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■会長報告 長澤　秀行 会長
　皆さん、こんにちは。今日からスタートする新年
度の帯広ロータリークラブ第77代会長に就任い
たしました長澤です。何卒、よろしくお願いいた
します。

　本日は、久々に昼食をとりながらの例会開催となりました。十
勝については、新型コロナウイルスの新規の陽性者がしばらく
出ていないということで、ソーシャルディスタンスを取りながら
このような判断をしました。ところが、昨日、十勝管内で4例目と
なる陽性者が判明しまし、濃厚接触者も複数いるようです。早期
の回復を願うばかりです。
　帯広ロータリークラブとしましては、新北海道スタイルを守り
つつ、過敏に反応することなく、正しく恐れることを心掛けたい
と思います。今回は、このようなスタイルでの例会となりますが、
臨機応変に対応し、従前のように食事をとりながら会員相互の
親睦を深める例会を目指したいと思います。また、引き続きオン
ライン配信もいたしますので、ご利用ください。以上、会長報告
といたします。

■プログラム （理事会）
「会長・副会長・役員就任挨拶」
会長就任挨拶　長澤　秀行 会長
　私は、12年前の平成20年3月、歴史と伝統のある帯広クラブに
入会させていただきました。帯広畜産大学の第12代学長の時で
した。「畜大の学長は代々帯広クラブに入会することになってい
る」とのことで、右も左もわからずに入会させていただきました。
帯広畜産大学の初代学長は宮脇冨先生です。戦後、GHQに乗り
込み、国立大学解体方針を反故にした武勇伝など、大学人として
その行動力には尊敬の念を抱いていましたが、ロータリアンと
しても、帯広ロータリークラブに大きな功績をお持ちの方だと
知りました。もちろん、宮脇冨先生の足元にも及びませんが、少
しでも近づけるように、会長職を務めたいと思います。
　さて、新型コロナウイルス感染症の影響が全世界で広がる中、
ロータリークラブにおいてもPETSや地区研修がインターネッ
トによる会議になり、理事会やクラブ協議会の十分な審議もま
まならず、準備不足は否めません。活動計画についても不確定要
素のある中、船出を迎えました。
　今年度の国際ロータリーのホルガー・クナーク会長が掲げた
テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。「現状、老齢化社
会においてはロータリーが衰退しています。何もせずに、これま
での功績に満足しているわけにはいきません。いかにロータリ
ーを成長させることができるか。現会員を維持し、クラブに相応
しい新会員を募れるか。これらの課題に立ち向かい、年齢に関係
なく新しい仲間を向かい入れ、ロータリーの扉を開こうではあり
ませんか。この機会を捉えて、ロータリーを成長させ、より強く、
適応力を高め、中核的価値観に寄り添ったロータリーへと変わ
らなければなりません。私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰

かのために機会の扉を開いています。」と提唱されています。
　RI第2500地区　松田英郎ガバナーによる地区テーマは「ラン
クアップしましょう」です。奉仕に関わる機会を幅広く多くの会
員とローターアクターに持っていただき、奉仕の感動を共有し
ながら親睦を図ること。様々な年齢、職業を通じて、誠心誠意自
分を磨きながら、高潔性をもって時には先頭を切って地域に持
続可能な良いことを行っていく機会を作ること。クラブの元気
は会員の質に加えて、会員数によるところが大きいので、退会防
止と会員増強は重要な課題と位置付けること。以上の方針を進
めるうえで、松田英郎ガバナーは、今までの活動をもう少し「ラ
ンクアップ」を意識して取り組みたいと表明されています。
　クナーク会長と松田ガバナーのテーマを受けて、私のテーマ
は『ONE TEAM』としました。単にラグビーが好きだということ
と、昨年の流行語大賞にも選ばれたからだけではありません。
　昨年開催されたラグビーワールドカップ日本代表のスローガ
ン『ONE TEAM』はグラウンドに立つ15人、控えの選手たち、サ
ポートスタッフが心を一つにすることですが、試合会場の観客、
テレビで観戦した人たちも含めて、日本全体がワンチームにな
りました。『ONE TEAM』になることは、一緒にビールを飲んで
仲良くなるということだけではありません。大きな目標を持ち、
成果を上げるためには、皆が『ONE TEAM』となって「手に手つ
ないで」協力して課題解決に取り組むことが重要です。
　 品 位（Integrity）、情 熱（Passion）、結 束（Solidarity）、規 律

