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第1545回例会
平成28年12月6日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

◎起　　　立� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎国 歌 斉 唱

ロータリーソング 　「四つのテスト」

◎ビジター紹介� 鎌田　勉�副会長

12月誕生日を迎える会員 古川直也 親睦活動委員長

　鎌田　勉　会員　昭和15年12月７日

　石川博機　会員　昭和17年12月18日

　大塚正昭　会員　昭和24年12月８日

◎バースデーソング� 古川直也�親睦活動委員長

◎乾　　　杯� 曽根　一�会����　員

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

昨日の夜の最終便で長野への二

泊三日の小旅行から帰りました。

帰路羽田で高橋理事長と一緒にな

りました。不思議な縁で、私はそ

う頻繁に旅行しているわけではな

いですが、何故か度々、タイミン

グが合うようです。

今朝起きると、雪が降っていて、わずか２、３日留守

にしただけなのに、長野とは違う事を感じさせられます。

東京から長野へ北陸新幹線で約一時間半、気温は５度

前後で帯広から行くと少し暖かい程度に感じです。長野

善光寺は夫婦共、初めてで思ったより、荘厳で庶民的な

おもむきがあり暗闇の通路は話には聞いていましたが、

あれは行って体験しないと口頭の説明ではなかなか伝え

る事は難しいと思います。翌日、目的の松本城へ真っ青

に晴れた空高く堀に鏡にうつったように見事な松本城を

見ると、これだけでも来てよかったと思えるぐらいのな

んとも形容しがたい、美しい城で、バックに雪を冠した

北アルプスが見事で、堀と石垣の調和も素晴らしく、最

高の条件で見る事が出来ました。

帰路、松本から、目的の一つだった、スーパー特急あ

ずさ18号に乗車すると、山梨辺りで見事な富士が現れ、

はじめて山梨側から見る富士はスマートで男らしさを感

じさせるものでした。静岡側とは違う神秘的な風情に感

激でした。

今回は夫婦での小旅行でしたが、本来一人で、特定の

場所や人を訪ねる事がどちらかといえば多いのですが、

夫婦の場合は、自由は少し制限されますが、何と言って

も楽だし、話しながらゆっくりいけるところ、がいいと

思います。ただし仲良く楽しくいくためには、夫婦とい

えど、多少気を使って喧嘩せず良い雰囲気を保つ事が大

事かと思います。何事も忍耐と、努力が夫婦といえど必

要です。

先日、結婚40周年で例会でお祝いをいただきましたが、

40年前のちょうど同日、九州へ新婚旅行をしていました。

別に意識して、二人で旅行したわけではありませんが

まあ、多分記憶に残るちょうど良い旅行になったかもし

れません。

会務報告 石川博機 幹事

◎帯広東ＲＣ　夜間例会（年末家族会）開催のご案内

　日時：平成28年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

◎帯広東ＲＣ　平成29年１月３日（火）は休会と致します。

◎帯広東ＲＣ　平成29年１月10日（火）は新年交礼会（夜間）

　　　　　　　です。

委員会報告 米山奨学金　深澤佳世子 委員

米山奨学会に対して皆様から沢山のご寄付いただきま

してありがとうございます。本日功労賞が来ております

ので表彰させていただきます。

S.Mori

2016-2017 年度　国際ロータリーテーマ

【人類に奉仕するロータリー】
2016-2017 年度国際ロータリー会長

ジョンＦ・ジャーム

ガバナーテーマ

【ロータリーの明日の為に、積極的に行動しよう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

駒　形　曙　美

月間テーマ

【疫 病 予 防 と 治 療 月 間】



第１回米山功労者　宮前会員　

　　　　　　　　　井上会員　

　　　　　　　　　深澤会員

第３回米山功労者　石川幹事　

第４回米山功労者　内山会員　

第５回米山功労者　福岡会員

以上です、ありがとうございました。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　越浦　豊 委員

毅高田会長　本日年次総会です。

　宜しくお願いします。

毅石川幹事　誕生日に記念品を頂き

有難うございました。

毅板倉会員　記念病院の問題が全て

決着しました皆様のお陰です。

