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■会長報告	 小沢　昌博	会長
　会員の皆様こんにちは。お変わりありませんでしょ
うか。
　本日もウェブを利用して例会を開催させていただ
きます。YouTubeへ掲載致しますが、会員のみの視
聴となっております。2500地区内において、現在ウ

ェブにて例会開催のクラブは3クラブのみという事でありました。資
材、知識など対応の難しいクラブもあるようです。
　6月は、ロータリー親睦活動月間であります。例年であれば、世界大
会も行われます。
　本年はロータリー初のウェブでの世界大会となり、6月20日から
26日の開催となります。無料で参加でき、テーマは“今こそ「ロータリ
ーは世界をつなぐ」：2020年ロータリーバーチャル国際大会”本会議、
分科会等用意されます。日本語の対応のプログラムもあるようです
ので、ぜひ、みんなで一緒に参加致しましょう。詳細はマイロータリ
ーをご覧下さい。
　新型コロナウイルスの影響もすべてにおいて、大変大きな影響を
及ぼしておりますが、皆様と共に負けずに頑張り乗り越えたく思い
ます。
　当月、3名の新会員が入会致しました。後ほどご紹介も致しますが、
これから、親睦に、社会奉仕に、国際奉仕に一緒に協力をしていただ
けるメンバーです。宜しくお願い致します。
　本日、プログラムは延期しておりました、帯広ロータリークラブ85
周年記念事業報告となります、本年85周年は、非常に重たい歴史の1
ページとなりました。
　本日も最後まで、視聴宜しくお願い致します。

■プログラム　帯広ロータリークラブ創立85周年記念例会
	 創立85周年実行委員長　和田　賢二	会員
　皆さんこんにちは。
　今年度、帯広ロータリークラブは創立85周年を迎える事が出来ま
した。
　1935年、昭和10年に札幌ロータリークラブをスポンサークラブと
して、日本では16番目のロータリークラブとして、19名のチャータ
ーメンバーによって帯広ロータリークラブが創立されましてから今
年で85周年となります。
　我等の先達の勇気ある行動とその先見性に感動を覚えます。
　ロータリーは今や世界の国と多くの地域に32,000を超すクラブが
あり、約120万人のロータリアンが、世界で奉仕の実践にその活躍は
展開し、実践的に奉仕クラブの運動を100年にも渡り、継続しており
ます。
　創立85周年のテーマは「時代を刻み、未来へ繋ぐ」であります。周年
度事業の意義は、帯広クラブの歴史の中で諸先輩方の数多くの友情
と奉仕の山が築き上げてこられましたものを、会員一同心に深く刻
みながら、ロータリーの基本となる友情と奉仕の理想を念頭に、これ
からも地域社会、国際社会へ活動を続け、未来へと繋いでゆくという
意識を再認識することにあります。
　今般、コロナ禍によって例会は余儀なく休会になり、こうしてインタ
ーネット配信で事業を行う次第です。ロータリーにとっても、我々個々
の生活においても未曾有の危機と言って過言ではないでしょう。
　我々はロータリアンとして一市民として今何ができると思いますか。
　人や社会はパンデミックの時に利己主義になってゆくそうです。

　フランスの経済学者ジャック・アタリ氏は2009年に『危機とサバ
イバル―21世紀を生き抜くための〈7つの原則〉』の著書の中で、「今
後10年以内にパンデミック発生の恐れがある」と予言し「さらに悪
い予測として、パンデミックを口実に、独裁主義がおこなわれる危
険性がある。すでにハンガリーで現実化している。利己主義、経済的
な孤立におちいってはならない。確かに（各国・各地域の）経済的な
自立は重要だが、孤立は危ない。バランスの取れた（国際的）連帯が
必要であり、パンデミックという深刻な危機に直面した今こそ、『他
者のために生きる』という人間の本質に立ち返らねばならない。協
力は競争よりも価値があり、人類は一つであることを理解すべき。
利他主義という理想への転換こそが、人類のサバイバルの鍵」だと
締め括っております。
　私の言いたいことはもうお分かり頂けたと思います。こう言う時だ
からこそ、利他主義を実践することにより、その先に超我の奉仕があ
るのです。ロータリアンとして活動していることに、もっと誇りを持
ち認識を新たにして頂ければと存じます。ありがとうございました。
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■会務報告	 飛岡　　抗	幹事
①帯広RC第3656回オンライン例会
　日　時：6月10日（水）12時30分〜
　場　所：ZOOM
　プログラム担当委員会　ロータリー情報・記録保存委員会
②帯広RC第3657回オンライン例会
　日　時：6月17日（水）12時30分〜
　場　所：ZOOM
　プログラム担当委員会　青少年育成委員会
③帯広RC第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時：6月17日（水）19時00分〜
　場　所：ZOOM
④帯広RC　第3658回年度末最終例会（昼間）
　日　時：6月24日（水）12時30分〜
　場　所：ホテル日航ノースランド帯広　（昼食なし）
　プログラム担当　親睦活動委員会

■新会員紹介
織茂　　広	君・景山　知宏	君・坂野　　奨	君　

■ご本人誕生祝
◎3月　田守　由宗 会員　森　　光弘 会員　山崎　育子 会員
　 　　後藤　健二 会員　栂安　雅満 会員　川上　義史 会員
　 　　星屋　洋樹 会員　工藤　大輔 会員　奥田　　潔 会員
　 　　小林　義幸 会員
◎4月　中島　一晃 会員　田中　利治 会員　五十嵐聖二 会員
　 　　木野村英明 会員
◎5月　髙道　　伸 会員　新田　　潔 会員　佐藤　真康 会員

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

↑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
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　 　　畑　　英明 会員　小林　光樹 会員　工藤　　稔 会員
　 　　中田　知德 会員　長谷川　賢 会員　小白　智志 会員
　 　　織茂　　広 会員　南部　謙治 会員　高津　匡平 会員
　 　　村松　一樹 会員
◎6月　佐藤　幸宏 会員　櫻井　博一 会員　和田　賢二 会員
　 　　伊藤　秀敏 会員　坂野　　奨 会員　田中　有樹 会員

■配偶者様誕生日祝
◎3月　田中　一郎 会員　野村　一仁 会員　藤森　裕康 会員
　 　　水川　達生 会員
◎4月　佐藤　幸宏 会員　奥原　　宏 会員　高原　　淳 会員
　 　　脇坂　篤直 会員
◎5月　加藤　維利 会員　山田　政功 会員　髙橋　常夫 会員
　 　　坂野　　奨 会員　畑　　英明 会員　石山　直貴 会員
　 　　関山　岳大 会員
◎6月　神山恵美子 会員　小林　善幸 会員　池田　健太 会員

■結婚記念日祝い
◎3月　田守　由宗 会員　和田　賢二 会員　髙橋　勝坦 会員
　 　　中田　知德 会員　長澤　秀行 会員　　
◎4月　後藤　裕弘 会員　小沢　昌博 会員　加藤　維利 会員
　 　　林　　泰広 会員　小白　智志 会員　角　健太郎 会員
　 　　竹川　博之 会員
◎5月　小林　光樹 会員　藤森　裕康 会員　合田　倫佳 会員
　 　　猿川　陽介 会員
◎6月　小倉　　豊 会員　池田　雄一 会員　後藤　健二 会員
　 　　村松　一樹 会員　井上　洋一 会員　木村　裕氏 会員
　 　　外﨑　裕康 会員　内木　敬典 会員　森　　光弘 会員

例会の様子は右記よりご覧いただけます。https：//youtu.be/SiCHggoe3QM


