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■会長報告	 竹川　博之	会長
　先日は我々スタッフにとって年度初めの第1
例会が何とか皆様方のご協力のお陰で無事終了
致しました。これから1年間どうぞ宜しくお願い
致します。
　本日は、RI2500地区ガバナー補佐公式訪問例
会という事で、松原ガバナー補佐はじめスタッ
フの方々にお越し頂きました。本年度“グレー
ト・リセット未来へ！”というスローガンで帯広

クラブの色々の事を見直しして参りたいと思います。特にRIの規
定審議会（2016、2019、2022年度）の決定事項を真摯に受け止め、
対応したいと考えております。
　ご指導の程宜しくお願い致します。
　さて、前回の例会からこの1週間で様々な出来事がありました。
その中でも、地域経済社会にとって大きな事は、老舗の百貨店藤丸
が来年1月で閉店するというニュースでした。以前帯広クラブにも
在籍されていました。資料を見ますと1958年に藤本善雄社長様が
入会され、その後1993年に現社長の長章氏になり、2005年まで在
籍されておりました。
　何とも寂しく残念な思いでありますが、北海道唯一の地方百貨店
としてよく頑張られたなとお声かけしたいと考えております。
　帯広RCとしても、又個人としても最後まで支援し続けたいと思
っております。皆様方も宜しくお願い致します。
　最後になりますが、来週は夜間例会です。ガバナー公式訪問例会
で本年度ガバナー久木佐知子様がいらっしゃいます。帯広クラブあ
げて皆でお迎えしたいと思います。宜しくお願い致します。

■ゲスト講話	RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　松原　光一	様
　皆様、こんにちは。
　本日は、皆様の例会の貴重なお時間を頂きあ
りがとうございます。
　2022-23年度久木ガバナーより委嘱を受け、
第6分区のガバナー補佐を務めさせて頂きます。
帯広北ロータークラブの松原と申します。ロー
タリー暦は、40歳で入会し22年目、来年は出席
免除会員の資格が獲れます。

　ガバナー補佐とは、読んで字の如く、ガバナーの激務の一部を補
佐するものであります。ガバナー補佐研修を含めると、約20カ月
間、久木ガバナーの思いや地区目標の達成のため地区役員の皆様と
協力し、各クラブへの橋渡しができる様努めて参ります。また、会長
の立てた目標の進捗状況の確認も兼ねて(コロナの状況にもよりま
すが)年4回ほど皆さまのクラブを訪問したいと思っております。よ
ろしくお願いします。
　ジェニファー　E.ジョーンズ　女性初のRI会長、第2500地区も
初の女性ガバナーです。久木ガバナーの2022-23年度地区スローガ
ンと地区活動方針、目標に関しましては、来週のガバナー訪問時に
講話があります。本日私からは、その中から何点かお話しさせて頂
きます。
　まずは、｢7.年次基金寄付ゼログラブの達成｣ですが、この目標は、
皆さまにひたすらのお願いになります。何卒よろしくお願いしま
す。
　次に｢6.ローターアクトと共に奉仕活動を｣、｢9.新クラブ設立の
準備をする｣ですが、地区組織図でローターアクトが青少年部門か
ら独立した部門になったのと、久木年度からRIに人頭分担金を納
める事が始まる年度となりローターアクトのロータリークラブ会
員としての認識を高め、共にロータリー活動を行う方向に力を入れ
る様になります。2年前に斜里ローターアクトクラブが終結、根室
ローターアクトクラブが去年終結したと聞いております。2019年
の国際ロータリー理事会にて2029年までにローターアクターの数
を100万人に増やすと設定されてます。現状は、世界184カ国、ロー
ターアクトクラブ数10,792、ローターアクター 250,792人。第2500
地区では、現在クラブ数：9、会員数：65名、あと7年で5倍の380名(約
300名増)が目標です。1968年のローターアクト創立から53年で20
万人なのに途方もない目標設定です。現実問題として、アクトに関