　感謝！

毅大塚会員　誕生日に記念品を頂き有難うございました。

毅曽根会員　キューバに行って来ました。大学まで授業

料無料、医療費も無料といううらやましい環境ですが

問題もたくさん有りそうです。帰って来た翌日にカス

トロ氏が亡くなったとの報道がありました。ゲバラと

カストロの理想も道半ばでしょうか？

毅上野会員　孫がスピーチコンテストで予想外にがんば

りました。ニコニコします。

毅西田会員　先月のロータリー月間では会員のみな様の

沢山のご寄付誠に有難うございました。

毅益子会員　忘年会のシーズンです。皆様お体を大切に、

お酒はそこそこに……

毅古川会員　いよいよ、12月にはいりました。12月20日

は最大イベントの家族会です。多くの皆様のご出席を

お願いします。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前 克則 委員

回数 日付 会員数 計算に用いる
会員数

ホームクラブ
出席者 メークアップ 欠席数 出席率

1541 11/01 �39 �34 �26 �2 82.4

1542 11/08 �39 �33 �26 �2 84.8

1543 11/15 �39 �36 �23 �4 75.0

1544 11/22 �39 �31 �21 �4 80.6

11月計 156 134 �96 12 80.6

　1545回　12月６日　出席28名。

プログラム 理事会

【年次総会】　
　2016年～2017年の帯広東ＲＣの年次総会を開催いたし

ます。

毅定足数の確認　

帯広東ＲＣ定款よりクラブ細則第５条第３節により

出席者は39名中28名により会員数の３分の１以上に足

りてることを報告し総会を無事進めさせていただきま

す。議長の専任でありますが帯広東ＲＣ細則第４条第

１節により会長が務めます。

　本日の年次総会においては二つの議案を提案と審議を

お願いします。

〔議事〕　議長：高田会長

第１号議案　2018～2019年度の会長選任の件

　去る11月18日に開かれました指名委員会にて指名委員

長をされていただきました福岡会員により提案をさせて

いただきました。第１号議案次次年度2018～2019会長選

任の件を福岡指名委員長によりご報告をいただきますが、

その前に今回の指名委員会設置に至るまでの経過報告を

いたします。10月の例会におきまして2018～2019年度の

会長を自薦他薦で11月10日までにご案内致しましたが11

月10日までに申込者はございませんでした。指名委員会

の設置と指名委員の辞職について協議をし、いずれも可

決議事会決定をしております。

　また、指名委員会については会長経験者にお願いする

ことで決定しております。このことを元に去る11月18日

ホテル日航ノースランドで元会長経験者11名の出席をい

ただき指名委員会を開き席上に福岡会員が指名委員長に

なり以後の議事を取り進めたことをご報告申し上げます。

　この後は福岡指名委員長によりご報告をお願いいたし

ます。

〔福岡指名委員長〕�

　次次年度の会長専任につきましては11月18日指名委員

会を開催の結果全会一致で2018～2019年度の会長に益子

裕之くんを指名いたしましたことをご報告いたします。

とともに宜しくお願いいたします。

〔議長〕�

　ただいま福岡指名委員長により次次年度会長に益子裕

之くんの指名がなされました。ここに会員の皆様のご承

認を取りたいと思います。ご承認いただければ全員拍手

で承認をお願いします。（～拍手多数で承認されました～）

ありがとうございます。帯広東ＲＣクラブ2018～2019年

度会長は益子裕之くんに決定いたします。

第２号議案として2017～2018年度役員の選任について

石川会長エレクト

　次年度の役員をご紹介いたします。

会　　　　長：石川　博機

副　会　長：板倉　利男



会長エレクト：益子　裕之

幹　　　　事：古川　直也

会　　　　計：加藤　昭治

Ｓ　Ａ　Ａ：鎌田　　勉

直 前 会 長：高田　　進

クラブ奉仕担当：齊藤　蓮輝

職業奉仕担当：加藤　武志

社会奉仕担当：大塚　正昭

国際奉仕担当：西田　重人

青少年奉仕担当：角　　髙紀

　以上の会員が次年度の役員なので一つよろしくお願い

いたします。

　ただいま次年度理事役員の提案が石川会長エレクトよ

りありました。ここで承認の拍手をお願いいたします。

（～拍手多数で承認されました～）

　第２号議案が皆様の拍手をもって可決承認されました。

〔議長〕�

　本日の年次総会で2018～2019年度の会長に専任されま

