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■会長報告

和田 賢二 会長
皆さんこんにちは、昨年に続き今年も帯広ロー
タリークラブにとりまして大変つらい7月となり
ました。加藤維利会員のご尊父であり、平成17年
度まで37年間当クラブに在籍されておりました
第47代会長の加藤一夫さんが先週18日にお亡く
なりになりました。会員の中には加藤大先輩から薫陶を受けた
方も多いと思います。
私もロータリークラブの事など何も知らない時に帯広ロータ
リークラブへ入会するように大変熱心にお声をかけて頂きまし
て、入会時の推薦者は別の方ですが実際の推薦者という存在の
方でした。改めましてロータリー活動における沢山のご功績を
讃えますとともに、
心からご冥福をお祈りしたいと存じます。
さて、皆さんは「世界を変える行動人（People of Action）」と
いう言葉をご存知でしょうか。これはRIが、いま取り組んでお
りますキャンペーンです。以前のアンケート調査では「ロータ
リーを知っている」という方の回答率は2012年には60%、2015
年には75%と増えました。
しかし、最近、全世界で行われたアンケートでは、ロータリー
の認知度は上がっているものの、活動内容ははっきりと理解さ
れていないという結果が出ています。実際、回答者の35%がロ
ータリーの活動内容や目標を知らないと答えています。そこで
個々の会員が、ロータリーブランドの親善大使としてロータリ
ーのストーリーを力強く発信し、地域社会で行動人として活動
するご自分なりのストーリーを考えて地域社会や他の人に伝
えてくださいというキャンペーンです。是非、皆さんも積極的
にこのキャンペーンに参加して頂きたいと思います。
私が入会する機会を作って下さった加藤一夫大先輩も、まさ
に今ご紹介した「世界を変える行動人（People of Action）」では
なかったかなと思います。
以上、会長報告とさせていただきます。
■プログラム 「委員会活動計画発表」
プログラム委員会
ロータリー財団委員会委員長 神山恵美子 会員
今年度のロータリー財団委員会としては、和田
会長の「ロータリーを拡めよう」というお言葉の
もと、
「ポリオの撲滅」を中心とした社会奉仕活動
への理解と寄付を会員に募るだけではなく、帯広
市内の5ロータリーで協力し、一般市民の方にポ
リオ撲滅を中心としたロータリーの活動を紹介するパネル展
を企画しております。皆様のご協力なくては成功できません。
どうぞお力添えをよろ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 野村 一仁 会員
事業活動計画として、主な事業は3つあります。
ロータリー情報集会の開催・新入会員オリエンテ
ーション開催・担当例会です。ロータリー情報集
会の開催は、今年度も2回開催する予定です。新入
会員オリエンテーション開催は1回を予定してお
り、日時は未定ですが多くの会員が参加できるように配慮して

会員総数93名（内免除会員4名）

メークアップ 10名

欠席者 23名
（名）

93

いきます。担当例会は2回を予定しています。例会内容について
は会長方針に沿って今後委員会の中で検討していきます。ま
た、プログラム内容が時間内により早く終わったときは、会員
の皆様に有益なロータリー情報を提供できるよう準備します。
1年間どうぞよろしくお願いします。
米山記念奨学委員会委員長 櫻井 博一 会員
バリーラシン国際RC会長のインスピレーショ
ンになろう、和田会長のフリマインドロータリ
ー、これらの共通にある事。まずは、例会出席にて
輪を広める。例会出席での意見交換が基本になろ
うかと思っています。
アジア、そして世界各国に平和を理解してもらうため、志高
い留学生を迎え入れ、平和を願う我らロータリアンと出会い、
信頼関係を構築すること。それこそが、米山記念奨学委員会の
本質であると考えます。ロータリー活動に最もふさわしい国際
奉仕事業、米山記念奨学会のご理解が深まるよう、新年度より
精一杯活動してまいります。
青少年育成委員会委員長 伊藤 秀敏 会員
青少年育成委員会の活動は、まずは、直近に迫
ってきました、ライラセミナーへの協力です。そ
して、ロータアクトクラブへの支援、ロータアク
トクラブ地区協議会への協力とボーイスカウト
への助成です。
実は、私自身、ロータアクトクラブのOBであります。在籍は2
年くらいで、あまり活動は出来なかったのですが、入会して、本
当に良かったなと思っております。
皆さまの会社の20代の方で、帯広は面白くないと思っている
方がいるとしたら、ひょっとしたら、仕事以外の友達がいない
のかもしれません。友達がいることで、本当に変わりますので、
是非、ロータアクトクラブへの入会もよろしくお願いいたしま
す。
国際奉仕委員会委員長 井上 洋一 会員
社会奉仕委員会の委員長を仰せつかりました
井上洋一です。
先ず8月29日の例会出席を、お書き留め下さ
い。世界での奉仕事業の実態や、ロータリー・クラ
ブに求められる奉仕のあり方などの示唆を頂け
る講話をご用意して居ります。年が明けて来年には、市内ロー
タリー・クラブ合同例会の運営も帯広ロータリー・クブが主導
で運営の予定です。また、明年6月にも例会を担当させて頂き、
今の時代に相応しい奉仕のあり方を模索する一年にしたいと
考えて居ります。
社会奉仕委員会委員長 野村 文吾 会員
社会奉仕委員会は、公共のイメージに重点を置
き、パートナー組織に注目してもらう、ロータリ
ー年度や任期を超えた持続可能な影響をもたら

