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「絆」人と人との結びつきを大切に
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2021−22年度国際ロータリーのテーマ

会 長

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

■プログラム「会長・副会長・理事・役員就任挨拶」
（理事会）

国際交流です。2年前できたのが「スキー・ボードを楽しむ

会長就任挨拶

会」です。文字通りスキーヤーとボーダーの仲間でサホロ、

栂安

雅満 会長

皆さんこんにちは！いよいよ新しい年度

トマムを中心に、ウインタースポーツを楽しんでおります。

が始まりました。昨年はコロナ、コロナでま

いずれにしましても、この様な同じ趣味を通じてお互い

ともなロータリー運営もできず長澤会長は

の信頼、友情が芽生えてゆくものと信じています。もちろ

大変なご苦労をなさったと思います。本当に

ん、コロナの終息が前提ですが…シェカール・メータRI会長

お疲れ様でした。今日は久し振りに通常例会の形式でソー

が「もっと行動しよう」
「 もっと成長しよう」そして「奉仕し

シャルディスタンスと飛沫感染を防ぐため1テーブル5～6

よう、皆の人生を豊かにする為に」

名とさせて頂きました。更に未だ例会参加を認められてい
ない企業様の為ZOOMでの参加も認めております。
今後につきましては、コロナの状況を見ながら決めて行
こうと考えておりますので宜しくお願いします。
さて、今年の私のテーマは「絆」です。―人と人との結び
つきを大切に―

さて、
先月の最終例会の時にチョットお話をさせて頂きま
したワクチン職域接種ですが、帯広日産自動車様とつがや
す薬局様で企業連携をして準備を進めております。が…い
ますが、ワクチンの入荷が未定との連絡があり、予定してい
た接種日が、
ずれ込みそうです。
詳細が決まりましたら、
改め
て会員の皆さんにご案内致しますので今暫くお待ち下さい。

ロータリーの目的は「奉仕の理念を奨励し、これを育むこと

さあ、来週はガバナー公式訪問です。

にある」とあります。具体的に

これから一年、皆様とのロータリー活動、楽しみに運営し

一、知り合いを広める事によって奉仕の機会とする。

てまいりますので、宜しくお願い致します。

一、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を
高潔なものにする。

副会長就任挨拶

一、ロータリアン一人一人が社会生活において日々奉仕の
理念を実践すること。

飛岡

抗 副会長

栂安雅満会長の会長方針である『絆』を考
えたときに、渋沢栄一氏の「会社、社員がお互

一、奉仕の理念で結ばれた職業人が国際理解、親善、平和を

いを想うこと、想いを寄せること」が重要で

推進すること。
（一人ではなかなかできる事ではありま

あるという思想から、RCにおいても「両サ

せん）
我々が社会に奉仕活動をする為にまず会員同士の関係を
育む事が大切かと思います。
どちらかと言うと、委員長一人にお任せ、自分がどの委員
会に所属しているのかさえ忘れている、と言う様な話も

イド、会員、そして役員の間でお互いを想い、想いを寄せる
こと」で絆が芽生えるのだと考えております。会長を補佐
し、ベテランの國枝理事・渡辺理事と伴に各8委員会委員長、
委員の皆さんと大いに親睦を深めていきたいと思います。
会員の皆様どうぞ１年間宜しくお願いいたします。

