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■会長報告 國枝　千秋 会長
　皆様にはすでにFAXでご案内させていた
だきましたが内木　泰永（やすのり）会員が
18日午前2時50分に亡くなられました。昨日、
ご連絡をいただき小白幹事と一緒にお参り
させていただきました。昨年末の年末家族会

にはご家族で参加され、楽しそうにしていたのを今でも思
い出します。年が明けて2月頃に体調が悪く、検査の結果肺
がんと分かりましたが肺気腫の為手術が出来ず、ご自宅で
療養されていましたが様態が急変され、5日前に入院され
ましたがご家族の願いが叶わなかったそうです。ご冥福を
お祈りいたします。
　RI会長からサム・オオリ会長エレクトの訃報のメッセー
ジも私にメールで報告がありました。重ねてですがご冥福
をお祈りいたします。
　さて、RI理事会が戦略計画の中で決定した「クラブのサ
ポートと強化」について、今後1年間でオンラインツールが
大幅に改善される予定とされています。Rotary.orgは一新
され、ロータリー財団への補助金申請手続きが簡素化、My�
ROTARYが使いやすくなり、「ロータリークラブ・セントラ
ル」の構成が変わるそうです。私もチャレンジしてみました
が使いきれずにいます。理解できるようになりましたら、改
めて報告させていただきます。
　今日の例会は、委員会活動方針についてご説明頂きます
ので、どうぞよろしくお願いします。以上、会長報告とさせ
ていただきます。ありがとうございます。

■プログラム　「理事就任挨拶」　 （理事会）
　　　　　　　「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）
クラブ管理理事　川上　義史 会員

　クラブ管理運営員会理事を仰せつかりま
した川上です。今年の会長テーマ、「万里一
空」Let

,
s�go�の「万里一空」とは、“目的・目標、

やるべきことを見失わずに励む・頑張り続け
る”とあります。クラブ管理運営委員会は、皆

様ご存知のとおり、出席委員会、プログラム委員会、そして
親睦活動委員会の3委員会をたばねております。それぞれの
委員会の毎年不変の目的・目標は、出席においてはその管理
と会員の皆様の出席率を上げること、プログラム委員会に
おいては、興味を引くような、聞きたくなるようなプログラ
ムの計画、そして親睦に関しては、会員相互の親睦をはかる
ことにあります。そのやるべき事を見失わずに励むことを、
それぞれが助け合いながら実践していきたいと考えていま
す。さいわい、過去にプログラム委員会、親睦活動委員会に
関しましては経験させていただいたことがございました。
理事という名前はついていますが、それぞれの委員会メン
バーと一緒になって委員長を盛り上げ、知っていることは
アドバイスし、知らないことは学ぶつもりで一年間の役を
はたせたらと考えております。一年間よろしくお願い申し
上げます。

広報・組織理事　五十嵐聖二 会員
　この度、クラブ広報・会員組織委員会の理
事を拝命させて頂いた五十嵐でございます。
私自身本来理事を仰せつかる力はございま
せん。しかし広報委員会の河村委員長に至っ
てはこの委員会には精通されている方です

ので正しい情報をきちっと伝達して頂けると思いますし、
会員増強委員会の小沢委員長におかれましては、経験豊か
な方なのでしっかりと会員増強の役割を担って頂けると思
います。そしてロータリー情報記録保存委員会の合田委員
長におかれましても経験豊かで安心してお任せできる方で
すので様々な正しい情報を提供して頂けると思います。私
は・広報・委員会の担当という事からも、・後方・支援をさせ
て頂きたいと思います。とにかく正しい情報を共有し、伝達
し乍らより多くの会員が増えるよう國枝会長を支えてしっ
かりと役割を果たしていく1年にしていきたいと思います
ので宜しくお願い致します。
　
財団・米山理事　及川ゆかり 会員

　ロータリー財団、米山奨学委員会は�会員
皆さまのご理解とご協力が必要な委員会で
す。委員長、委員会、そして会員の皆さまの協
力を賜りながら1年間、頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

出席委員会委員長　猿川　陽介 会員
　この度、出席委員会委員長を拝命致しまし
た、猿川でございます。初めに、昨日、お亡く
なりになられました、内木先輩のご冥福を心
よりお祈りし、お悔やみ申し上げます。
　さて、ここからは元気を出していきたいと思

います。委員長という、大変重要な役を頂き、震える思いでお
引き受けいたしました。震える思いではございますが、川上理
事のご指導を頂き、藤森副委員長はじめ精鋭が揃っておりま
すので、どうかご安心ください。委員会といたしましては、國
枝会長のテーマ「万里一空」の意である「空は一つ、世界はつ
ながっています。目的、目標、やるべきことを見失わずに励む、
頑張り続けること」をしっかり考え、実践できるよう努力致し
ます。
　また、第2500地区の活動方針は
　「今こそ行動を！－クラブが元気になるために
　　地区が元気であるために
　　そして私たちの未来のために－」とあります。
　クラブが元気になるため、そして私たちの未来のために、
好意と友情を深め、みんなのためになるかどうかを深く考
え、会員の皆様に例会が楽しみと思って頂けるよう委員会
一同「万里一空」の心で頑張り続けます。
　「Let

