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■会長報告	 小沢　昌博	会長
　会員の皆様　こんにちは。
　本日は年次総会になります。会長ノミニーの
選出並びに、次年度2020－21年度理事・役員選
出になります。またRIより定款変更に伴う当

クラブの定款変更に関しお諮りしたい項目の決議となりま
す。会員の皆様、後ほどよろしくお願いいたします。
　12月は「疾病予防と治療」月間。
　ご存知の通り、ロータリーはポリオのない世界をめざす
世界的イニシアチブにおいて中心的な役割を担っており、
世界中のロータリー会員が予防接種活動への参加、各国政
府への呼びかけ、募金活動/寄付などを通じてサポートして
います。
　そのほかにもロータリー会員は、マラリア、エイズ/HIV、
アルツハイマー型認知症、多発性硬化症、糖尿病など、さまざ
まな疾病の予防と治療に携わっています。また、貧困地域の
人たちを対象とした聴覚、眼科、歯科検診も実施しています。
　疾病との闘いでは、患者への直接的なサポートだけでな
く、地域社会全体のキャパシティを高めることも重要とな
ります。以下がその例です。
・地元の保健従事者を対象とした医療ワークショップの開催
・地元の医療・保健インフラを向上するプロジェクトの実施
・主な疾病の拡散を防ぐための地域住民の啓発・動員
・�疾病・怪我を原因とする身体障害を防止するプログラムの
支援
・�疾病予防・治療分野でのキャリア構築をめざす学生への各
種サポート
　ロータリーには、「疾病との闘い」分野で活動する13のロ
ータリアン行動グループがあります。クラブや地区でこの
分野のプロジェクトを実施する際は、これらのグループと
協力することもご検討ください。
　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　「年次総会」	 （理事会）
　会員総数93名中63名が出席し、年次総会は成立。議長は小
沢昌博会長。
　1号議案
　2021－22年度会長選出に関し、指名委員会より栂安雅満
会員を指名するとの提案があり、拍手をもって満場一致で
承認、選出された。
　2号議案
　2020－21年度理事・役員に関し12名が提案され、拍手を
もって満場一致で承認、選出された。
　3号議案
　RI標準ロータリークラブ定款変更に伴い、帯広ロータリ
ークラブ定款4項目・細則1項目合計5項目の変更の提案があ
り、拍手をもって承認された。

■次々年度（2021－22年度）
会長ノミニー挨拶　栂安　雅満	会員

　只今ご紹介いただきました栂安です。
2021－22年度の会長就任をご承認いただきあ
りがとうございます。この年で会長に就任する
とは思ってもいませんでしたが、妻の後押しも

あって、引き受けることにいたしました。再来年から帯広ロ
ータリークラブのために全力を尽くしていきたいと思いま
す。運営について一つ考えているのは、私の仕事柄、健康寿
命を延ばすことを大切にしたいと思っています。私の在任
中は食事指導・運動指導などもしながら、会員の方の健康寿
命を延ばせるようにしていきたいと思っていますので、そ
の節はよろしくご協力をお願いします。本日はありがとう
ございました。

■次年度（2020－21年度）
役員挨拶　長澤　秀行	会長エレクト

　2020－21年度の理事・役員の方々です。お一
人ずつ一言いただきたいと思います。（中略）理
事・役員の皆さまありがとうございます。この
ような大役を仰せつかるとは思ってもおらず、

未熟で不慣れな自分を支えてくれるチームの皆さんです。
ONE�TEAMで次年度頑張っていきたいと思います。皆さん
と一緒になって帯広ロータリーの輪を広げていきたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。

