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第1548回例会
平成28年12月27日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

◎起　　　立� 加藤武志�副ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤武志�副ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言� 加藤武志�副ＳＡＡ

ロータリーソング 　「それでこそロータリー」

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さん、こんにちは。

先週の年末家族会にはたくさんの方々のご出席大変

ありがとうございました。

先ほど、石川幹事、古川親睦委員長と三名で会員を代

表し、勝毎本社へ募金を届けてきました。多額の募金大

変ありがとうございました。

親睦委員会の企画のおかげで、多くの出席者、特に奥

様方や子供さんが例年に増して多く、華やかで、和やか

な雰囲気でした。マグロの解体ショーも珍しく、奥様方

や子供たちも取り巻いて珍しそうに興味深げでした。

大き目に切った、脂の乗ったマグロは新鮮なせいか、

格別おいしく感じました。

三味線も迫力がありさすがにプロらしいものでした。

ゲームも趣向を凝らし、名司会で、盛り上がりました。

いつもの挨拶のつもりでいましたが、話し出すと、人

数と雰囲気のせいか少し舞い上がったのか、途中からち

ゃんと話せたのかよく覚えておりません。

本日は恒例の齊藤会員による来年の運勢です。これを

聞くと、この一年の出来事や感じた事を反芻するくせが

付いたような気がします。個人的には、ロータリーの事、

健康の事、また永年の仕事の建物・設備、手続きの整理

が出来た事が大きかったと感じています。

人はどう生きようとも周りの人や世間に迷惑をかける

ものだと言われています。出来るだけ自分の整理をして

次世代に迷惑のかからないよう、自己完結出来ればと思

います。

過ぎていく一年を思い、また良い年になることを祈念

して挨拶とさせていただきます。

会務報告 石川博機 幹事

◎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　新年交礼会（夜間例会）開催のご案内

　日時：平成29年１月10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　移動例会（職場訪問）開催のご案内