,
s� go」さあ例会に行こう！と國枝会長、及川理事から

お誘いされているようです、出席率が更に向上するようご
期待ください。それでは皆様、宜しくお願い申し上げます。
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7月5日例会　会員総数91名（内免除会員3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。

親睦活動委員会委員長　渡辺喜代美 会員
　今年度会員91名中、19名の元親睦活動委
員長が在籍されています。この帯広RCの歴
史と伝統を引き継ぐためには、親睦活動委員
会の果たす役割は大変大きいと実感してい
ます。歴代親睦活動委員長のご指導ご鞭撻い

ただきながら、大江・伊藤副委員長と力を合わせ14名体制で
一年間、國枝会長が掲げる活動目標「会員同士のコミュニケ
ーションを高めるために親睦を大切に！」会員一人ひとり
が充実した一年間となるよう頑張ります。どうぞよろしく
お願いします。

広報委員会委員長　河村　知明 会員
　今年度、広報委員長を拝命いたしました河
村です。帯広ロータリークラブの活動が歴史
として記録に残る広報誌の発行やHPの更新
を行ってまいります。会員には例会の情報提
供を、また、地域へ向けては奉仕活動や会の

楽しさの周知に繋がる様な広報委員会の活動にしたいと考
えております。
　一年間どうぞよろしくお願いいたします。

会員増強委員会委員長　小沢　昌博 会員
　今年度クラブ会長のテーマ「万里一空」に
従い、会員基盤を築く為に会員増強を進める
ことを致します。新しい会員に入会いただき
同時に現会員相互のコミュニケーションを
高め、メンバーを維持することが重要であり

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。皆様、新会員候補
の情報、及びご推薦宜しくお願いいたします。

ロータリー情報・記録保存委員会委員長　合田　倫佳 会員
　例年当委員会として実行している活動に
加え、ロータリー情報と記録保存の活動の融
合を目指し、歴史からの情報と最新の情報を
取り混ぜた情報発信の可能性を検討します。
楽しい例会を支える委員会として一年間、情

報発信活動を心がけます。よろしくお願いいたします。

■会務報告 小白　智志 幹事
①�帯広RC、第4回クラブ協議会開催のご案内（ガバナー公式
訪問）
　日　時　7月26日（水）午後5時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　出席義務者　理事・役員・委員長・3年未満会員
　※活動計画書を必ずご持参下さい（後日配布予定）
②帯広RC、ガバナー公式訪問夜間例会開催のご案内
　日　時　7月26日（水）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※�例会前に記念写真をお撮りしますので、18：15までに
3F写真室にお集まりください。

③帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月21日（金）午後6時30分
　場　所　北の屋台

④帯広東RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　7月25日（火）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、7月27日（木）の例会は、休会と致します。
⑥帯広北RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　7月28日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　　　　　　
・ニコニコ献金 親睦活動委員
國枝　千秋 会長
　7月16日のゴルフコンペでもちろん入賞はできませんでし
たがくじ引きで「じゃがいも賞」を藤森会員に引き当ててい
ただきました。藤森会員ありがとう。（多額の商品券でした）

・理事・役員・委員長就任
國枝　千秋�会長
佐藤　幸宏�副会長
野村　一仁�副会長
和田　賢二�会長エレクト
小白　智志�幹事
飛岡　　抗�会計
中島　一晃�会場監督
佐藤　真康�直前会長
川上　義史�クラブ管理理事
五十嵐聖二�広報・組織理事
及川ゆかり�財団・米山理事
大和田三朗�奉仕プロジェクト理事
猿川　陽介�出席委員会　委員長
渡辺喜代美�親睦活動委員会　委員長
橋枝　篤志�プログラム委員会　委員長
河村　知明�広報委員会委員長　委員長
小沢　昌博�会員増強委員会　委員長
合田　倫佳�ロータリー情報・記録保存委員会　委員長
山崎　育子�ロータリー財団委員会　委員長
池田　健太�米山記念奨学委員会　委員長
森下　　勉�職業奉仕委員会　委員長
小水　基弘�社会奉仕委員会　委員長
新藤　敦史�国際奉仕委員会　委員長

・出席表彰1年
井上　洋一�会員
・結婚記念日祝（6月）
井上　洋一�会員
・配偶者様お誕生日祝（6月）
池田　健太�会員

【お知らせ】・7月のロータリーレートは、$1=111円です。
・出席報告
7/19例会の報告
　会員総数90名（内免除会員3名）　出席者数54名
　内免除会員の出席が1名
7/5例会の報告
　メークアップを含む出席者数及び出席率　68名　76.4％

■次週プログラム予定
7月26日（水）「ガバナー公式訪問夜間例会」� （理　事　会）
� RI第2500地区ガバナー　成瀨　則之�様


