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■会長報告 竹川　博之 会長
　先週のガバナー公式訪問例会、大変お疲れ様でし
た。新年度のスタートにあたり無事終了し、皆様に心
より御礼申し上げると共に正直ほっとしております。
　本日、会長報告2点ございます。
　1つ目は、ガバナーより中長期ビジョン委員会設置

についてのコメントを頂いた点です。公式訪問に際して事前に会長
幹事懇談会のテーマの1つとして、戦略行動計画委員会の設置の有
無の確認がありました。これはRIのロータリービジョン声明（2017年
6月）、つまり	“私たちは世界で地域社会で、そして自分自身の中で持
続可能な良

・ ・ ・ ・
い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世

界を目指しています”	更に	“ロータリーの戦略的優先事項と目的
（2018年6月）”	を受け、ビジョンを実践する為の手段として、RIは各
クラブに戦略行動計画委員会の設置を求めているのです。久木ガバ
ナーは、RIの考えを忠実に各クラブに要請していると思われます。
　当クラブは当年度、上記を背景として中長期ビジョン委員会を設
置しております。
①	プログラムのマンネリ化を避け、メンバー地域社会に評価して頂
けるプログラムの見直しを実施する。
②	人事・組織体制の見直し。
③	ロータリーの生命維持装置である職業奉仕プロジェクトに重点を
置く。
④	入会3年未満の方に学びの場としての寺子屋の復活、RLIプログ
ラムの実施。
⑤	その他あらゆる事を総点検し、10数年後の100周年に向け、続ける
べき事とそうでない事の仕分け提言を実施する等です。
　2つ目は先日18日、帯広西クラブの50周年事業の講演会に出席し
てきました。テーマ	“思うは拓く”	㈱植松電器社長の植松氏のお話
です。
　小型ロケット開発を実践されている会社で、子供に夢を与える為
に人の可能性を奪う	“どうせ無理”	をなくし、夢を諦めない事の大切
さを伝えておられました。この話を聞いて、当クラブでも宇宙への夢
を地元の子供達に伝え、社会奉仕プロジェクトの可能性を模索する
べきではないかと考えております。
　以上、会長報告とさせて頂きます。

■会務報告 櫻井　博一 幹事
①帯広北RC、7月29日（金）の例会は、休会と致します。
②帯広南RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　8月　1日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広東RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　8月　2日（火）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広東RC、移動例会開催のご案内（道路清掃）
　日　時　8月　5日（金）午前10時
　場　所　帯広中央公園
　※尚、8月9日（火）の繰上げ例会と致します。
⑤帯　広RC、8月10日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、8月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広北RC、8月12日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、8月15日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、8月16日（火）の例会は、休会と致します。
⑥帯広RC、夜間例会開催のご案内（アルコールなし）
　日　時　8月17日（水）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

■委員会報告
・ニコニコ献金 （親睦活動委員会）
〈7月13日〉
竹川　博之 会員
　本日、林さんを紹介させて頂きます。皆様よろしくお願い致します。
林　　淳也 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブに入会させて頂きありが
とうございます。
讃岐　武史 会員
　鈴木正信さんの入会をご承認頂きありがとうございました。
鈴木　正信 会員
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブへの入会をお認め頂きあ
りがとうございます。
及川ゆかり 会員
　突然ですが入籍しました。相手は、十勝ダイニングふる屋の大将で
す。私自身の生活は何も変わらないので、そのまま及川と呼んで頂け
ればと思います。よろしくお願いします。
千葉　直樹 会員
　8/21（日）に帯広で開催される帯広能のパンフレットを配布させて
頂きました。よろしくお願い致します。
小林　光樹 会員
　1番テーブル満席になりました。ありがとうございます。

〈7月20日〉
合田　倫佳 会員
　久木ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
竹川　博之 会員
　小田切様を紹介させて頂きました。ありがとうございます。
渡辺喜代美 会員
　本日、新会員の小田切	義憲さんをご紹介させて頂きます。皆様の
ご承認に感謝申し上げます。
小田切義憲 会員
　本年7月に新規入会致しました。スペースコタン㈱の小田切です。
歴史と伝統ある帯広ロータリークラブに入会し、先輩会員の皆様よ
り多くのことを学ばせて頂きたく、よろしくお願い致します。
奥原　　宏 会員
　吉岡氏に入会頂きました。
吉岡　　央 会員
　本日より入会させて頂きます。よろしくお願い致します。

〈7月27日〉
小沢　昌博 会員
　孫、2人目が懐妊致しました。誕生が楽しみです。
及川ゆかり 会員
　この度、音更でにじ色不動産を始めました。よろしくお願いします。

●2022－23帯広RC緊急事態時の例会開催 2022-6-8現



なり、情報共有、情報発信を徹底し出席員会一同精一杯努めて参りま
す。どうぞ1年間よろしくお願い申し上げます。

・広報委員会　千葉　直樹 委員長
　広報委員会は、「グレート・リセット　未来へ！」の
スローガンの下、クラブ内では、会報やホームページ
に加え、ICTなど新たな情報通信技術の活用にもチ
ャレンジし、会員間の繋がりの強化に努めます。ま
た、地域社会へロータリーの活動をタイムリーかつ

効率的にお知らせし、認知を広め帯広クラブのプレゼンス（存在感）
向上に取り組んで参ります。また、Zoom配信セットをクラブで購入
頂きました。"シンプル"、"誰でも使える"をコンセプトに揃えました。
例会のみならず、是非、各委員会などクラブの活動などでもご利用く
ださい。