しては、アクトを提唱しているクラブ以外は、「関心がない」とか「よ
くわからない」などRIが目論んでいる事とは、日本の場合かなり温
度差があるのが現状です。しかし、新クラブを作るのは、アクトが最
短だと思います。帯広のアクトは、他の地区に比べると群を抜いて
会員数も活動も活発です。しかし毎年会員確保には苦戦しているよ
うです。提唱5クラブは、各クラブ4人程度入会させられないでしょ
うか？卒業は30才までという年齢制限が撤回されましたが帯広の
アクトは従来通り30才で卒業のようですが、お子様、お孫様、社員
さんなど是非探してみてください。20人程度入会したら、帯広は
40人位になるので、2年後位には、2つに割って新クラブ…と言う
のも可能かと思います。クラブ新設の場合、2500地区では1998年
の釧路ベイ、2014年のEクラブ、第6分区では1993年の音更クラブ
以来になります。よろしくお願いします。
　続きましてお願いと報告事項を何点かお話します。
・地区大会及びライラセミナー

　地区大会は2022年10月9日(日)、旭川で本会議、記念講演、夜に
は、大懇親会を行います。次の日は、スポーツの日で祝日なので、
大会実行委員長は是非、前日乗り込みで2泊して旭川にお金を落
として欲しいと申しておりました。登録料は、12,000円から
13,000円となり拠出料と合わせると14,000円となります。7月
下旬に案内が届くと思います。登録締め切りは9月5日になって
おりますのでよろしくお願いします。
　ライラセミナーは、北見で行われます。7月中旬に案内が届く
と思います。ロータリーとは関係ない方でも参加できますので、
是非みなさまの身近な若者の参加をお願いします。

・IM開催の件
　今年は3年ぶりにIMが行われました。2022-23年度のIMに関
しましては、例年通りに行う予定です。日時は、2023年3月18日

（土）午後より、場所は、ホテル日航ノースランド帯広です。詳し
い事は、まだ決まってませんが、懇親会「友情の宴」をメインに行
いたいと考えています。基本全員登録となっております。何卒よ
ろしくお願いします。

・次期ガバナー補佐選出について
　例年は、10月頃にガバナー補佐を決めるのですが、次年度は、
6月中に決めて欲しいと鶴見2023-24年度ガバナーノミニーから
お願いされておりました。次年度のガバナー補佐の選出方法は、
2015年の川田年度時に協議、承認となっております。それに基づ
き、次年度は帯広東、音更クラブのジョイントクラブからの選出
となっておりました。次年度のガバナー補佐候補が決まり、ガバ
ナー事務所に2023-24年度ガバナー補佐第6分区は、音更ロータ
リークラブの田中義博会員を推挙しましたのでご報告させて頂
きます。

・第6分区の旗について
　第6分区の旗は11年前にパストガバナー補佐の伊藤克己さん
が就任時に伊藤徽章によって作成されたと聞いておりますが、
老朽化と現在のロータリー旗基準に沿っていないため、公式の
場には、掲示できない状態になっております。そこで、今年度、新
規の旗の作成を先日の会長、幹事会で提案・審議しまして、制作
する事に決議致しました。料金は33,000円です。皆様の貴重な会
費の中から、第6分区は11クラブあり各クラブ3,000円のご負担
となりますことご了承願います。

　ガバナー活動方針の推進のため最大限ガバナー補佐として務め
て参りたいと思います。各クラブ、ロータリアンの皆様のご指導、ご
協力の程よろしくお願いします。
　

■ゲスト紹介	 竹川　博之	会長
　RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　 松原　光一	様
　チーフセクレタリー　　　　　　　　荒木　　樹 様
　セクレタリー　　　　　　　　　　　松岡　真勝	様