時々聞こえてきます。
そこで今年の委員長にお願い致します。

副会長就任挨拶

山崎

育子 副会長

委員会事業がある無しにかかわらず最低2ヶ月に1回は委

久しぶりに例会に参加し、このテーブルの

員会を開いて下さい。又、委員の方も、是非、参加をして、会

配置を見たときにしみじみ皆さんが集まれ

員同士の親睦をはかって下さい。まずは、会員同士の交流を

るのは良いなと感じております。現在の人と

はかり、同じ目的を持った仲間が多数集まる事になり奉仕

人とが会えない環境だからこそ、栂安会長方

活動が進めて行けるものと思われます。更に、夜間例会を増

針である「絆」が重要と考えてます。帯広ロータリークラブ

やす事、配偶者同伴例会、野遊会以外での課外活動等。
（例え

の例会の中で新しい会員と共に絆と友情を感じて頂くよう

ばボーリング、パークゴルフ）

努めて参ります。

現在帯広クラブには3つの同好会があります。
一番古くからある「ゴルフ同好会」、そして12・3年前にで

会長エレクト就任挨拶

竹川

博之 会長エレクト

きた「旅アソシエ」、この同好会は毎月積立をして年に1回旅

昨年12月に次年度会長に選任していただき

行をすると言う同好会です。3年前にプーケット旅行をし

早いもので6ヶ月が経ちました。
足りない部分

た時、プーケットロータリークラブに、メークアップをして

を埋めるべく、
多くのパストガバナー、
会長経

きました。今でもメールのやりとりがあります。ささやかな

験者の方々からアドバイスを頂いております。

今考えております事は、1つ目として準備期間を早目に
設定し、組織体制、活動計画を策定する事を考えておりま
す。当年度に迷惑をかける事なく、速やかに進めて参りたい
と思います。2つ目は、コロナ禍で医療、介護、福祉等だけで

和田

賢二 会員

山本さんの入会をご承認頂きましてありがとうございます。
飛岡

抗 会員

新会員の北電山本さんを歴史と伝統のある帯広ロータリー

はなく、社会・経済その他様々な分野でリセットされる中、

クラブ入会のご承認頂きありがとうございました。

社会奉仕活動であるロータリー活動も時代の変化に合った

柳田

コロナという社会現象を踏まえ、早めに準備をし、多くの
方々のご協力を得ながら、皆さんの役に立つ、わくわくする

ます。
三井

真 会員

コロナに打ち勝ち、頑張りましょう。

例会への準備活動をして参ります。

竹川
■RI第2500地区
米山記念奨学生

祐子 会員

親睦活動委員会となりました。皆さま宜しくお願い致し

ものに変えていかなくてはならないと考えます。

博之 会員

新会員の三井さんをご紹介させて頂きます。宜しくお願
ナダ・アラヤスクン 様

い致します。
・ご本人お誕生祝

■会務報告

五十嵐聖二 幹事

①帯広RC、第4回クラブ協議会開催のご案内（ガバナー公式

（7月）		
小沢

昌博 会員

土屋

守 会員

星屋

洋樹 会員

木村

尚志 会員

訪問）
日

時

7月14日（水）午前11時

場

所

ホテル日航ノースランド帯広

出席義務者

理事・役員・委員長・入会3年未満会員

②帯広RC、ガバナー公式訪問例会開催のご案内
日

時

7月14日（水）午後0時30分

場

所

ホテル日航ノースランド帯広

※例会前に記念写真をお撮りしますので、12：15までに
3F写真室にお集まり下さい。
③帯広南RC、7月19日（月）の例会は、休会と致します。
帯 広西RC、7月22日（木）の例会は、祝日のため休会と致

・配偶者様お誕生祝

します。

（7月）		

帯 広北RC、7月23日（金）の例会は、祝日のため休会と致
します。

和田

賢二 会員

國枝

千秋 会員

木村

尚志 会員

田中

有樹 会員

櫻井

博一 会員

日

時

7月29日（木）午後6時30分

飛岡

抗 会員

場

所

北海道ホテル

田中

有樹 会員

■新会員紹介

（会員増強委員会）

■出席報告

北海道電力株式会社 道東支社長 山本

温仁 会員

7/7例会の報告

賢二 会員・小沢

■ニコニコ献金
合田

昌博 会員・飛岡

抗 会員

（親睦活動委員会）

大野

清徳 会員

会員総数87名

内免除会員3名

出席者数58名

内出席免除会員0名

うちZoom6名

出席率66.7%

倫佳 会員

来週ガバナー公式訪問です。よろしくお願いします。
山本

裕康 会員

・結婚記念日祝

④帯広西RC、夜間例会開催のご案内

推薦者：和田

外㟢

温仁 会員

■次週プログラム予定
7月14日（水）
「ガバナー公式訪問例会」

（理事会）

この度は歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会

RI第2500地区ガバナー

漆崎

隆様

させて頂き誠にありがとうございます。十勝に貢献できる

第6分区ガバナー補佐

合田

倫佳 様

地区幹事

池田

圭樹 様

よう努力させて頂きます。

↑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。
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