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■会長報告 竹川　博之 会長
　2点報告させて頂きます。
　まず1点目です。先日の公式訪問例会にご出
席いただいた久木ガバナーより丁重なる御礼
の言葉が会長の私宛にありました。グレートリ
セット・未来へ!のスローガンの下、実り多い一

年であることを祈念されるという内容でありました。
　2点目は、会員増強についてです。今月は会員増強及び新クラ
ブ結成推進月間ですが、本日の例会前の理事会にて5名の新入
会員につき承認を頂きました。NHK局長 松岡さん、㈱大地代
表取締役 成田さん、司法書士 高橋章文さん（高橋猛文元会長の
次男）、公益財団法人とかち財団 理事長金山さん、㈱グロッシ
ー代表取締役 北村貴さんの以上5名です。
　推薦者以外にも複数の方々が動いて頂いてこの結果に繋が
っています。
　新年度がスタートして今までに承認された方7名を足して12
名の入会が確定致しました。
　会員増強の石山委員長はじめ多くの方々が率先して動いて
頂いている事に心より感謝申し上げます。
　他方、会員増強は帯広クラブを強くするための手段であっ
て、ゴール、目的ではありません。皆で新しい仲間を心より歓待
し、一日も早くクラブの雰囲気に慣れ人間関係に溶け込んで頂
きたいと思います。
　奉仕とプロジェクト、親睦、学びの3つのどれでも良いから実
践してロータリーとしてのスタートを切って欲しいと願って
います。
　是非皆様には新入会員に積極的に声をかけ率先して触れ合
って頂きたいと思います。
　以上2点ご報告申し上げまして会長報告といたします。

■会務報告 櫻井　博一 幹事
①帯広東RC、8月9日（火）の例会は、休会と致します。
　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。

②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

③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　8月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

④帯広南RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月28日（日）午前10時
　場　所　焼肉ガーデンまくべつ
　※尚、8月29日（月）の繰上げ例会と致します。

■新会員紹介 会員増強委員会　石山 委員長
北海道新聞社帯広支社　支社長　　　　　　　　
玉
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 会員
（推薦者：後藤　裕弘 会員・小倉　　豊 会員）

■委員会報告
・ニコニコ献金 （親睦活動委員会）
池田　雄一 会員
　帯広RC麻雀同好会を結成しました。9名の会員でスタート
します。8/24に第一回目の例会を行いますので興味のある方
は是非参加してください。初心者、大歓迎です。
小倉　　豊 会員
　玉木 健様を推薦させて頂きました。承認ありがとうござい
ます。今後、ロータリーの仲間としてよろしくお願い致します。
玉木　　健 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。よろしくお願い致します。
小田切義憲 会員
　今年も9月29日に帯広にて｢北海道宇宙サミット｣を開催致
します。皆様の御来場・オンライン視聴をお待ちしております。
レターボックスの案内をご覧ください。

・理事・役員・委員長就任
ロータリー財団委員会　池田　雄一 委員長

・誕生記念日祝
7月　山田　政功 会員　　野村　文吾 会員
8月　及川ゆかり 会員　　北垣　雅之 会員

角　健太郎 会員　　池田　健太 会員

・配偶者様お誕生記念日祝
角　健太郎 会員　　山本　温仁 会員　　河村　知明 会員

・結婚記念日祝
玉木　　健 会員
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・職業奉仕委員会　三井　　真 委員長
　高校と中学校への「出前授業」を行います。お
伝えするのは職業観。日々どんな思いで仕事と
社会に向き合うか、業務紹介にとどまらない

“論語と算盤”の「論語」の部分を担当します。授
業にぜひ加えたいのが「失敗談」。若い頃どんな

しくじりをやらかしたか、その時どう行動したか、支えてくれ
たのはどんな人か、今も大切にしている思いは何か。講師の語
りが心に響き、子どもたちが社会人になった時の「覚悟と踏ん
張る強さ」に結び付くことを期待しています。実施状況を担当
例会で報告するとともに、健康診断については日頃の心がけ次
第で若返りが可能な「健康年齢」をお示しするなどの工夫をし
てまいります。

・青少年育成委員会　飛岡　　抗 委員長
　今年度ジェニファー E・ジョーンズRI会長の
テーマ「イマジンロータリー」を受け、久木佐知
子ガバナーは活動方針「大きな夢を紡ぐため
に」をかかげています。青少年育成委員会は、
18歳から30歳までの次世代を担うリーダーが

集うローターアクトクラブを積極的にサポートし、胸襟を開き
ロータリーを語り、ロータリーの活動を学び、竹川会長方針「グ
レート・リセット未来へ」を推進し、地域におけるロータリーの
役割を考え、奉仕ができる場をローターアクトクラブと共に努
めます。

