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第1523回例会
平成28年6月21日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

◎起　　　立 板倉利男 ＳＡＡ

◎友情の握手 板倉利男 ＳＡＡ

◎点　　　鐘 上野敏郎 会　長

◎開会宣言 板倉利男 ＳＡＡ

ロータリーソング　「我等の生業」

会長挨拶 上野敏郎 会長

　いよいよ、今年度も今日を入れて

２回の例会を残すだけとなりました。

この１年を振り返っての挨拶は、今

日のプログラムの中でお話しさせて

いただきますが、みなさんには、本

当にお世話になりました。

　先日、ローターアクトの歓送迎会に深澤担当委員長は

じめ４人で出席してまいりました。『今どきの若いもんは！』

という言い方を、人生の先輩たちは口にするときがあり

ますが、ローターアクトの例会に出席をして私は、『今ど

きの若いもんも、なかなかやるじゃないか』と感じたも

のであります。

会務報告 加藤昭治 幹事

①帯広東ＲＣ　次年度臨時理事会開催

　のご案内

　　日時：平成28年６月21日（火）

　　　　　午後１時30分（例会終了後）

　　場所：ホテル日航ノースランド

②帯広東ＲＣ　年度末最終夜間例会開催のご案内

　　日時：平成28年６月28日（火）

　　　　　午後６時30分

　　場所：ホテル日航ノースランド

新入会員紹介 会員増強委員会 齊藤蓮輝 委員長

【新入会員】　橋本 純君

　幟も掲げていただき温かく迎えていただきましたこと

に深く感謝申し上げます。

　安倍首相と同じ大学ということで、

日本の№１に恥じないように後輩とし

て皆様のお役にたてるよう努力してま

いります。

　出身は長野市です、今年４月よりあ

いおいニッセイ同和損害保険㈱帯広支

社に着任しました。転勤の度に住民票を移し地域住民の

一人として生活をするようにしています。業界情報など

も含め、皆様に情報提供や皆様のお役に立てるべく活動

や親睦を図ってまいります。何卒よろしくお願いします。

委員会報告 次年度青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会　池田誠 委員長

・次年度のローターアクト委員会より

７月３日（日）の十勝川イカダ下りに

参加される方は６月22日迄にご連絡

ください。

・７月30日、31日に開催されるロータ

S.Mori

会員増強委員会

齊藤蓮輝　委員長

推薦者

加藤雄樹　会員



ーアクト夏の交流会（浦幌森林公園キャンプ場）に参加

される方は６月25日迄にご連絡お願い致します。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　池田誠 副委員長

