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理事・役員　会場監督　伊藤　秀敏 会員
理事　クラブ管理運営委員会　工藤　　稔 会員
理事　クラブ広報・会員組織委員会　及川ゆかり 会員
理事　ロータリー財団・奨学委員会　石山　直貴 会員
理事　奉仕プロジェクト委員会　三井　　真 会員
理事　特別委員会　合田 倫佳 会員

【第3号議案】定款の変更について
　櫻井幹事より定款の変更について説明し、拍手をもって満場
一致で承認、選出された。
※2022年手続要覧はマイロータリーからダウンロードできます。

【第4号議案】その他
　特になし

・村松　一樹 会長ノミニー承認御礼挨拶
　歴史と伝統のある帯広ロータリークラブの会
長と言うことで、その重みをひしひしと感じてい
るところでございます。
　先ほどニコニコ献金させて頂いましたが、この

度、新藤丸の社長に就任することになりました。この道筋を作
ったのは、この帯広ロータリークラブであります。
　ビジネスパートナーである“そら”の米田さんと初めて名刺
を交換したのは、9月の家族野遊会でした。また、今回の新藤丸
の活動は、地域への奉仕の気持ちで取り組ませて頂きます。こ
の奉仕の気持ちを培って頂いたのも帯広ロータリークラブで
ございます。
　ロータリークラブで学んだこと、身に付けたことが今に繋が
っているのだと強く感じています。
　2024－25年度の会長に選任頂いたからには、この歴史と伝統
のある帯広ロータリークラブの更なる発展のため、しっかりと
バトンを繋いで行きたいと思っております。
　どうかよろしくお願い致します。

・工藤　大輔 会長エレクト挨拶
　2023－24年度理事・役員のご承認ありがとうご
ざいました。昨年の年次総会にて竹川会長は「来
年度は、制約のない活動ができるのでは」と期待
を込めてお話しされました。来年度もWITHコロ

ナの状況は好転しないでしょうが、通常活動の比重は徐々に回
復に向かうと思われます。
　ロータリー活動の更なる活性化のためには、新会員の活躍と
サポートする先輩会員の融合による委員会活動の活性化が重
要となります。
　皆様にとって有意義なクラブとなりますよう全身全霊を尽
くして参りますので、ご協力の程よろしくお願い致します。本
日は誠にありがとうございました。

■会務報告 櫻井　博一 幹事
①帯広西RC、年末家族会開催のご案内
　日　時　12月8日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

②帯広北RC、12月9日（金）の例会は、休会と致します。

■会長報告 竹川　博之 会長
　早いものでついこの前本年の1月に今年度の1
回目の理事会を開催したと思ったら、もうあっと
いう間に12月となってしまいました。
　本日は、年次総会となっています。この年次総

会では、定款第7条第2節の通り、例年12月31日までに開催する
事になっていますが、帯広RCでは12月の第1週が慣例となって
います。この総会では、次年度の役員、理事、会長ノミニーを決
めることになっており、この後のプログラムで次年度の執行部
が決まりますので、この年次総会が終われば我々執行部も少し
肩の荷が軽くなるような気がします。
　ところでクラブ定款第11条第5節（b）に会長の任期、（c）に会
長の資格要件という項目があり、又クラブ細則には役員の任務
の規定があり、第1節に“会長”の項目が書いてあります。会長以
下、役員は定款、クラブ細則を熟読しておく必要があります。ロ
ータリー情報マニュアルによりますと、クラブ会長の資格につ
いて標準RC定款に記載されている資格に加え、以下の要件が
求められています。
1. クラブ全体を指導する能力及び会員の尊敬と信頼。
2. クラブの活動を先導し、遂行するのに必要な時間と労力を捧

げる心構えと十分な時間。
3. 自己クラブの理事、もしくは1つ又は複数の主要委員会の委

員、もしくはクラブ幹事を務めた経験。
4. 1回以上の地区大会と国際大会に出席した経験。
5. クラブの定款と細則に関する実務的な知識。
　更にクラブ会長の任務についても、記載されていますが、時
間の関係で省略させて頂きます。
　ただ1つだけ任務の中に各例会で“会長の時間”をもち、クラ
ブ活動やロータリー全般に関わる情報を提示することが推奨
されています。いずれにしても、残された会長の任期の中で足
りない部分について、身につける様、努力する所存です。
　下半期、更なる皆さんのご指導ご鞭撻をお願いしまして、本
日の会長報告とさせて頂きます。