2020－21年度　帯広ロータリークラブ理事・役員名簿
理事　役員　会長　　	 	
長澤　秀行
理事　役員　副会長	 	
竹川　博之
　しばらくブランクもあって不安もありますが、先輩会員
のご意見をいただきながら頑張ります。
理事　役員　副会長	 	
高原　　淳
　長澤さんからお電話をいただいたときは、大変びっくりし
ましたが、優先順位を上位にあげてロータリーのため頑張っ
ていきたいと思います。来年からよろしくお願いします。
理事　役員　直前会長	 	
小沢　昌博
　前年の経験を生かしつつ、長澤次期会長をフォローして
いきたいと思います。よろしくお願いします。
理事　役員　会長エレクト	 	
栂安　雅満
　来年からは出席率100%を目指し頑張ります。よろしくお
願いします。
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理事　役員　幹事	 	
小水　基弘
　札幌からの通いということで厳しい条件ではあります
が、引受けた以上は長澤次年度会長を支えていきたいと思
います。皆さまどうぞよろしくお願いします。
理事　役員　会計	 	
大江　　平
　会計業務は初めての経験ですが、先輩方にしっかりと確
認を取りながら、ミスのないように1年間すすめていきたい
と思います。よろしくお願いします。
理事　役員　会場監督	 	
猿川　陽介
　時間に厳しい男に生まれ変わり、会場監督を務めさせて
いただきたいと思います。皆さまよろしくお願いします。
理事　クラブ管理運営委員会	 	
工藤　大輔
　とある例会のとき、長澤エレクトから「来年お願いしま
す」と言われ、思わず「はい」と言ってしまいました。来年は
理事として、体重が少し痩せるくらい頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。
理事　クラブ広報・会員組織委員会　　　　　　　　　　
小田　　剛
　小田でござます。渡辺喜代美さんが会長の時の幹事で、こ
の2人が並びで理事をやるとは思いませんでした。また来年
よろしくお願いします。
理事　ロータリー財団・奨学委員会　　　　　　　　　　
渡辺喜代美
　先にご紹介いただきました、渡辺喜代美でございます。皆
さまにまたいろいろとお世話になるかと思いますが、どう
ぞ1年間よろしくお願い致します。
理事　奉仕プロジェクト委員会　　　　　　　　　　　　
合田　倫佳
　長澤次年度を1年間うまく運営できるように、少しでもお
支えできればと思います。運営上問題がないように、支えて
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

■会務報告	 飛岡　　抗	幹事
①帯広RC、年末家族会開催のご案内
　日　時　12月11日（水）午後5時受付開始（6時例会開始）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯広RC、12月25日（水）の例会は、休会と致します。
　�帯広RC、令和2年1月1日（水）の例会は、祝日のため休会と
致します。
③各ロータリークラブ、年末家族会（夜間例会）開催のご案内
・帯広西ロータリークラブ
　日　時　12月12日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広北ロータリークラブ
　日　時　12月12日（木）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、12月13日（金）の繰上げ例会と致します。

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
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・帯広東ロータリークラブ
　日　時　12月17日（火）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広南RC、12月23日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、12月26日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、12月27日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、12月30日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、12月31日（火）の例会は、休会と致します。
■新入会員紹介　　　　　　（会員増強委員会）
篠河建設株式会社代表取締役
髙津　匡平�会員
（推薦者：讃岐武史�会員）
■委員会報告　　　　　　　　　小水	副幹事
　11/24に釧路で開催されましたロータリー
財団セミナーに、次年度会長の長澤さんと出席
してきました。2018から19年度にかけての活
動の表彰としてバナーをいただいてきました。
4部門に渡っての表彰ということで、いただいたバナーは会
場内に展示いたしますので、ご覧下さい。
■ニコニコ献金	 （親睦活動委員会）
眞鍋　智紀	会員	
　森と人を育てるコンクールで北海道で一人、山林所有者
カラマツの部で北海道より優秀賞をいただきました。
小林　光樹	会員	
　11月28日の移動例会、無事終了しました。ありがとうござ
いました。
髙津　匡平	会員	
　歴史と伝統ある帯広ロータリークラブの仲間入りをご承
認いただき、ありがとうございました。
讃岐　武史	会員	
　髙津匡平さんの入会をご承認いただき、ありがとうござ
いました。
・出席表彰記念
倉野　　賢�会員（14回目）　　大江　　平�会員（4回目）
・ご本人お誕生日祝い
橋枝　篤志�会員　　小倉　　豊�会員　　小田　　剛�会員
猿川　陽介�会員　　大江　　平�会員

・配偶者様お誕生日祝い
栂安　雅満�会員　　酒井　敬司�会員　　森　　光弘�会員
木村　裕氏�会員　　飛岡　　抗�会員　　小水　基弘�会員
・ご結婚記念日祝い
山田　政功�会員　　石山　直貴�会員　　新田　　潔�会員
仁木　宏一　会員
■出席報告	 出席委員会
12/4例会の報告
　会員総数93名　内免除会員3名
　出席者数63名　内出席免除会員2名
11/20例会の報告
　メークアップを含む出席者数63名　出席率70.8%
■次週プログラム予定
12月11日（水）「年末家族会」（夜間例会）� （親睦活動委員会）


