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■会長報告	 長澤　秀行	会長
　7月1日に新年度がスタートして3回目の例会
となりました。今から、来年の6月30日が待ち遠
しいという心境ですが、ちなみに、最終例会は来
年6月23日です。

　さて、ロータリー年度は、なぜ7月1日に始まるのかご存じでし
ょうか。これは、毎年開催される国際大会の日程に関係がありま
す。ロータリーの第1回大会は米国内の16クラブが集まり、全国
大会としてシカゴのコングレスホテルで開催され、大会が終了
した翌日の1910年8月18日に、最初の会計年度が始まりました。
数年間、同様のスケジュールでしたが、ある時、理事会が会計監
査を依頼した際に、会計士から、クラブ幹事と会計が十分な時
間をもって財務報告を準備できるように、会計年度の最終日を
6月30日にする方がいいと提案されました。執行委員会はこれ
に同意し、1913年4月の会合で、6月30日を会計年度最終日と
定め、ロータリー年度は7月1日スタートとなったわけです。
　ロータリーの年次大会は、7月または8月に開催されていま
したが、1916年のシンシナティ大会の際に、夏場の暑さを考慮
して、次のアトランタ大会からは、6月に開催する決議案を採
択しました。でも、会計年度は改定されませんでした。
　1921年には、初めて米国以外のスコットランド・エジンバラ
で国際大会が開催されました。その100年後、来年、2021年大会
は台湾です。6月12日から16日まで台北での開催予定となって
います。その頃には、コロナ感染の不安が解消されていること
を祈ります。
　夏場の暑さが考慮されたロータリー国際大会の日程ですが、
来週、7月24日は、東京オリンピック2020が開催される予定だ
った日です。新型コロナウイルスの影響で、1年延期となった
わけですが、予定通りであれば、既に、海外からお客さんが数多
く、日本に滞在し、全国の観光地も外国人客であふれていたの
ではないでしょうか。
　東京オリンピックについては、当初から猛暑の心配がありま
した。さらに、年々ひどくなる梅雨の終わりの豪雨災害、8月か
らの本格的な台風シーズンを考えると、1964年の東京大会と
同様に10月10日開催が適当だったのではないでしょうか。ある
いは、ロータリーにならって、6月開催とするべきだったかも
しれません。

■プログラム「委員会活動計画発表」	 （プログラム委員会）
親睦活動委員会	 木野村英明	委員長

　� 9月6日に更別で親睦家族野遊会、12月9日に
年末家族会、1月6日に新年交礼会、そして6月23
日に最終例会を予定しています。皆さんからも
いろいろとご意見をいただきつつ、進めていき

たいと考えています。長澤会長の掲げる「ONE�TEAM」の方針
の下、会員全体の親睦を深めていけるようにしていきたいと思
っています。

出席委員会	 関山　岳大	委員長
　今年度長澤会長の掲げる4つのランクアップ
の1つ、出席率向上に向けて頑張っていきたいと
思います。昨年12月からメーキャップルールも
変わった一方、ZOOMによる例会出席も認めら

れるようになってきています。様々な変化の状況に応じて、出
席方法の工夫をするなどして、皆さんが例会に参加しやすい環
境づくりに努めてきたいと思います。

青少年育成委員会	 花岡寿美代	委員長
　8月30日の毎年恒例チャリティーソフトボー
ル大会については今のところ行われる予定で
す。メンバーの募集の際には、帯広ロータリーク
ラブの「ONE�TEAM」ということで、勝利のため

の皆さまのご参加をお待ちしております。また現在、ローター
アクトの会員は19名と通常より少ないので、会員増強のための
ご紹介等がありましたら、よろしくお願いします。今年度のロ
ーターアクトのテーマ、「広げる友の輪、奉仕の輪」の通り、でき
る限り例会に参加して、若い人の友の輪に入り込む勢いで頑張
っていく所存です。1年間よろしくお願いします。

職業奉仕委員会	 川上　義史	委員長
　今年は「職業を語ろう」ということで、3回の
担当例会で皆さまの職業について、「私はこんな
ことを天職にしています」「こんなことを生業に
しています」ということをお話していただきた

いと思っています。1回目は8月27日に私が、今までどのような
気持ちでこの道を目指したか、また始めたころの気持ちとか、
どんな経験をしてきたか、などを話したいと思います。残り2回
に関しては、どなたかにお願いしたいと思いますので、よろし
くお願いします。