す大きなプロジェクトを通じて
「インスピレーション」になろ
う、
というRI会長のお言葉をベースに、2500地区ガバナー方針
「行動するロータリー、
つながるロータリー」
、
そして帯広ロータ
リークラブ会長方針
「ロータリーを拡めよう」に沿って、特に和
田賢二会長の活動方針にあります
「他クラブとの連携」に着目
して、
持続可能な街づくりの一助となるよう活動いたします。
担当例会を通じて、街づくりのインフラの一つである公共交
通の現状と課題を理解し、また、その対策として事業の必要性
を理解し、最後にその成果を報告します。
プログラム委員会委員長 高原
淳 会員
今年度のプログラム委員会は会長方針
「フリー
マインドロータリー ロータリーを拡めよう」に
沿って、理事・役員の方々や各委員会と協力しな
がら、魅力的なプログラムの作成を目指していき
ます。
当委員会が担当させていただく例会は、今年度10回予定され
ています。うち2回は本日の例会と次回例会の委員会活動計画
発表です。他8回の例会では、新入会員様の卓話や会員及びゲス
トをお迎えしての卓話を予定しています。
例会プログラムが魅力的なものであるかどうかは、
例会出席率
の数字にも少なからぬ影響を与えるものと考えています。
したが
って、
価値のあるプログラム、
参加してよかったと感じるような
例会を提供することがプログラム委員会の使命といえます。
会員卓話やゲスト卓話の質が高まるよう、企画内容の検討や
講師の選定を慎重に行い、講師及び関係者と密に協議を重ねな
がら、よりよいプログラムを提供していきたいと思います。
幸いなことに、今年度プログラム委員会には見識ある委員の
皆さまが揃っていて、大変心強く感じているところです。4名
のプログラム委員の皆さまの協力と、クラブ管理運営委員会の
小田理事の助言をいただきながら、一年間務めてまいりたいと
考えています。
どうぞ、よろしくお願い致します。
■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯 広RC、8月15日（水）の例会は、休会と致します。
②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。
③帯広西RC、移動例会開催のご案内
日 時 8月 2日（木）午後0時30分
場 所 アップアイランド
④帯広東RC、移動例会開催のご案内（道の日清掃）
日 時 8月 3日（金）午前10時
場 所 帯広中央公園南側
※尚、8月7日（火）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広南RC、8月13日（月）の例会は、休会と致します。
帯広東RC、8月14日（火）の例会は、休会と致します。
帯広西RC、8月16日（木）の例会は、休会と致します。
■ビジター紹介
帯広北ロータリークラブ
地区大会副実行委員長 佐藤 三幹 様
2018−19年度の国際ロータリー第2500地区大
会を帯広北ロータリークラブのホスト及び芽室
ロータリークラブのコ・ホストにより9月28日、
29日の2日間、帯広市において開催致します。

↑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。

■委員会報告
・青少年育成委員会
・ライラセミナー
2018年9月1日〜2日 士別グランドホテル
18歳から30歳までの方が参加対象。ご参加くださいますよ
うお願いします。
・12時間チャリティーソフトボール大会
2018年8月26日 6：00〜18：00
今年は、帯広RCとして、1チームを作り参加したいと考え
ています。
・同好会報告 「旅アソシエ」案内
飛岡
抗 会員
平成30年10月24日〜28日、プーケット旅行を企画しました。
ダイビングを2日間行う予定です。参加希望は栂安会員または
飛岡会員までお願いします。
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
和田 賢二 会員
先日十勝毎日新聞に帯広ロータリークラブの新年度体制を
掲載していただきました。頑張ります。
高原
淳 会員
先月、2冊本を出版しました。良ければご一読下さい。
矢野 雅之 会員
新入会員の歓迎会ありがとうございました。
梶野宗一郎 会員
歴史と伝統のある帯広ロータリークラブ新入会員歓迎会を
開催していただき、誠にありがとうございます。心温まる会員
の皆様と交流が出来て嬉しかったです。
高木
剛 会員
盛大な歓迎会を催して頂きありがとうございます。
工藤 大輔 会員
過日、3委員会合同で新会員歓迎会を開催。楽しいひと時で
した。新会員の皆様がニコニコ献金をして下さったので私もさ
せて頂きます。
・本人誕生日祝い
小林 光樹 会員
・ご結婚記念日祝い
小林 光樹 会員
・会葬御礼
加藤 維利 会員
先日の私の父の葬儀には多くの方の参列、また過分なるお供
物、御香料を頂戴しまして誠にありがとうございました。柩に
は熱燗を3杯入れましたので、今頃は先に逝ったロータリーの
諸先輩とロータリーのことをツマミに酒盛りをしているのか
なと思っています。今後とも遺された家族に対し、今までどお
りのお付き合いをしていただければ幸いと思います。
・出席報告
出席委員会
7/25例会の報告
会員総数93名 内免除会員4名 出席者数55名
7/11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 ※次週プログラム予定
8月1日（水）「会員増強について」
（会員増強委員会）
倉野
賢 委員長
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