毅上野会長　“１年を振り返って”の例

会を迎えることができました。すべ

て皆さんのおかげです。ありがとう

ございました。

毅髙橋副会長　上野会長、１年間御苦

労様でした。副会長として何も役に

立てませんでしたが、色々とお世話になり、ありがと

う御座居ました。

毅加藤幹事　例会もあと１回です。本日の理事役員のご

挨拶、よろしくお願いします。

毅板倉会員　いよいよ今月でお役御免となります。

毅神田会員　上野会長、加藤幹事、１年間御苦労様でし

た。

毅大塚会員　米山記念奨学委員会、１年間大変お世話に

なりました。晴れの日が早く戻ってくれる事を願って。

毅石川会員　上野会長年度、１年間御苦労様でした。

毅加藤（雄）会員　７月から入会の橋本君をよろしくお願

いします。

毅宮前会員　最後の決算の仕事、始まる出席・プログラ

ムの仕事頑張ります。

毅西田会員　上野年度、１年間ご苦労様でした。

毅深澤会員　上野会長はじめ、他各委員会の皆様、お疲

れ様でした。

毅城戸会員　副ＳＡＡ、４回ほど司会をさせて頂きまし

た。板倉先輩、古川先輩ご指導ありがとうございまし

た。また、上野会長、１年間ありがとうございました。

毅加藤（武）会員　１年間ニコニコ献金ご協力ありがとう

ございました。

毅橋本会員　この度、帯広に着任し、皆様と共に地域に

根ざした密着を目指して頑張ります。どうぞよろしく

お願い申し上げます。

プログラム 理事会

「一年を振り返って」

毅上野会長

　今月に入ってから、数回、ク

ラブの活動計画書と会報を改め

てみております。そして、会員

のみなさんには、ずいぶんご苦

労をおかけしたものだと、心底

思っております。感謝申し上げ

ます。私は、会長方針の中で、『現代は、移り変わる世界

の実験的時代です。価値があり、進歩するものは、すべ

て試行錯誤の積み重ねなのです。』とする、ポールハリス

のことばを使わせていただきました。その意味で、この

１年間の活動は、１つの経験であり、確認であったと言

えることになります。正に、そう言える年であったと思

っています。私たちは、昨年９月、チャーターメンバー

でもある「伊藤克美」さんを失いました。大きな柱を無く

した思いを持つのは、私ばかりではないと思いますが、

みなさんには十分な連携をとっていただきながら、ご尽

力いただきました。ありがとうございました。

　一方、先週、新入会員である大池さんの卓話で、ご自

身の結婚宣言もお聞きしたところですが、多数の新しい

仲間を迎えることができました。人は城、人は石垣、人

は堀、情けは味方、あだは敵なり＝とは、戦国の武将、

武田信玄のことばですが、とても、とても、私には、会

員にみなさんを城や、石垣に例えることはできませんが、

ロータリークラブの存在価値は、みなさんがあればこそ！

と、心から思うところであります。そんな気持ちを彷彿

させながら、前回の例会での、斎藤蓮輝委員長の講話の

中にありました、東ロータリーでクラブ誕生の大変さを

お聞きしたのであります。

　あと二つお話しさせていただきます。毎回毎回の例会

では、その設営に「ＳＡＡ」には、多くのお世話をおかけ

いたしました。心から感謝するのであります。もちろん、

それぞれの例会を担当してくれた委員会のみなさんにも

心から感謝申し上げる訳でありますが、ロータリークラ

ブが、国際的な奉仕団体として、今日（こんにち）あるの

は、しっかりとした例会運営のルールがあるからだと、

私は、会長職を経験する中で、強く感じました。新しい

発想、新しい考えは、もちろん大切ですが、その応用に

は、基軸となる、変わらない『決まり』があるのだと、思

った次第です。

　そう、思いながらも、もう一つ、心に残る例会を上げ

るとすれば、やはり悠湯館で開いた「夜間例会」でありま

す。何がそんなに残っているかは、私の口からは言えま

せんが、1492号の会報を見れば、その答えはすぐ分かる

のであります。そこには、何を飲んだか分かりませんが、

いつもより相当、上気した会員のみなさんと、どう見て

も、クラブの会員とは思えない服装のみなさんとが、前

西田会長のスローガンである『和気あいあい』を、そのま

ま実践している写真が、これ見よがしに、わんさと載っ

ているのであります。会報の表を見なければ、どこの団

体の会報であろうかと思ってしまうぐらい、見ごたえの

ある写真であります。メディア委員会の、サービス精神

がそうさせたのか、会報1492号に感謝申し上げ、私の御

礼のことばとさせていただきます。

　１年間、本当にお世話になりました。ありがとうござ

いました。



毅加藤幹事

　私は上野会長のもとで希望して幹事

をやらせていただきまして、感謝して

おります。退会者もありましたが、皆

さんの努力のもと入会者もあり、なん

とか40名になることになりました。１

年間ありがとうございました。

毅板倉ＳＡＡ

　毎回の例会でいつも同じテーブルに

同じメンバーが座る傾向がありました

が、誕生月別や入会月別などで配席を

した結果、皆様のご協力の下、大変う

まく行きました。誠にありがとうござ

いました。

毅髙橋副会長

