアクトに参加していたおかげで積極的に、ボランティ
ア活動でリーダーシップを発揮する人材が育った結果ではない
かと感じています。
　地域や世界の未来を担って行く次世代の若者たちの活動を応
援して行く為に、委員メンバーと共に頑張ってまいりますので、
皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。

大和田三朗 国際奉仕委員会委員長
　2016−17年度RI ジョンFジャーム会長の今年
度のテーマは｢人類に奉仕するロータリー ｣を掲
げ、「ロータリーを通じて社会に貢献する大きな機
会、人類へのロータリー奉仕を通じてより良い世

界を築く機会なのです」と述べております。
　2016−17年度 RI2500地区 帯広RC佐藤真康会長のクラブテ
ーマは、「COOL ROTARY」を掲げられており、ロータリー財団
を使った国際奉仕活動を実践するための活動に努めたいと考え
ます。
　担当例会の開催　2回　2017年10月19日（水）
　　　　　　　　　　　  2018年6月9日（水）
　7RC合同例会　　2017年2月7日（火）　　帯広東RC担当
　国際奉仕活動調査（マッチングブランド）につきましては、今年
度は、各方面での調査を行い、次年度の國枝年度で実行できるよ
うに努めます。ロータリー活動を通じて、家族・友人にロータリー
の素晴らしさを知って頂き、世界に貢献できる事業をして行こう
との目標に沿って、国際奉仕活動を担っていきたいと思います
ので、会員の皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願いします。

川上　義史 プログラム委員会委員長
　今年度のプログラム委員会は、副委員長に外㟢裕
康会員、メンバーには道吉見会員、小沢昌博会員、三
浦啓徹会員、山本健一会員そして私の6人です。
　1年間よろしくお願い申し上げます。

　今年度のテーマである「Cool Rotary」と会長の掲げる3つの
目標、１．家族・友人にロータリーの素晴らしさを知ってもらう。
２．世界で貢献できる事業をしよう。３．会員数100名を維持しよ
う。を十分に理解し、理事・役員の方々と綿密な連携をとり、かつ
各委員会と協力しながら、会員の皆様が毎回出席を楽しみにす
るようなプログラム作成を目指します。
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7月20日例会　会員総数93名（内免除会員4名）
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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。

　年間45回を予定している例会のうち、当委員会が担当させて
いただく例会は、本日と再来週の2回の各委員会活動計画発表を
除くと計9回です。
　その中で新入会員様の卓話や、その他にも、「お話を聴いてみた
い。」と出席意識の高まるようなゲストをお迎えしての卓話も考
えております。
　会員各位の例会への出席をよろしくお願いいたします。

■ロータリー一口情報「例会出席の意義について」
 和田　賢二　ロータリー情報・記録保存委員会委員長

　当クラブの故田中弘パストガバナーは常日頃
「ロータリアンは例会に出席することが義務であ
り権利である」と仰っておりました。折角の権利を
放棄するのはもったいない、また、責任ある立場と

して義務を履行するのは当然と言う事だと思います。
　米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と語っており
ます。ロータリーライフにおける親睦の第一歩は、まず毎週必ず
例会に出席することから始まります。 
  入会の時に新会員の方は①ホームクラブに半期30%以上出席  
②メークアップを含めて半期50%以上出席  ③連続4回欠席して
はならないという出席規定を聞いていると思いますが、実際は推
薦者と自分自身のために①ホームクラブに毎週必ず出席する ②
どうしてもホームクラブに出席出来ないときは、必ずメークアッ
プをすると考えを改める必要があります。この規約は、会員とし
ての最低条件であり、ロータリー活動が望んでいる会員の姿は、
毎例会に欠かさずホームクラブに出席することです。 
  例会の目的は、異業種同士が意見の交換を通じて、互いを理解
し、友情を深め、自己改善を図ることにあり、その結果として奉仕
の心が育まれてくるのです。
　例会は会員員同士が修練し合う自己研鑚の集まりでなくては
成りません。
　例会運営にあたる者は、仕事すべき貴重な時間を割いて例会
に参加する会員に、それに値するメリットを与える義務がありま
す。限られた例会の中で、いかに有益な情報を効果的にプレゼン
スするかを考えて、運営しなければなりません。会長の卓話、各種
の報告、卓話、その一つひとつがロータリー活動の意識を高め、会
員に多くの感動を与える内容であって、例会出席の意義が感じら
れると思います。 

■会務報告 工藤　大輔 幹事
①2016−17年度地区大会開催のご案内
　10月21日（金）〜22日（土）2日間
　第1日目（10/21）
　　記念親睦ゴルフ大会　8：30〜　北見カントリークラブ
　第2日目（10/22）
　　受付登録　　　　　　8：30〜　北見市民会館
　　本会議　　　　　　　9：00〜18：00
　　　　　　　（昼　食　12：00〜13：00）
　　大会記念大懇親会　　18：30〜20：00
 ホテルベルクラシック北見
②帯広RC、8月17日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広RC、8月31日（水）の例会は、休会と致します。

③ 帯広西RC、8月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広北RC、8月12日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、8月15日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、8月16日（火）の例会は、休会と致します。
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　8月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広北RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月27日（土）午後5時
　場　所　道新花火大会会場（十勝川河川敷）
　※尚、8月26日（金）の繰下げ例会と致します。
⑥帯広東RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月28日（日）午前10時
　場　所　新嵐山スカイパーク
　※尚、8月30日（火）の繰上げ例会と致します。

■委員会報告
・地区大会ゴルフ大会案内及び参加のお願い
 太田　隆博 会員
　地区大会記念親睦ゴルフ大会が10月21日（金）8：30より北見
カントリークラブで開催されます。ご参加よろしくお願い致し
ます。
・ニコニコ献金 親睦活動委員会
長澤　秀行 会員
　大変うれしいことに、またテーブル100%出席です。
・本人お誕生祝い
橘　　精三 会員　　後藤　裕弘 会員　　山本　健一 会員
渡部　　聡 会員　　高原　　淳 会員　　加藤　健吾 会員
及川ゆかり 会員

・配偶者様お誕生祝い
中島　一晃 会員　　河村　知明 会員　　新田　　潔 会員
横山　　聡 会員　　
・出席報告 出席委員会
8月3日例会の報告
　会員総数94名 うち免除会員4名、出席者数62名 うち免除会員2名
7月20日例会の報告
　メークアップを含む出席者数79名　出席率87.8%

■8月のプログラム予定
8月10日（水）「会員増強について」（会員増強委員会）
8月17日（水）「休　会」※お盆
8月24日（水）「会報づくりの裏舞台」（広報委員会）
8月31日（水）「休　会」