社会奉仕委員会	 櫻井　博一	委員長
　奉仕の第三部門である社会奉仕は、管轄内す
べての住民のQOLを高められる活動を後押しす
ることだと考えます。長澤会長の方針「ONE�
TEAM」、さらには5つのコアバリューに基づき

事業を進めてまいります。特に4つのランクアップ記述の中か
ら、「親睦増強」「公共イメージ認知度向上」について焦点をあ
て、メインの取組みとしては「帯広発祥の地記念碑」のメンテナ
ンスおよび維持管理について再整理し、とかち帯広のシンボル
として存在し続けられるよう、帯広RCの認知度向上に貢献し
てまいります。�

プログラム委員会	 河村　知明	委員長
　参加していただいた皆さんが、楽しかったな
と思っていただけるようなプログラムを作って



いきたいと思っています。これから新入会員の方を始め、多くの
方に卓話をお願いする機会があると思いますが、ぜひ快くお引
き受けいただいて、会を盛り上げていただければと思います。

理事就任挨拶	 渡辺喜代美	ロータリー財団・奨学理事
　今回、理事をお引き受けいたしまして、皆さま
にお願いするのはご寄付のことでございます。
ロータリー財団と米山記念奨学2つの目的のた
め、皆さまにご寄付をお願いすることになろう

かと思います。1年間宜しくお願いいたします。

■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。
　帯広RC、8月12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　じんや
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
⑤�帯広南RC、8月10日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　�帯広西RC、8月13日（木）の例会は、休会と致します。
　�帯広北RC、8月14日（金）の例会は、休会と致します。

■新入会員紹介
株式会社みずほ銀行帯広支店　支店長
影山　知宏	会員
（推薦者：讃岐　武史	会員）

株式会社JTB北海道事業部帯広オフィス　オフィス長
織茂　　広	会員
（推薦者：後藤　健二	会員）

■委員会報告
・ニコニコ献金	 （親睦活動委員会）
小田　　剛 会員
　新入会員の板谷圭佑さんをご承認していただき、ありがとう
ございました。
讃岐　武史 会員
　千葉直樹さんの入会をご承認いただき、ありがとうございま
した。
長澤　秀行 会員
　西尾康宏さんを推薦させていただきました。
千葉　直樹 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブへの入会のご承認
を賜りありがとうございました。神山同様、よろしくお願いし
ます。
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↑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。

西尾　康宏 会員
　本日入会させていただきます。よろしくお願いします。
水川　達生 会員
　このたび、東京への異動を命ぜられ、本クラブ
を退会することとなりました。皆さま大変お世
話になりました。ありがとうございました。
影山　知宏 会員
　本日は、サマージャンボ宝くじをご購入いただき、誠にあり
がとうございました。皆さまの中から一等7億円が出ることを
信じております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

・役員・理事就任
会　　　　長　　� 長澤　秀行
副 　 会 　 長　　� 竹川　博之
副 　 会 　 長　　� 高原　　淳
会長エレクト　　� 栂安　雅満
幹　　　　事　　� 小水　基弘
会　　　　計　　� 大江　　平
会 場 監 督　　� 猿川　陽介
クラブ管理運営理事　� 工藤　大輔
クラブ広報・会員組織理事　� 小田　　剛
ロータリー財団・奨学理事　� 渡辺喜代美
奉仕プロジェクト理事　� 合田　倫佳
出席委員会　委員長　� 関山　岳大
親睦活動委員会　委員長　� 木野村英明
プログラム委員会　委員長　� 河村　知明
会員増強委員会　委員長　� 讃岐　武史
ロータリー情報・記録保存委員会　委員長　� 小白　智志
ロータリー財団委員会　委員長　� 野村　文吾
米山記念奨学委員会　委員長　� 及川ゆかり
職業奉仕委員会　委員長　� 川上　義史
社会奉仕委員会　委員長　� 櫻井　博一
青少年育成委員会　委員長　� 花岡寿美代
国際奉仕委員会　委員長　� 小林　光樹

■ご本人お誕生日祝い
小沢　昌博�会員　　山田　政功�会員
■配偶者様お誕生日祝い
外﨑　裕康�会員
■ご結婚記念日祝い
外﨑　裕康�会員　　木村　裕氏�会員　　大野　清徳�会員

■出席報告� （出席委員会）
7/15例会の報告　会員総数87名　内免除会員2名

　出席者数57名　内出席免除会員0名　内Zoom3名
　出席率65.5%

■7月のプログラム予定	
7月22日（水）「休会」
7月29日（水）「委員会活動計画発表」� （プログラム委員会）