　副会長として何も役に立てませんで

したが、担当委員会を持たせていただ

きまして各委員会に参加させていただ

きました。皆さんと交流を持たせてい

ただいて感謝しております。１年間、

ありがとうございました。

毅益子副会長

　振り返りますと、副会長として何も

していなかったなという想いが強いで

す。ただ、吉村委員長がご多忙であっ

たということで、国際奉仕・ロータリ

ー財団員会の補佐役の方が多かったよ

うに感じています。上野会長の素晴らしさに遠くから見

惚れていたような状況であったように感じます。１年間

ありがとうございました。

毅西田直前会長

　メディア委員長も３回目になり仰せ

つかりましたが、副委員長、委員メン

バー計６名のチームワークがなければ

成り立ちませんでした。本当にありが

とうございました。

毅宮前会計

　期日までに会費納入をいただきまし

た会員の皆様に心よりお礼を申し上げ

ます。例会の担当委員会にできるだけ

予算を割り振り、受益者負担等も考慮

しメリハリのある組み立てになったか

と思います。最終収益としては、会員減少などありまし

たが、新入会員の入会もあり、またニコニコ献金の予算

達成、各委員会における無駄の排除などもありまして、

計画よりも多く繰越をすることができました。各委員会、

各メンバーの皆様に感謝申し上げ報告とさせていただき

ます。

毅齊藤クラブ奉仕部門理事

　クラブのために奉仕するというもの

ですが、年度の初めに４委員会の合同

委員会を総勢16名で開催しました。各

委員会の委員長より年度方針を語って

もらい、その後のフリートークでは、

会員の若い会員も多く、１年間頑張る

という発言が多く、やる気に満ちて出発したものでござ

います。各委員会も活発に委員会を開いていただき、ま

た髙橋副会長も同席をいただき、感謝申し上げます。上

野会長、加藤幹事には大変お世話になりましたが、とり

わけ上野会長には問題解決のために積極的に前に出て、

会員と膝を交えてお付き合いされた姿勢にとても感銘を

受けました。上野会長以下、皆様に心から感謝を申し上

げます。

毅石川会員

　出席プログラム委員会の委員長、副

委員長に途中からなり代わりなんとか

カバーできました。ありがとうござい

ました。

毅加藤武志委員長

　親睦活動委員長を仰せつかりまして、

何もわからず不安のあるスタートであ

りましたが、加藤幹事、池田副委員長、

多くの会員の皆様にお世話になりまし

て、残すところ最終の例会もあります

が、６回の移動例会を開催することができました。予算

も多額をいただき、ニコニコ献金にも予定以上に協力を

いただき、本当に１年間お世話になりました。ありがと

うございました。

毅加藤雄樹職業奉仕部門理事

　10月13日には職業奉仕の理念につい

て渋沢栄一氏を例に話をさせて頂きま

した。１月19日には職場訪問で土屋特

殊農機具製作所へ訪問し、土谷社長の

講話と企業見学をさせていただき参考

になりました。３月８日には財務戦略コンサルタントの

野村浩司氏に銀行を味方にしてビジネスを加速させる方

法と題して講話をいただきました。６月７日には100年

記念館学芸員の大和田氏に晩成社の鈴木銃太郎の貢献に

ついて講話をいただきました。

　残念だったのは、優良職業人表彰の募集をしていたの



ですが、対象者を見つけることができませんでした。こ

の度初めて職業奉仕の担当をさせていただき、色々と考

えることができて感謝申し上げます。

毅深澤青少年奉仕部門理事

　一言で言えば力不足でした。ご存知

のようにローターアクトは、ミニバレ

ー、ボーリング、イカダ下り、野球、

ソフトボールのように体力勝負の例会

が多いわけですが、見守る立場で参加

させていただきました。最後に１つ言わせていただくと

すれば、例会の中で、ゴミ拾いを池田副委員長に代理で

参加してもらいましたが、それが７㎞という大変長い距

離のゴミ拾いをしたと伺いまして、私は行かなくて良か

ったと思いまして、本当にありがとうございました。１

年間、会員の皆さんにもお手伝いいただきまして誠にあ

りがとうございました。

毅城戸十勝ロータリー奨学会委員長

　今年度は奨学生の募集はありません

でした。世間では奨学金の返済に苦し

む若い方が多い中、返金する必要が無

い十勝奨学金というものをもっと他の

組織にも広めることができれば良いか

と思います。

毅大塚米山記念奨学委員長

　海外からの私費留学生に対する奨学

金を給付するのが米山記念奨学制度で

すが、奨学生の多くは自国へ戻ってし

まう方が多いのですが、私が担当した

奨学生は国内に就職したこともあり、

４月12日の例会にて近況報告をさせていただきました。

寄付につきましても25名の方から42万円という高額に達

し、特に福岡会員には特別高額の寄付を頂戴し厚く御礼

申し上げます。今後も機会がありましたら皆さんと協力

してカウンセリングをしてまいりたいと思います。１年

間ありがとうございました。

◎閉会宣言 板倉利男 ＳＡＡ

◎点　　鐘 上野敏郎 会　長

次週プログラム 親睦活動委員会

　６月28日（火）　「年度末最終夜間例会」


