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19年度国際ロータリーのテーマ

方針

Free Mind Rotary

ロータリーを拡めよう
会 長

インスピレーションになろう
6月27日例会

出席
報告

会員総数89名（内免除会員4名）

出席者数 67名

和田

欠席者 11名

メークアップ 11名

0

■会長報告

和田賢二

（名）

89

賢二 会長

動で充実した一年間であります様、微力ながら努めてまいりま

皆さんこんにちは。まず先に、この度西日本豪雨

すので、会員皆様方のご協力とご指導の程、よろしくお願い申

災害で被災されました方々へお見舞いを申し上げ

し上げます。

ますと共に、お亡くなりになられました方々へ心
・就任挨拶

よりご冥福をお祈り致します。

小沢

さて一週間は早いもので、先週の第一例会が済んでから翌日

昌博 会長エレクト

2019－20年度帯広ロータリークラブ会長エレク

の7月5日に帯広ローターアクトクラブの新年度第1回例会へ青

ト小沢昌博でございます。

少年育成委員会伊藤委員長と畑副委員長の3名で出席して参り

昭和10年3月15日に創立されました日本で16番

ました。細川ガバナーも来られまして、濱谷会長の今年度事業

目、道内5番目の歴史のある帯広ロータリークラブ

方針と各役員・委員長の挨拶がありました。プログラムの中で

の会長エレクトへの就任、大変重責を感じております。

テーブルごとに〇×クイズを2問ずつ出して、全員がどちらか

現在当クラブは83年周年迎えており、私の予定年度は85周年

に挙手をするゲームを行い会場が大変盛り上がりました。私も

を迎える年度であり創立から数えまして第76代の会長予定者

当初はジェネレーションギャップを感じながら、場違いのテー

となります。今年度RIバリー・ラシン会長のインスピレーショ

ブルに保護者の立場として一人だけ参加しているような気分

ンになろうと共にまた、2500地区細川ガバナー、そして当クラ

でしたが、ライラセミナーに参加した時と同じように、グルー

ブ和田賢二会長と一丸となり私たちがロータリーのインスピ

プの共同作業が終了するとメンバーと一体感が生まれました。

レーションとなりロータリアンの心を奮い立たせ、そしてロー

今、自分になくなりつつある何かを思い出したような、大変フ

タリーを広めてゆきたいと思います。

レッシュで楽しい例会に参加させて頂ました。

平成14年11月13日眞鍋元会長が当時会長年度の年に、私は当

今現在ローターアクトクラブは世界184 ヶ国に10,904クラ

クラブに入会し現在入会16年を経過いたしました。入会後、各

ブ、250,792人の会員がいます。今回、帯広ローターアクトクラ

委員会委員、委員長、理事、幹事を経験させていただきました

ブは新会員が6名入りまして23名となりました。丁度、世界のロ

が、ロータリーは奥が深く、まだまだ分からない事がたくさん

ーターアクトクラブの平均会員数に達した訳です。これからも

ございます。

市内5クラブでローターアクトクラブの活動を積極的に支援し

会員皆様のご指導をいただき、ロータリーを更に学んでゆき

て参りたいと存じます。会員の皆様どうぞ宜しくご協力をお願

たいと思います。会長年度まで会員皆様のご意見を頂戴しなが

い致します。

らどのようなクラブ運営をすべきか考え、準備をさせていただ

以上で会長報告とさせて頂きます。
■プログラム 「決算・監査・予算」
「役員・理事就任挨拶」

きます。会員の皆様、よろしくお願いいたします。
理事会

・就任挨拶

理事会

中田

知德 会計

今年度、歴史と伝統のある帯広ロータリークラ
ブの運営を会計理事としてお引き受けし、身の引

・就任挨拶

長澤

秀行 副会長

き締まる思いであります。帯広ロータリークラブ

2018－19年度、副会長を仰せつかりました。身に
余る光栄と共に、重い責任を感じています。和田賢

の予算編成を行い、資金・資産の管理を適正に処理
してまいりたいと思います。

二会長の「フリーマインド・ロータリー」の心を持

和田賢二会長のテーマ「Free Mind Rotary ロータリーを披

ってロータリーを拡め、社会にアピールすること

めよう」のもと会長の思いが実現できるよう、微力ながら理事・

は、出席率向上や会員増強にもつながることになると思いま

役員として頑張る所存であります。一年間、よろしくお願いい

す。会員の皆様が楽しく参加し、充実した事業活動となるよう、

たします。

会長を補佐し、クラブ運営に取り組む所存ですので、一年間、皆
様のご協力とご指導、何卒よろしくお願い申し上げます。

・就任挨拶

大野

清徳 会場監督

会場監督を仰せつかりました大野です。和田会
・就任挨拶

石神

美代 副会長

この度、2018－19年度副会長の任を仰せつかり、
大変身の引き締まる思いでございます。和田賢二

長のもと厳格な例会の進行を努めて参りたいと思
っておりますので、何卒皆さま方のご指導とご協
