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■会長報告	 和田　賢二	会長
　皆さんこんにちは、本日より帯広ロータリークラブ
の第75代会長に就任いたしました和田でございます。
　2018−19年度の一年間の中で、日本が平成という
年号から新しいものへと変わろうとする大きな節目
の時に、会長を仰せつかり誠に光栄と存じますととも

に、大変身の引き締まる思いでございます。
　1週間前に国枝直前会長よりこのバッジを引き継ぎました。バッ
ジは小さくとも、永々と受け継がれた帯広クラブの歴史と伝統の重
さをずっしりと感じました。
　ちょうど当クラブが最終例会を行っていた日に、6月23日から
カナダのトロントで開催されていたロータリーの世界大会も最終
日でした。
　イアン・ライズリー会長からバリー・ラシン会長エレクトへバト
ンタッチされ、マーク・マローニー会長ノミニー（米国アラバマ州
ジケーターRC）も紹介されました。
　基調講演は識字率向上や人権問題に取り組まれているアメリカ
のローラ・ブッシュ元大統領夫人や世界各地で300以上の慈善団体
に関わっているイギリスのアン王女殿下がされました。
　また、ポリオ・プラスへカナダ政府として2017年に7,500万ドル
の支援を約束したジャスティン・トルドー首相に「ポリオ撲滅推進
功労賞」が贈呈され、カナダの累計支援額は6億4000万ドルとなり
ました。
　因みに今年度の世界大会は、来年の6月1日～5日にドイツのハン
ブルグで開催されます。
　ロータリーは113年前の創設以来、その役割は、世界において、ま
た会員の人生において、絶えず進化してきました。
　私は、ロータリーの創始の精神を忘れず、会員が親睦と友情を深
め、地域社会へ奉仕の輪を拡めて行きたいと存じます。
　皆様、一年間どうぞ宜しくお願い致します。

■プログラム　「会長・役員・理事就任挨拶」	 理事会　委員会
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ロータリーを拡めよう
　日本が平成という年号から新しいものへと
変わろうとする大きな節目の時に、帯広ロー
タリークラブの会長を仰せつかり誠に光栄と

存じますとともに、先人が築き上げた歴史と伝統とその責任の重さ
に身の引き締まる思いでございます。　
　私は入会させていただいてから四半世紀が経ち、経験が豊富とい
う以外に特段の取り柄はございませんが、私をサポートして下さる
素晴らしい副会長、幹事、役員、理事、委員長、そして各会員の皆様の
ご支援とご協力を頂きながらクラブ運営に努めさせて頂きたいと
存じます。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
　今年度国際ロータリーのバリー・ラシン会長は、『インスピレーシ
ョンになろう』と仰っております。
　ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会を変えるも
のです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現するために、私たち
は、ロータリーでの自分の役割、そして世界におけるロータリーの
役割を、これまでとは違う角度でとらえる必要があります。公共イ
メージにもっと重点を置き、ソーシャルメディアを活用して会員基
盤を築き、奉仕のスケールアップを助長してくれるパートナー組織
に注目してもらう必要があります。より持続可能な影響をもたらす
大きなプロジェクトに力を注ぎ、ロータリー年度や任期を超えた活
動の研究と計画に時間を費やす必要があります。一番大切なのは、
前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希