■ビジター紹介	 （副　会　長）
　RI第2500地区パストガバナー　　　　細川　吉博 様



■プログラム	
「決算・監査・予算報告」
・前年度決算報告

前年度の決算報告について村松 一樹前年度会計より報告があり
ました。

・監査報告
後藤 裕弘前年度会計監査の代理にて五十嵐聖二前年度幹事より
報告がありました。

・予算案説明
今年度の予算について及川 ゆかり会計より説明がありました。

「理事・役員就任挨拶」
・櫻井　博一幹事

DEI（多様性、公平さ、インクルージョン）について深く学べる1
年と致します。

・及川　ゆかり　会計
名誉会計目指して頑張ります。

・大江　　平　会場監督
タイムキーパーの立場からグレート・リセットに参加致します。

・木野村英明　クラブ管理運営理事
9/18（日）の家族野遊会など参加よろしくお願い致します。

・川上　義史　クラブ広報・会員組織理事
改めて基本方針を読み上げます。

・小水　基弘　ロータリー財団・奨学委員会理事
円安などの状況を見ながらご寄付をお願いさせて頂きます。

・小林　光樹　奉仕プロジェクト理事
未来へ繋がるよう1年間活動致します。

■出席報告	 （出席委員会）
7月13日例会の報告
会員総数83名　（内免除会員3名）
出席者数56名　（内出席免除会員0名　内Zoom2名）
出席率70.0%

■次週プログラム予定
7月20日（水）「第４回クラブ協議会」 （理　事　会）

「ガバナー公式訪問例会」（夜間例会）
 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　久木佐知子 様
 第６分区ガバナー補佐　松原　光一 様
 地区副幹事　山北　正美 様
 地地区副幹事　高橋　規久 様

■会務報告　櫻井　博一	幹事
①帯広RC、第4回クラブ協議会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　日　時　7月20日（水）午後4時40分
　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20日（水）午後6時
　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、17：45までに3F写真室

にお集まり下さい。
③帯広北RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　7月15日（金）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、7月18日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　7月21日（木）午後6時
　場　所　北海道ホテル
⑥帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月26日（火）午後6時30分
　場　所　波瀾万丈
⑦帯広北RC、7月29日（金）の例会は、休会と致します。

■新会員紹介	 （会員増強委員会）
　林

はやし

　淳
じ ゅ ん や

也 会員
　社会医療法人博愛会　関西病院　副理事長　副院長兼外科主任
部長
　推薦者：竹川博之 会員

　鈴
す ず き

木　正
まさのぶ

信 会員　
　日本銀行帯広事務所　帯広事務所長
　推薦者：高橋常夫 会員・讃岐武史 会員

■退会のご挨拶	 　
影山　知宏	会員　（株）みずほ銀行帯広支店　支店長
　2020年入会でコロナ禍の2年間でしたがご一緒
させて頂き感謝しております。ありがとうござい
ました。

■委員会報告
・青少年育成委員会　　飛岡　抗 委員長
　1）帯広ローターアクトクラブ主催　｢第25回12時

間チャリティーソフトボール大会｣
　　日　時　8月28日（日）6:00 ～ 18:00　
　　　　　　（希望開始時間　14:10 ～ 15:20）
　　会　場　音更中央公園　ソフトボール場
　　　　　　（住所：音更町雄飛が丘2､3番地)
　　参加費　古切手・リングプルをご持参ください。
　　参加受付：7/25（月）まで
　2）ライラセミナー参加者推薦のお願い
　　｢ロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA）｣
　　日　時　9月3日（土）～ 9月4日（日）
　　場　所　北見市　北見モイワスポーツワールド
　　テーマ　｢大きな夢を実現！つよい絆で新次代を切り開く!!｣
　　参加費　青少年育成委員会より負担
　　参加受付：7/29（金）まで
　　会員各位の社員・ご家族（14歳から30歳）で参加希望(推薦)お待

ちしています。

■ニコニコ献金	
　お志　　　 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　松原　光一 様
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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。

大江会員 小水会員木野村会員 川上会員

村松会員 五十嵐会員 及川会員 櫻井会員

小林会員