した益子裕之くんにより受諾のご挨拶をいただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

毅会長ノミニー就任挨拶� 益子裕之　会長ノミニー

　ただいま高田会長により次次年度の会長ということで

ご指名をいただきました。大変悩んだすえの結論でござ

いました。思いおこせば上野会員宮前会員のご紹介で東

ＲＣに入り緊張しながら食事をしたのをこないだの様に

覚えております。高田会長ならびに次年度会長の石川さ

ん、わざわざ私の方に出向いていただきまして推薦の言

葉等々頂戴したのでありますが、私に出来るだろうか多

分無理じゃないかそういう気持ちが大変強うございまし

て、身近な者とも相談しまして悩んだ訳ではありますが、

とにかく若返りの入り口という一言で随分背中を押され

たような気がします。けして私は若くはないですけど若

返りという当てはまるかどうか分かりませんが、先ほど

の話もございますように会長経験者が15名ということで、

この東ＲＣの諸事情を考えるとやはりここで私がなんと

か会長の席を全うできれば次の若い人達にもドンドンつ

ながっていくのではないのか、との思いまさしく清水の

舞台から飛び降りるような気持ちで決めました。まだ先

のことは何も決めてません、どうか皆様の変わらぬご支

援ご指導いただければ何とかやっていけると自分の中で

は思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

　お世話になります。

毅議長退任挨拶� 高田　進　会長

毅閉　　会� 石川博機　幹事

プログラム 会員増強・ロータリー情報委員会　髙橋克弘 委員長

【情報集会報告】

高橋克弘�委員長

先日の情報集会委員会で第４班は発表していませんで

したので本日第４班及川武一さん情報集会報告をお願い

します。

◎第４班� 報告者�及川武一�会員

第４班情報集会11

月14日に開かれまし

た出席者は齊藤会員、

西田会員、古川会員、

越浦会員、加藤（肇）

会員、大池会員、私

及川会員の７名でし

た。

集会の様子を私な

りにまとめて報告さ

せていただきます。

最初に古川班長によりご挨拶があり、今回のテーマにつ

いての話があったなかでやはり在籍年数の長い先輩会員

より意見・経験・考えを聞きたいという事から始まりま

した。先輩会員として齊藤会員・西田会員のベテランの

題案のお話をいただきその中で会員増強について秘策は

あるか等、議題の中で参考資料をいただき大阪北クラブ

の事例の資料でした。その時の話を拝見しまとめますと、

クラブ上層部の思いと舵取りの大切さ、そしてクラブへ

の思いを浸透させること私のような年数の浅い会員はロ

ータリークラブの活動に対しての基本を学ぶことの大切

さを話されていました。先輩たちはクラブがどうなって

ほしいのか等をみんなから出来る限り聞きたいとおっし

ゃっていました。いろんな場面を利用してこれからいろ

いろなことを聞き参考にして取り組んで行く姿勢で望ん

でいきたいという話がありました。

また、先輩会員の話なのですけど色々な場面を経験さ

れた中で2500地区の沢山のロータリーの方達に出会い、

他地区との交流といい出会い沢山経験されロータリがど

んどん好きになっていった等の経験談の話もあり、その

中で会員皆様からいろんな意見や話が出ました。人との

繋がりの大切さだとか、ロータリーは大きな組織なので

頑張り過ぎても息切れがする等、正直な意見ややはり長

く続けて行かないと困るので東クラブでは皆のコミュニ

ケーションが良く先輩達が本当に後輩を可愛がっていた

だけるそんな空気があるところで話されていた会員もい

て皆でうなずいていました。ロータリーの基本を覚えて

いく、この会で度胸がつき胸を張って発言出来るように



なった等、アットホームな空気で身近に感じさせてくれる、

そして色々な業界とのつながり、常に勉強ができ仲間と

一緒にいられる喜び、みんなと関わっていき向上心をも

っていい環境に感謝している等の話が沢山出ました。

また、当クラブでの退会防止委員会がないところも色々

な意味でいいと思う等の意見や、また東ロータリークラ

ブでの開会時の握手、普段は皆さん普通にされてるので

すが他のクラブではないようで、距離感が縮まり大切な

習慣を当クラブでは大切にしていきたい、という話が沢

山出てきました。

まとめた結果ですが会員増強についての議題では、し

かたのない退会もあるが転勤・転職・廃業・病気・経済

的事情等・クラブ内における違和感・会員間の確執・組

織での問題・退会した人達への負の影響は大変大きい、