望、そして創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域
社会、そして組織全体から引き出すための「インスピレーション」と
なる必要があると仰っています。
　また、今年度RI2500地区　細川吉博ガバナーは
『行動するロータリー、つながるロータリー　～ロータリーの未来
を考えよう～』
のテ―マのもと次の8項目の地区活動目標を掲げております。
　1.会員増強と退会防止
　2.公共イメージと認知度の向上
　3.ポリオプラス及びロータリー財団への協力
　4.ロータリー賞を各クラブが目指す
　5.地区内での新クラブの設立を奨励する
　6.米山記念奨学会への協力
　7.各種会合への積極的参加の奨励
　8.地区事務所のあり方についての調査研究
　ロータリーが発足してから113年になります。世界各地にロータ
リークラブが誕生して会員数は120万人程になりました。しかし、
会員数はずっと横這いでむしろ減少傾向にあります。この1世紀を
超す歴史の中で、奉仕という名のもとに大変多くの事業を行い地域
社会の生活文化の発展に寄与して参りました。その一方で組織の肥
大化による弊害が生まれてきたのも事実です。
　量を求めることによって質の低下も否めません。また、国際ロー
タリーはロータリアンと事務方との確執も生まれ本来のロータリ
アンの為の組織という本質が希薄になっている感さえあります。
　誰のための組織なのか、何のための奉仕なのか、ロータリーの理
念「超我の奉仕」とは、自己の内なる矛盾（利己と利他）を克服し、自
己を高めて自他の対立矛盾を超えて他人に奉仕する（他人のことを
思いやり、他人のために役立とうと尽くすこと）という人生哲学と
しての考え方にあると思います。
　私たちが生まれ育った日本の風土は、古来よりアニミズム的な感
性を醸成して利他の精神が育まれて来たと思っております。これは
日本が世界に誇る「おもてなしの心」ではないでしょうか。「超我の
奉仕」がまさに私たち日本人にとって受け入れやすいのもこの事と
思います。
　私が提案する『フリーマインドロータリー』とは自分の心を空に
して、何でも自由に受け入れることができる。そして自分の心を無
にすること�（無執着な精神）に因って、何にでも自由に対応できる
心の状態を言います。現実の世界は、全て二元的対立であり、その二
元的対立を超えるという考え方です。
　禅の教えではこの二元的対立の真っ只中を生きて行け、と教える
のです。
　では、その二元的対立の根源は何かといえば、「自」と「他」との対
立です。
　つまり「自分と他人の対立」という人間関係だけではなく「自分と
花」、「自分と川」、「自分と山」、自分と自分が目にするもの、耳にする
もの、それらすべてのものと、自分との対立なのです。
　禅宗ではお釈迦様が菩提樹の下で7日間の坐禅の後、12月8日に
悟りを開いたと伝えられておりまして、修行僧は12月1日から7日
まで臘八大摂心という地獄の修行を行い8日の鶏鳴とともに終え
ます。これは心の中の二元的対立を払拭し悟りの境地になろうとす
る修行です。
　人は生まれた時代、環境、地域、立場によって物事を見る目、考え
る心が異なります。何事にもとらわれず心を空にして考えることで
新しい発想、インスピレーションが生まれます。
　バリー・ラシンRI会長もロータリーが地域社会のインスピレー
ションになろうと仰っております。私は超我の奉仕を実践する為に
『フリーマインド』を高めて『ロータリーを拡めよう』と掲げます。
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　そして、活動方針としては「四つの拡めよう」を目標にします。
　1.　親睦とコミュニケーションを拡めよう
　　　・例会の充実、インスピレーションなプログラム
　　　・�出席は義務ではなく権利の行使、会員相互の交流の場を設

ける
　　　・広報の拡充、ソーシャルメディアの活用と発信
　2.　会員を拡めよう
　　　・未充填業種、過去に在籍していた企業へのアプローチ
　　　・�ロータリーへの関心と知識を深め、研修プログラムでスキ

ルアップ
　　　・女性会員比率を10%以上に
　3.　奉仕を拡めよう�−�サスティナブルサービス
　　　・職業奉仕・社会奉仕の意味を理解し地域に拡めよう
　　　・青少年の健全育成を目指し、ライラセミナーに参加する
　4.　ロータリーの輪を拡めよう
　　　・ロータリー財団、米山奨学会事業への協力
　　　・ロータリーの奉仕活動の社会的意義を啓蒙する
　　　・他クラブとの連携
　最後に、アインシュタインは
「誰かのために生きてこそ、人生には価値がある」と言っております。
　さあ、行動しましょう!�

■会務報告	 外㟢　裕康	幹事
①帯広南RC、7月16日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月19日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広北RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月20日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月24日（火）午後6時30分
　場　所　プレミアホテルCABIN帯広
⑤帯広南RC、7月30日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、7月31日（火）の例会は、休会と致します。

■新会員紹介	 （会員増強委員会）
新沼　彰人�君　紹介
推薦者：和田　賢二�会員、小沢　昌博�会員　
梶野宗一郎�君　紹介
推薦者：外㟢　裕康�会員
高木　　剛�君　紹介
推薦者：讃岐　武史�会員
矢野　雅之�君　紹介
推薦者：倉野　　賢�会員、伊藤　秀敏�会員

■委員会報告
・ニコニコ献金	 親睦活動委員会
曽我　彰夫 会員
　今月より長男・浩昌が弊社の三代目社長に就任しました。私は二
代目会長です。思ったより複雑な気持ちです。今後共、よろしくお願
いします。
田守　由宗 会員
　又、又一年続けて出席することが出来ましたことを感謝いたして
おります。これも暇と健康がなすわざと思います。皆様方も御体大
切に出席してください。
工藤　大輔 会員
　昨年度ホーム出席100%することが出来ました。

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 / 大江　　平・副委員長 / 大和田三朗・横山　　聡
　委　員 / 橋枝　篤志・及川ゆかり・村松　一樹・山本　健一
●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。

森　　光弘 会員
　7月29日は社会福祉法人光寿会が介護老人保健施設ケアステー
ションひかりを開業し20周年を迎えました。今後とも宜しくお願
い申し上げます。
中田　知德 会員
　先週の最終例会で、すばらしい景品が当たりました。ありがとう
ございました。
花岡寿美代 会員
　先日の最終例会で、宿泊券を当てさせて頂きました。すごくビッ
クリしました。ありがとうございました。
讃岐　武史 会員
　新しいNHK帯広放送局、局長、高木剛さんの入会をご承認頂きあ
りがとうございました。
倉野　　賢 会員
　第一生命帯広支社の矢野雅之様の入会御承認をいただきありが
とうございました。
伊藤　秀敏 会員
　本日は矢野雅之様の入会御承認いただきありがとうございまし
た。
外㟢　裕康 会員
　梶野宗一郎君の入会を承認していただきありがとうございます。
小沢　昌博 会員
　この度、北電道東支社、新沼支社長様を推薦させていただきまし
た。新沼様を皆様よろしくお願いいたします。
矢野　雅之 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させていただき
ありがとうございます。どうかよろしくお願いします。
高木　　剛 会員
　この度は歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに参加させて
頂きありがとうございます。
梶野宗一郎 会員
　この度、歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させてい
ただき、誠に嬉しく感謝しております。宜しくお願い申し上げます。
新沼　彰人 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させて頂き誠に
ありがとうございます。
・出席表彰記念
村松　一樹�会員　5回目
・本人お誕生日祝い
横山　　聡�会員　　小沢　昌博�会員　　進藤　敦史�会員
矢野　雅之�会員

・配偶者様お誕生日祝い
國枝　千秋�会員　　星屋　洋樹�会員　　和田　賢二�会員
外㟢　裕康�会員　　川上　義史�会員
・ご結婚記念日祝い
飛岡　　抗�会員　　川上　義史�会員　　後藤　健二�会員
大野　清徳�会員　　村松　一樹�会員　　櫻井　博一�会員
・出席報告	 出席委員会
7/4例会の報告� 会員総数93名　内免除会員4名　出席者数63名�
6/20例会の報告� メークアップを含む出席者数70名　出席率77.7%�
■次週プログラム予定
7月11日（水）　「決算・監査・予算」　� （理　事　会）

「役員・理事就任挨拶」
7月18日（水）　「ガバナー補佐公式訪問」
� RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　曽根　　一�様
� ガバナーセクレタリー　西田　重人�様

「委員会活動計画発表」� （プログラム委員会）
7月25日（水）　「委員会活動計画発表」� （プログラム委員会）


