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小沢 昌博 会長
会員の皆様こんにちは。先週は2500地区ガ
バナー公式訪問でした。夕方よりクラブ協議
会、夜間例会と皆様お疲れ様でした。ガバナ
ー、ガバナー補佐ともに、にこやかに、協議
会、懇親会を過ごしていただけましたこと
に、皆様に感謝申し上げます。
2014－15年度、ちょうど5年前になりますが、奥周盛ガバ
ナー年度に地区副幹事として地区内各クラブへ随行させて
いただいた時を思い出させていただきました。
今月21日の日曜日は釧路にて米山記念奨学金とロータリ
ー財団のセミナーが開催される予定です。関係委員会、役員
の皆様はお気を付けて参加なさってください。
本日は2018－19年度昨年の決算報告となります。中田前
会計お疲れ様です。繰越金があるという事で、本年度安心し
て運営できることと思います。
また、新年度の予算も出来上がりましたので川上会計よ
り予算案を提案させていただきます。
その後、各委員会の活動計画を順次、発表させていただき
ますが、前年、会費値上げにより、会計がなんとか納まりま
したので、今年度はニコニコ献金はできれば、本会計には繰
り入れず、周年事業他、通年の事業以外の必要と思われると
きに理事会にて協議し、必要な時に使用する為に、別扱いに
て管理して参りたいと考えておりますので、宜しくお願い
致します。
以上をもちまして、会長報告とさせていただきます。
■プログラム 「決算・監査・予算案」
前年度の決算報告について外㟢前年度幹
事より報告がありました。

前年度会計監査報告が田中前年度監査よ
りありました。

義史会計

幹事就任にあたって
幹事 飛岡
抗
今年度は、歴史と伝統の帯広ロータリーク
ラブの幹事を小沢会長よりご指名頂き自分
で大丈夫か？皆様へ公平感を持ってできる
か心配の毎日でございます。

会員総数89名（内免除会員4名）

出席者数 55名
（名）

■会長報告

今年度の予算案について川上
より説明がありました。

7月3日例会

欠席者 34名

メークアップ 15名

小沢昌博

ロータリーは世界をつなぐ

会員総数95名（内免除会員4名）

出席者数 46名

会 長

0

欠席者 23名

メークアップ 11名

（名）
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さて、RI会長「ロータリーは世界をつなぐ」地区吉田ガバ
ナー「知らずて語れず」小沢会長の方針である「すべてに感
謝」とは、
「世界の人々をつなぐのには、ロータリーを知らな
いのに語れない、またみんなに感謝してこそ人々をつなぐ
ことができる」と自分なりに解釈をして、会員相互の「つな
ぎ役」として会長をサポートし、会員各位が例会は楽しい、
来てよかったと「地域で」言って頂けるような、クラブ管理
運営に努めます。
一年間、会員また、先輩会員の皆様に、ご協力とご指導の
ほど、宜しくお願い申し上げます。
理事就任挨拶

会計 川上 義史
一年間よろしくお願いいたします。

会場監督 五十嵐聖二
しっかり時間配分して運営してまいりま
す。一年よろしくお願いいたします。

クラブ管理理事 村松 一樹
小沢会長に感謝されるよう頑張ります

クラブ広報・会員組織理事 大野 清徳
皆様のご協力をいただきながらしっかり
やっていきたい。

ロータリー財団・奨学理事 栂安 雅満
ぜひ協力よろしくおねがいいたします。

■会務報告
飛岡
抗 幹事
①帯広RC、7月31日（水）の例会は、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18日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 7月23日（火）午後6時30分
場 所 とかちブルー

④帯広東RC、7月30日（火）の例会は、休会と致します。
⑤帯広東RC、移動例会開催のご案内（道の日清掃）
日 時 8月2日（金）午前10時
場 所 帯広中央公園南側広場
※尚、8月13日（火）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広南RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
日 時 8月5日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
⑦帯広東RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
日 時 8月6日（火）午後6時30分
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
■新入会員紹介
・北海道新聞社 南部 謙治 会員
推薦者 後藤 裕弘 会員

・NTT東日本北海道 北海道東支店
推薦者 奥原
宏 会員

田中

利治 会員

■委員会報告
・委員会報告 青少年育成委員会
委員長 渡辺喜代美
8月31日（土）〜9月1日（日） 1泊2日で旭川にて行われる
ライラセミナーの参加者を募集しております。30歳以下の
若者を推薦してください。
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
後藤 裕弘 会員
北海道新聞の南部様を推薦させて頂きました。
南部 謙治 会員
歴史と伝統ある帯広ロータリークラブへの入会をご承認
いただき、ありがとうございました。これからよろしくお願
いいたします。
奥原
宏 会員
本日入会のNTT東日本北海道 北海道東支店 取締役北
海道東支店長田中利治君は、前任者同様明るく活発な方と
思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

↑帯広ロータリー
クラブホームペー
ジ。バーコードリ
ーダーで読み込
む事ができます。

田中 利治 会員
本日入会いたしました。NTT東日本北海道東支店の田中
利治と申します。初めての北海道・帯広勤務。これからどう
ぞよろしくお願い致します。
仁木 宏一 会員
サマージャンボ宝くじの販売協力ありがとうございまし
た。
役員・理事就任のニコニコ
会 長 小沢 昌博
副会長 小白 智志
副会長 工藤 大輔
会長エレクト 長澤 秀行
幹 事 飛岡
抗		
会 計 川上 義史		
会場監督 五十嵐聖二		
直前会長 和田 賢二
クラブ管理理事 村松 一樹
クラブ広報・会員組織理事 大野 清徳
ロータリー財団・奨学理事 栂安 雅満
奉仕プロジェクト理事 中島 一晃
出席委員会 委員長 仁木 宏一
親睦活動委員会 委員長 工藤
稔
プログラム委員会 委員長 小田
剛
広報委員会 委員長 河村 知明
会員増強委員会 委員長 後藤 裕弘
ロータリー情報・記録保存委員会 委員長 高原
淳
ロータリー財団委員会 委員長 及川ゆかり
米山記念奨学委員会 委員長 倉野
賢
職業奉仕委員会 委員長 櫻井 博一
社会奉仕委員会 委員長 小林 光樹
青少年育成委員会 委員長 渡辺喜代美
国際奉仕委員会 委員長 合田 倫佳
・出席報告
7/3例会の報告
会員総数89名 内免除会員4名
出席者数55名 内出席免除会員1名
6/19例会のメークアップを含む出席者数61名
出席率66.3%

出席委員会

7/10例会の報告
会員総数89名 内免除会員4名
出席者数56名 内出席免除会員1名
6/26例会のメークアップを含む出席者数71名
出席率76.3%
7/17例会の報告
会員総数91名 内免除会員4名
出席者数53名 内出席免除会員1名
7/3例会のメークアップを含む出席者数66名
出席率76.7%
■次週プログラム予定
7月24日（水）
「委員会活動計画発表」 （プログラム委員会）

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 / 河村 知明・副委員長 / 脇坂 篤直・柴田 勝浩
委 員 / 奥田
潔・井上 洋一・角 健太郎・南部 謙治
●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