退会したあとマイナス面で風潮等が良くない事に繋がる等、

会員がロータリーで知り合い有意義な例会にまたそれぞ

れを認め合い魅力あるクラブにすることが会員増強につ

ながっていくのではないでしょうか。年度の執行部特に

会員の増強に対する強い思いを表に出すのが必要である。

何かの理由で退会したが元気で活躍している元会員・会

友として都合のいいときに例会の出席をお願いしたり復

帰の期待をもって接していく等の話が出た中で、この話

に関してはロータリーの友10月号に掲載されています。

また、クラブ定款クラブ規則には目を通し基本を知っ

て欲しい。そしてクラブ定款には会員は１年たてば会長

候補となれる等があるのですがそういうこともしっかり

と学んでほしいとのことでしたが、私は後日同会員に詳

しい話を聞くと実は東ロータリークラブでは副会長・幹

事経験者が会長候補となっているので会員の理解が大変

大切であると言う答えが返ってきました、大変勉強にな

りました。

最後になりますが私も入会してみて東ロータリークラ

ブについて思ったことですが、先輩達の優しい表情や繊

細に様子を見ていて気を遣っていただいたりと本当に紳

士な優しさを感じました。そして何より先輩達が入会し

て間もない私をよく気遣っていただいたこともよく覚え

ております。

私も努力して先輩達の背中をよく見て受け継いでいき

たいと思うところです。この場をお借りしてありがとう

ございますと一言伝えさせていただき報告とさせていた

だきます。

第４班は以上です。ありがとうございます。

「…会長から一言…」

今日は緊張の年次総会ということで全部初めての経験

なのです、しかも決まった文書を読むというのは意外と

緊張するものです。フリーの話だと適当にごまかすこと

が出来るのですけど中々緊張する場面を過ぎてホットし

ております。

益子さんに次次年度の会長を引き受けてもらいまして、

挨拶を聞きながら２年位前に私も同じ事やったのだなと

いうことで何となく思い出したりして、とてもじゃない

ですけどこの段階ではどういうなるのか、やれるのかや

れないのか、受けてしまった以上しょうが無いとか、そ

んな心境だったのかなと考えたりもしています。長い間

在籍してまして各委員長とかそういったことをやらさせ

てもらいながら、少しずつ慣れてきて中身にあるのはい

ろんな仕事をこなしながら部分的に協力しながらそれを

通じてなじんでいって、いずれ幹事・会長といきなりや

るわけではないので、益子さんの場合も幹事も終わって

ますし副会長もされてます、階段的には気持ちは益子氏

の心は分かりませんけど、階段をちょっと一歩上がると

いう取り上げ方でいいのではないのでしょうか。全部抱

えようとするとこれはとてもじゃないけど出来る仕事で

はないなと、これだけ細分化されて仕事を分けています

ので何の為にここまでやるのかなと思うくらい事業があ

るのですけど、これは良く考えてみると部分的な物を背

負うことによってそれぞれの協力体制が出来上がり人間

関係も出来上がっていくと、そういった物の意味合いが

裏にあってそれを通じながら人間関係を作っていくという、

そういう意味合いがたぶん隠されているのだなと、例会

にしても中々１週間に１回となるとおっくうになったり

今日は休みでいいかという感じもあるのですけど、いっ

てみて終わってみるといって良かったなという感じがあ

りますので心が少しずつ馴染んでいくことによっていろ

んな人達への関係とか距離感とかそういったものが調整

されていくのかなと、したがって会長といっても親睦委

員会とか出席委員会とか同じ係ということで取り組めれ

ばいいのじゃないかと、全部なにもかも出来るわけでは

ありませんし何より幹事さんに私は迷惑をかけてますけ

どこれは責任意識を分散させないととてももつものでは

ないので順番に回ってきてまた次の人にやってもらう、

循環の中の回覧板を回しているものだとやればいいのじ

ゃないかと思っています。

あっというまに半年過ぎましたので流れが出来たとこ

ろで、あと半年とちょっと長く重い道にも感じれば、い

い人生の勉強と思って楽しんでやるという意味合いも非

常にあるなと思っています。あと半年またよろしくお願

いします。以上です。

◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 社会奉仕委員会

　12月13日（火）　「ゲスト卓話」

　　　　　　　　北海道帯広養護学校

　��������������������　校長　千葉　紀行　様

　　　　　　　　【特別支援教育について】

「2016－2017年度地区大会」から