・国際奉仕委員会　髙橋　久志 委員長
　2022−23年度RI会長　ジェニファー Ｅ・ジ
ョーンズは「イマジンロータリー」をテーマに
掲げられております。それは、やさしさ、希望、
愛、平和を掲げております。まさにロシアがウ
クライナに軍事進攻するなど平和とは言えな

い現状であり、その中で国際奉仕委員会として何が出来るか検
討をしていきます。
　久木佐知子ガバナーは「大きな夢を紡ぐために」を基本方針
とし掲げました。帯広ロータリークラブ竹川会長方針「グレー
ト・リセット・未来へ」に基づき、新たな取り組みを理事、副委員
長、委員と共に検討して行きたいと考えております。
　今年度はグローバル補助金事業として、マレーシアの先住民
族住宅地への水道水供給事業の進捗状況確認と今後について
も進めて行きたいと思っております。
　不慣れでありますので皆様のご協力の程よろしくお願い致
します。

■出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　 （出席委員会）
8月3日例会分
会員総数83名　（内免除会員3名）　
出席者数60名　（内Zoom参加者6名）　　本日の出席率75.0%
＜ 7月＞　ホーム月間平均出席率　64.2%

メークアップ&Zoom含む月間平均出席率　66.7%

■8月のプログラム予定
8月10日（水）「休　会」
8月17日（水）「ゲスト卓話」※夜間例会 （会員増強委員会）
 RI第2500地区会員増強委員長　邵

ソ
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 様
8月24日（水）「新会員卓話」 （プログラム委員会）
8月31日（水）「新会員卓話」 （プログラム委員会）

■プログラム　「委員会活動計画発表」　 （理事会）
・親睦活動委員会　梶野宗一郎 委員長

　今年度竹川会長の掲げる『グレート・リセッ
ト未来へ』の行動指針に基づき、その目標のひ
とつである【明るく、楽しく、元気よく！】を9月
18日にフェーリエンドルフで行う家族野遊会
を皮切りに、年末家族会・新年交礼会・最終夜間

例会の4つのプログラムで表現します。また、例会のニコニコ献
金の受付では、笑顔を絶やさずお迎えしたいと思います。にこ
にこ親睦、ばりばり活動を軸に委員会内のコミュニケーション
を盛り上げて、そのマインドをクラブの親睦に拡めて参りたい
と思います。一年間、よろしくお願いいたします。

・会員増強委員会　石山　直貴 委員長
　会員増強が当クラブの重要課題の一つであ
ると捉え、竹川会長の方針である「会員増強は
戦略的、継続的に行い入会ターゲットをデータ
ベース化し当クラブメンバーが共有する」こと
を念頭に置き活動します。新会員の所在地は帯

広市内、近郊にとどまらず、遠隔地あるいは例会会場に向かう
ことができない状況でもZoom等オンラインでの参加も可能で
あると促し、入会に際して妨げとならないような配慮をし、柔
軟に入会できるよう提案したいと考えます。当委員会として
は、上記方針に照らして、会員減少を防止しつつ、新たな会員加
入に向けた活動を行います。

・ロータリー財団委員会　池田　雄一 委員長
　ロータリー財団委員会ではこれまで主に、ポ
リオの撲滅に取り組んできましたが、撲滅まで
あと少しの状況ですので、継続して尽力し必ず
成功させたいと願っています。
　またロータリー財団はポリオの撲滅以外に、

地区補助金やグローバル補助金を用いた社会への奉仕活動や、
職業研修チームを派遣する活動に取り組んでいます。2022年3
月現在、帯広ロータリークラブは年次基金一人当たりの寄付

（99.36$）です。2500地区の平均（91.43$）は上回っていますが、
2500地区の中には（100$）以上の寄付を行なっているクラブが
18存在します。今年度は各会員にロータリー財団への寄付の意
義を今一度ご理解いただき、帯広ロータリークラブもその仲間
入りをし、更なるロータリー活動に寄与していきます。会員一
人一人のご支援、ご協力を心からお願いします。

・米山記念奨学委員会　山本　温仁 委員長
　米山記念奨学委員会のミッションは、ほぼ明
確化されており、寄付金を集めるアプローチを
委員会メンバーと行い、米山功労者とマルチプ
ルの増加を目指し、しっかりと対応してまいり
ます。また、竹川会長年度のスローガン「グレー

ト・リセット　未来へ」を踏まえ、新しいことに少しでもチャレ
ンジしたいということで、前期の担当例会では、米山奨学生と
民間の奨学生の対談を企画しており、準備を開始いたしまし
た。後期の例会につきましては、理解促進につながるよう、例年
のような講演を諸先輩にお願いすることも考えられますが、何
か新しい取組みができないか、もう少しお時間を頂き、幹部の
みなさんと相談してまいりたいと考えております。会員みなさ
まの温かいご協力とご指導により、一年間、務めて参りたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