力のほど宜しくお願い致します。

会長の方針の下、ロータリーを拡める事に専念し

先程の予算の中にもありましたが、SAA費は大変大きな予

会長を補佐し、各理事・委員長そして会員の皆様方

算を頂いております、会員皆方には少しでも有意義な例会とな

と和気あいあい明るく楽しい例会を目指し、すばらしい事業活

り、各委員会や歴史と伝統のある帯広ロータリークラブの諸活

動に貢献できるように一年間一生懸命頑張って参りますので
どうぞ宜しくお願い致します。
・就任挨拶

小田
剛 クラブ管理運営 理事
本年度、クラブ運営管理委員会の理事になりま
した小田で御座います。宜しくお願いします。クラ
ブ運営管理委員会は「親睦活動委員会」
「 出席委員
会」
「プログラム委員会」の3つの委員会で構成され
ています。各委員会とも例会に欠かせない委員会です。例会を
楽しく、意義のあるものにするため、会員同士の親睦を図り、い
つも出席したくなるように内容を吟味して参ります。例会が終
わって、今日も面白く楽しかったと思える例会に期待してくだ
さい。私も3委員会をバックアップし黒子に徹しますので、一年
間宜しくお願いします。

・就任挨拶

木野村英明 クラブ広報・会員組織 理事
クラブ広報・会員組織委員会の理事になりまし
た木野村英明です。1年間よろしくお願いいたし
ます。この委員会は、広報委員会、会員増強委員会、
ロータリー情報･記録保存委員会から組織されま
すが、主に私がこれまでのロータリー生活で逃げてきた分野で
すので、しっかり勉強したいと思います。大江委員長、倉野委員
長、野村一仁委員長、そして各委員会のメンバーと共に頑張っ
ていきますので、皆さまよろしくお願いいたします。

・就任挨拶

藤森 裕康 ロータリー財団・奨学 理事
この度財団奨学理事をおおせつかりました藤森
でございます。この委員会はロータリー財団委員
会と米山記念奨学委員会の2つの委員会で構成さ
れています。今年度は理事として2つの委員会の理
解を深めて頂くと共に経済的支援をお願いする責務を担って
おります。
みなさまにはその趣旨をご理解のご協力の程よろしくお願
い致します。

・就任挨拶

小水 基弘 奉仕プロジェクト 理事
社会奉仕委員会、職業奉仕委員会、国際奉仕委員
会、青少年育成委員会の4奉仕委員会を担当する事
になりました小水です。ロータリーの根幹である
「超我の奉仕」を実践する為の4委員会と考えます。
社会奉仕委員会では2年連続で地区補助金を利用した事業を進
めます。とかく、目立ち難い委員会ですので今年度は広く認知
されるような事業を実践し
プログラムを盛り上げて行きます。どうぞ1年間宜しくお願い
します。

・就任挨拶

外㟢 裕康 幹事
この一年間、円滑なクラブの管理・運営に努めて
参りますので、会員皆様のご協力よろしくお願い
致します。

■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

↑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。

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。
■委員会報告
・西日本豪雨災害義援金への協力依頼 奉仕プロジェクト委員会
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
和田 賢二 会長
新沼様の入会を承認頂きましてありがとうございます。ニコ
ニコが週遅れになりまして申し訳ありません。
・理事・役員就任
和田 賢二 会長
長澤 秀行 副会長
石神 美代 副会長
國枝 千秋 直前会長
小沢 昌博 会長エレクト
外㟢 裕康 幹事
中田 知德 会計
大野 清徳 会場監督
小田
剛 クラブ管理理事
木野村英明 広報・組織理事
藤森 裕康 財団・米山理事
小水 基弘 奉仕プロジェクト委員長
鈴木
優 出席委員会委員長
工藤 大輔 親睦活動委員会委員長
高原
淳 プログラム委員会委員長
大江
平 広報委員会委員長
倉野
賢 会員増強委員会委員長
野村 一仁 ロータリー情報・記録保存委員会委員長
神山恵美子 ロータリー財団委員会委員長
櫻井 博一 米山記念奨学委員会委員長
森
光弘 職業奉仕委員会委員長
野村 文吾 社会奉仕委員会委員長
伊藤 秀敏 青少年育成委員会委員長
井上 洋一 国際奉仕委員会委員長
・配偶者様お誕生日祝い
眞鍋 智紀 会員
・出席報告
出席委員会
7/11日例会の報告
会員総数93名 内免除会員4名 出席者数60名
6/27例会の報告
メークアップを含む出席者数78名 出席率87.6%
■次週プログラム予定
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
ガバナー補佐セクレタリー 西田 重人 様
「委員会活動計画発表」
（プログラム委員会）
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●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