・ロータリー情報・記録保存委員会　小田　　剛 委員長
　今年度ロータリー情報・記録保存委員会は、コロナ
禍の中で出来なかった「学び」を今一度実行いたしま
す。具体的には入会3年未満の会員対象に3回の寺子
屋の開催、ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）を
中心にした例会運営と、その例会をうけての、情報集

会の開催を行います。
　そして帯広ロータリークラブの歴史と伝統を再確認し「グレート・
リセット」を目指します。

・社会奉仕委員会　池田　健太 委員長
　社会奉仕は、すべてのロータリアンが、地域の人び
との暮らしを豊かにし、より良い社会づくりに貢献
することです。奉仕によって誰かの人生を豊かにす
ることは自分の人生も豊かにできるものであると考
え、社会的養護活動を実践して参ります。社会的養護

は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を
理念として行われています。
　持続可能な社会を実現するためにも、今回の取り組みが貧困・質の
高い教育・人や国の不平等・平和と公正などの課題を解決する一助と
なり、継続的な活動となることを目指していきます。何かしらの事業
で親と生活ができない子供たちに何かできることはないかと考えま
した。今年度の活動によって、自立支援や職業斡旋、会員企業との橋
渡しに繋がれば、なお嬉しく存じます。
　また、例会プログラム外ではありますが、帯広発祥の地である記念
碑の清掃を行いたいと考えております。十勝・帯広の開拓者に敬意を
表し、清掃活動にも取り組んで参ります。

・プログラム委員会　外﨑　裕康 委員長
　竹川会長の個別方針に基づき、メンバーが興味を
持ち、例会出席を楽しみになるような、魅力あるプロ
グラムを作成し、例会を出会い、スタートの場とし、
その後の連携（奉仕、ビジネス）につながるような運
営に努めます。また、会員卓話のほか、外部からも講

師を招いて専門的な内容の卓話も考えております。会員の皆様には、
積極的に例会出席をお願いいたします。

■出席報告 （出席委員会）
7月27日例会分
会員総数83名　（内免除会員3名）　
出席者数48名　（内Zoom参加者1名）　　本日の出席率60.0%

■次週プログラム予定
8月3日（水）「委員会活動計画発表」	 （プログラム委員会）

・理事・役員・委員長就任
会　長	 竹川　博之
副会長	 小倉　　豊
副会長	 村松　一樹
会長エレクト	 工藤　大輔
幹	　事	 櫻井　博一
会	　計	 及川ゆかり
会場監督	 大江　　平
直前会長	 栂安　雅満
クラブ管理理事	 木野村英明
クラブ広報・会員組織理事	 川上　義史
ロータリー財団・奨学理事	 小水　基弘
奉仕プロジェクト理事	 小林　光樹
中長期ビジョン委員長	 長澤　秀行
出席委員長	 木村　尚志
親睦活動委員長	 梶野宗一郎
プログラム委員長	 外㟢　裕康
広報委員長	 千葉　直樹
会員増強委員長	 石山　直貴
ロータリー情報・記録保存委員長	 小田　　剛
米山記念奨学委員長	 山本　温仁
職業奉仕委員長	 三井　　真
社会奉仕委員長	 池田　健太
青少年育成委員長	 飛岡　　抗
国際奉仕委員長	 髙橋　久志
・誕生記念日祝
平　　征浩	会員　　林　　佑太	会員　　小沢　昌博	会員
木村　尚志	会員
・配偶者様お誕生日祝
外㟢　裕康	会員　　川上　義史	会員　　星屋　洋樹	会員
和田　賢二	会員　　木村　尚志	会員　　新田　　潔	会員
鈴木　正信	会員
・結婚記念日祝
櫻井　博一	会員　　川上　義史	会員　　飛岡　　抗	会員

■プログラム　「委員会活動計画発表」　 （理事会）
・中長期ビジョン委員会　長澤　秀行 委員長

　本委員会はクラブ活動の総点検を行うことを目的
に、特別委員会として設置されました。「ダイバーシテ
ィとインクルージョン」を実践するためには、ロータリ
ークラブ活動の原点である職業奉仕を理解し実践す
ることが重要です。本委員会では、「歴史と伝統」につ

いて考えるとともに、各委員会の実施プログラムを評価・分析し、「継
続するもの」「内容を見直し改変するもの」「新たに取り入れるもの」「今
回限りとするもの」などに分類し、帯広クラブ100周年に向けて「グレー
トリセット」を進めます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

・出席委員会　木村　尚志 委員長
　RI会長のジェニファー	E.ジョーンズは「イマジン
ロータリー」とし、「私たちがベストを尽くせる世界を
想像してください」と呼びかけています。また、今年
度のRI第2500地区ガバナー久木様は「ともに紡ご
う！ロータリーの未来へ」そして、竹川会長は「グレ

ート・リセット　未来へ」としており、この事よりベストを尽くし未来
へつなげる。私たち帯広RCがより良くなり、魅力あるクラブとなる
よう仕組みを一度リセットし、これまでの対面式の例会が当たり前
からZoomを用いるなどハイブリットの例会をし、会員が出席できる
ための新たな工夫などベストを尽くし、諸先輩方が築き上げてきた
歴史もしっかり継承し、会員相互の絆を深める、この貴重な情報交換
の場である例会出席率向上のため、クラブ管理運営委員会と一体と
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