　日時：平成29年１月24日（火）

　　　　午後０時30分

　場所：川西農協別府事業所

　　　　（帯広市別府町南18線32）

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】



毅大塚会員　高田年度職業奉任委員長として半年終了し

ました。残り半年頑張ります。

毅馬渕会員　写真ありがとうございました。

毅齊藤会員　本日の卓話です。宜しくお願い致します。

１月10日の例会は所用の為、残念ながら欠席させてい

ただきます。どうぞ良いお年を！！

毅曽根会員　年末家族会の楽しい写真をありがとうござ

います。

毅上野会員　写真ありがとうございました。

毅加藤（昭）会員　年末家族会、親睦活動委員会の皆様、

大変ご苦労様でした。よかったです。

毅宮前会員　古川委員長、年末家族会ご苦労様でした。

写真ありがとうございました。

毅西田会員　写真たくさんありがとう。いよいよ本日で

上期（かみき）おわりですネ。みなさん御苦労さまでし

た。

毅髙橋会員　写真頂きまして、ありがとう御座居ました。

毅深澤会員　写真ありがとうございます。今年一年お世

話になりました。

毅古川会員　先日の年末家族会に大勢のご出席を賜り、

また大いに盛り上って頂き、誠にありがとうございま

した。親睦活動委員の皆様には大活躍して下さいまし

て感謝です。

毅池田会員　年末家族会お疲れ様でした。写真ありがと

うございました。

毅加藤（武）会員　新築祝いを頂きありがとうございまし

た。心より御礼申しあげます。

毅加藤（武）会員　家族会の写真、誠にありがとうござい

ました。

毅角会員　写真ありがとうございました。今年一年お世

話になり、ありがとうございました。

毅加藤（肇）会員　今年もお世話になりました。来年は明

るい年でありますよう。写真ありがとうございました。

毅大池会員　写真ありがとうございます。初めての家族

例会、とてもたのしかったです。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前克則 委員長

　1545回12月６日出席率が82.3％

　1546回12月13日出席率が69.4％

　1547回12月20日出席者が29名

　本日は24名の出席です。

プログラム 国際奉仕財団ロータリー委員長 西田重人

ロータリー財団の表彰をします。

大塚正昭会員にポール・ハリス・フェロー８回目の表

彰です。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　越浦　豊 委員

12月20日分

毅高田会長　今年も残り10日程です。今夜は年末家族会

を宜しく、お願いします。

毅上野会員　年末家族会の設営、誠にご苦労様です。そ

の心配りにニコニコします。

12月27日分

毅高田会長　今年最後の例会です。大変お世話になりま

した。良い年をお向え下さい。年末家族会の写真あり

がとうございます。

毅鎌田副会長　年末家族会楽しく一夜を過させていただ

きました。親睦委員会の皆さんご苦労様でした。写真

をたくさんありがとうございました。

毅石川幹事　年末家族会大変楽しかったです。親睦委員

会の皆様、御苦労様でした。

毅福岡会員　写真ありがとうございました。

毅金尾会員　素敵な家族例会、ありがとうございました。

毅神田会員　1年に感謝してニコニコします。

毅西藤会員　いよいよ今年も終りです。又、来年もよろ

しく。



プログラム 出席・プログラム委員会　宮前克則 委員長

【来年の運勢】� 齊藤　蓮輝　会員

平成29年　丁酉一白水星の運勢
一白水星の象意－創始、流転、情交、連絡、沈没、親和、

悩み、思念

丁－丁壮（壮年の男子の意）

　　草木の姿形が充実した状態。

酉－糸酋（ちぢむの意）

　　草木の果実が成熟の極に達した有り様。

　　※年度＝2/4～2/3

☆一白水星（大７.昭2.11.20.29.38.47.56. 平２）

　『起伏運、潜運』変化作用の激しい時。欲望を押さえ謙
虚な心で。対人関係に気を配ること！健康第一に！
　新規事　×、新・改築　×

　（吉方）西、東北、西南

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破）

☆二黒土星（大６.昭元 .10.19.28.37.46.55. 平元）

　『隆盛運、飛躍運』盛運なれど程度をわきまえて、目先
にとらわれず大局に立つこと！
　新規事　○、新・改築　○

　（吉方）西南

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破）

☆三碧木星（大５.14. 昭９.18.27.36.45.54.63. 平９）

　『満悦運、快楽運』好調運なれど謙虚な心と、周到なる
対応を！柔軟な姿勢で油断大敵！
　新規事　○、新・改築　○

　（吉方）東南、東北

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破、本命的殺）、西（本命殺）

☆四緑木星（大13. 昭８.17.26.35.44.53.62. 平８）

　『変改運、変動運』吉凶こもごもの変化の年ゆえに冷静
な判断で現状維持！目先にとらわれず！
　新規事　▲、新・改築　▲

　（吉方）東南、西

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破）、東北（本命殺）

　　　　西南（本命的殺）

☆五黄土星（大12. 昭７.16.25.34.43.52.61. 平７）

　『慎重運、顕現運』運気活発なれど優柔不断は駄目、迅
速果敢な判断と決断が重要！
　新規事　　前○　後×

　新・改築　前○　後×

　（吉方）東南、西南、北西

　（凶方）北（暗剣殺、本命的殺）

　　　　南（五黄殺、本命殺）

　　　　東（歳破）

☆六白金星（大11. 昭６.15.24.33.42.51.60. 平６）

　『困難運、低迷運』衰運期ゆえに隠忍自重して自我をお
さえ地道な生活、争いごとさけ！石橋をたたく！
　新規事　×、新・改築　×

　（吉方）西南、北西

　（凶方）北（暗剣殺、本命殺）、南（五黄殺、本命的殺）

　　　　東（歳破）

☆七赤金星（大10. 昭５.14.23.32.41.50.59. 平５）

　『滞運、育英運』焦らず地道な努力、着実な生活態度が
後半から来年の開運につながる！
　新規事　　前×　後▲　　

　新・改築　前×　後▲

　（吉方）北西

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破）、南西（本命殺）

　　　　東北（本命的殺）

☆八白土星（大９.昭４.13.22.31.40.49.58. 平４）

　『攻勢運、進運』積極的に前進発展なれど熟慮断行を！
古きを捨て、新しきを取る！気配りを！
　新規事　○、新・改築　○

　（吉方）東南、北西、西南

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破、本命殺）、西（本命的殺）

☆九紫火星（大８.昭３.12.21.30.39.48.57. 平３）

　『盛運、結実運』幸福繁栄の盛運なれど自信過剰は、損
失につながるので万事手堅く！人徳を積む事！
　新規事　○、新・改築　○

　（吉方）東北、西

　（凶方）北（暗剣殺）、南（五黄殺）

　　　　東（歳破）、南東（本命殺）、北西（本命的殺）

　

◎閉会宣言� 加藤 武志�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 親睦活動委員会

平成29年１月10日（火）　「新年交礼会」夜間例会



帯広東ロータリークラブ発足時の会報

創立〈1984（昭59）〉時会員

◯　阿　部　重　之

◯　小　西　幸　夫

◯　野　沢　康　大

　　池　下　一　也

◯　作　田　和　昌

◯　福　岡　正　雄

　　小　澤　義　征

　　佐々木　　　晃

◯　山　本　信　行

◯　鎌　田　利　道

◯　中　川　照　雄

◯　北　野　　　満

　　新　津　哲　宏

◯　伊　藤　克　美

◯　佐　野　光　男

◯　長谷川　晃　三

　　音　竹　　　諭

　　桜　井　輝　雄

　　松ケ崎　久　男

◯　梶　野　映一郎

◯　徳　井　信　雄

　　鎌　田　　　勉

◯　西　川　昌　文

◯　伊豆倉　俊　雄

◯　佐　藤　忠次郎

　　野々村　勝　年

　　大　橋　絋　明

　　桜　井　秀　信

　　森　　　定　晴

◯　川　合　政　雄

◯　高　橋　辰　雄

◯　渡　部　岑　利

◯　新　田　文　雄

◯　板　倉　利　男

◯　佐　直　二　郎

　　野　村　仁　朗

　　伊豆倉　　　淳

◯　三　瓶　洋　征

　　藤　原　絋　伸

◯　金　尾　浩　幸

　　嶋　田　好　昶

◯　渡　辺　　　真

　　鎌　田　良　明

　　庄　内　忠　道

※ＲＩの認証創立会員数　40名

※◯印は帯広北Ｒ．Ｃ．より移籍

ＲＩ．クラブ№　 21917

日 本 創 立 順 位　  1623

2500地区創立順位　 　 66