（Discipline）、尊重（Respect）は、ラグビーの魅力と特徴を表す5つ
のコアバリューです。品位とはゲームの核をなすものであり、誠
実さとフェアプレーによって生み出されます。ラグビーに関わる
人はゲームに対する情熱的な熱意を持ち、世界中のラグビーフ
ァミリーとの一体感を生みます。ラグビーは生涯続く友情、絆、チ
ームワークで結束し、文化的、地理的、政治的、宗教的な相違を超
えた、一つにまとまった精神をもたらします。規律は、ゲームに不
可欠なもので競技規則、競技に関する規定、そしてコアバリュー
の順守を通じて示されます。チームメイト、相手、サポートしてく
れる全ての人々を尊重することは最も重要なことです。クラブ
運営にあたり、上記のコアバリューを適用し、地区活動方針・目
標に沿いつつ、帯広クラブの守るべき伝統を守り、必要な変革を
進め、多くの機会の扉が開かれるよう最大限努力する所存です。
　帯広ロータリークラブでは次の4つを特にランクアップして
いただきたいと思います。
　1. 親睦を深める：会員相互の理解は、新しい視野と絶え間ない

変化を与えてくれます。
　2. 出席率向上：例会はもとより各種会合への積極的参加をお

願いします。
　3. 会員増強と退会防止：現会員を維持するとともに、女性会

員、ローターアクターをはじめ新しい仲間に入会の扉を開く。
　4. 公共イメージと認知度の向上：ロータリーの目的は奉仕の

理念を奨励し育むことです。
　心もとない会長の私を支えてくれる副会長、幹事、役員、理事、



委員長、そして会員の皆さまのご支援とご協力をいただきなが
ら、『ONE TEAM』でクラブ運営に努めたいと思います。どうぞ、
1年間よろしくお願いいたします。

副会長就任挨拶　竹川　博之 副会長
　長澤会長のために、副会長をお引き受けしまし
た。いろんな資料を見ながら、頑張ってやりたい
という気持ちでいます。ロータリーは奉仕。クラブ
およびクラブの仲間に対して、自分がどれだけ貢

献できるかだと思っています。1年間長澤会長をサポートして、
頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。

副会長就任挨拶　高原　　淳 副会長
　今年度、副会長を拝命いたしました。昔の資料
を読んでいると、帯広ロータリークラブの歴史
は、やはり素晴らしいものだと改めて気づかされ
ます。ロータリアンとして皆さんのお役に立てる

よう、努力をしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願
いします。

会長エレクト就任挨拶　栂安　雅満 会長エレクト
　今日から長澤丸が、無事に出航いたしました。
大変な時期の出航ですが、私もエレクトとして、
この想定外の事態にどう対応しながらロータリ
ーの運営をしていくのか、1年間じっくりと勉強

させていただき、来年度に向けて準備していきたいと思います。

■米山記念奨学生　AP　ユヘンドラ 様

■会務報告　小水　基弘 幹事
①帯広RC、7月22日（水）の例会は、休会と致します。
② 帯広西RC、7月23日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
　 帯広北RC、7月24日（金）の例会は、祝日のため休会と致します。
　 帯広南RC、7月27日（月）の例会は、休会と致します。
③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月28日（火）午後6時30分
　場　所　未定
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月30日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

■新入会員紹介　　
・有限会社中田食品　代表取締役
貴戸　武利 会員

（推薦者：竹川　博之 会員）

・株式会社緑西加藤調剤薬局　専務取締役
板谷　圭佑 会員

（推薦者：竹川　博之 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 / 進藤　敦史・副委員長 / 角　健太郎・梶野宗一郎
　委　員 / 山崎　育子・新沼　彰人・木村　尚志・坂野　奨・板谷　圭佑
●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

↑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。

・宮本商産株式会社　代表取締役
平　　征浩 会員

（推薦者：竹川　博之 会員）

・帯広ユアサ電池販売株式会社　専務取締役
髙橋　弘史 会員

（推薦者：長澤　秀行 会員）

■委員会報告 （親睦活動委員会）
・ニコニコ献金　　　　　　　
高原　　淳 会員　
　4月から、中小企業家同友会とかち支部支部長となりました。
髙橋　勝坦 会員　
　長男が入会させていただきました。よろしくお願いします。
竹川　博之 会員　
　新入会員3名の方を推薦させていただきました。
貴戸　武利 会員　
　新入会員です。よろしくお願いいたします。
板谷　圭佑 会員　
　新入会員の板谷と申します。この度は入会の御承認をありが
とうございます。宜しくお願い申し上げます。
平　　征浩 会員　
　新入会員です。よろしくお願いします。
髙橋　弘史 会員　
　新入会員です。よろしくお願い致します。
■ご本人お誕生日祝い
野村　文吾 会員　　木村　尚志 会員　　平　　征浩 会員

■配偶者様お誕生日祝い
和田　賢二 会員　　國枝　千秋 会員　　川上　義史 会員
池田　健太 会員　　木村　尚志 会員
■ご結婚記念日祝い
飛岡　　抗 会員　　川上　義史 会員　　櫻井　博一 会員
田中　有樹 会員
■出席報告 （出席委員会）
7/1例会の報告　会員総数87名　内免除会員2名

　出席者数59名　内出席免除会員0名
■7月のプログラム予定
7月8日（水）「第6分区ガバナー補佐公式訪問」 （理事会）
 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　柴田　博美 様
　　 チーフセクレタリー　武田　啓司 様
　　 セクレタリー　小森　豊弘 様

「決算・監査報告・予算報告」