■プログラム　「年次総会」　 （理事会）
会員総数91名中61名出席（出席率 69.3%）にて年
次総会は成立。
議長：竹川　博之 会長

【第1号議案】2024－25年度会長指名について
　指名委員会の長澤委員長から村松　一樹 会員の指名提案が
行われ、拍手をもって満場一致で承認、選出された。

【第2号議案】2023－24年度理事・役員報告について
　工藤 大輔 会長エレクトより、13名の理事・役員が提案され、
拍手をもって満場一致で承認、選出された。
理事・役員　会長　工藤　大輔 会員
理事・役員　副会長　小水　基弘 会員
理事・役員　副会長　五十嵐聖二 会員
理事・役員　直前会長　竹川　博之 会員
理事・役員　会長エレクト　村松　一樹 会員
理事・役員　幹事　猿川　陽介 会員
理事・役員　会計　大和田三朗 会員
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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。

・誕生記念日祝（12月）
大江　　平 会員　　猿川　陽介 会員　　松岡　準志 会員
池田　雄一 会員　　小田　　剛 会員　　板谷　圭佑 会員
大和田三朗 会員　　髙橋　弘史 会員　　三井　　真 会員
小倉　　豊 会員

・結婚記念日祝（12月）
林　　佑太 会員　　山本　温仁 会員　　山田　政功 会員
阿部　勝利 会員　　石山　直貴 会員　　梶野宗一郎 会員
・配偶者様お誕生記念日祝（10月）
松岡　準志 会員
・配偶者様お誕生記念日祝（12月）
栂安　雅満 会員　　竹川　博之 会員　　木村　裕氏 会員
髙橋　章文 会員　　小水　基弘 会員

■出席報告　 （出席委員会）
会員総数：91名（内　免除会員3名）
出席者数：61名（内　免除会員0名　内Zoom参加者3名）
本日の出席率：69.3%

■12月のプログラム予定
12月14日（水）　「年末家族会」※夜間例会
12月21日（水）　「孤立しない社会を考える」
 NPO法人スマイルリング　代表理事　堀田　豊稔 様
12月28日（水）　「休会」

③帯広RC、年末家族会開催のご案内
　日　時　12月14日（水）午後5時30分受付開始（6時例会）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　RC会員・中学生以下…無料
　　　　　同伴者・高校生以上…5,000円

④帯広北RC、12月16日（金）の例会は、休会と致します。

⑤帯広東RC、年末家族会開催のご案内
　日　時　12月20日（火）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

⑥帯広南RC、12月26日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、12月27日（火）の例会は、休会と致します。
　帯　広RC、12月28日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、12月29日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、12月30日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、令和5年1月2日（月）の例会は、振替休日のため
　休会と致します。
　帯広東RC、令和5年1月3日（火）の例会は、休会と致します。
　帯　広RC、令和5年1月4日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広西RC、令和5年1月5日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、令和5年1月6日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、令和5年1月9日（月）の例会は、祝日のため休会
　と致します。

■新会員紹介 （会員増強委員会）

鈴
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さとし

 君紹介
推薦者：石山　直貴 会員
・新会員歓迎挨拶
　歴史と伝統の帯広ロータリークラ
ブに入会させて頂きましてありがと
うございます。どうかよろしくお願い致します。

■委員会報告
・ニコニコ献金 （親睦活動委員）
＜村松　一樹 会員＞
　新「藤丸」（仮称）の代表取締役社長に就任することとなりま
した。皆様の応援が不可欠です。何卒、よろしくお願いいたしま
す。奉仕の精神で頑張ります。
＜佐藤　幸宏 会員＞
　過日札幌にて北海道医師会より、帯広にての勤続30年の表彰
を受けました。久々に家族がそろい、札幌グランドホテルでお
祝いをしてくれました。経費はおじいちゃんに回ってきました
けど、孫と買い物したり楽しく時を過ごしました。
＜小林　光樹 会員＞
　今日、健康診断の結果を入れさせてもらいました。みなさま
の健康を願っております。
＜石山　直貴 会員＞
　新会員の鈴木 聡様の承認を頂き、ありがとうございます。
＜鈴木　　聡 会員＞
　新しく入会させていただく事となりました。宜しくお願い致
します。


