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第1549回例会
平成29年1月10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� 加藤雄樹�ＳＡＡ

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

1月結婚記念日を迎える会員 古川直也 親睦活動委員長

　森　　定晴　会員　昭和43年１月17日

　金丸　　勝　会員　平成６年１月23日

1月誕生日を迎える会員 古川直也 親睦活動委員長

　福岡　正雄　会員　大正11年１月21日

　西藤　　亨　会員　昭和13年１月30日

　森　　定晴　会員　昭和18年１月25日

　高田　　進　会員　昭和23年１月５日

　宮前　克則　会員　昭和25年１月15日

　髙橋　克弘　会員　昭和28年１月25日

　益子　裕之　会員　昭和31年１月27日

　伊豆倉寿信　会員　昭和36年１月29日

　池田　　誠　会員　昭和40年１月17日

◎バースデーソング� 古川直也�親睦活動委員長

会長挨拶 高田　進 会長

皆さん明けましておめでとうございます。

新しい年を迎え、気分一新宜しくお願いします。

当年度もスタートの時は多少不安を感じながらの船出

でしたが、時間は必ず過ぎるものでよくも悪くも現実に

半分が過ぎました。手探りの中、ご協力を得て、貴重な

経験をさせていただいております。

私事ですが、年末年始にかけて、かぜをひいてしまい、

正月集まる、身内特に小さい子供も多く、移さないよう

気を付けたのですが、妻に移してしまいました。自分も

苦しいですが、家族に移るとダブルで悲惨です。たかが

風邪となめずに細心の注意をして下さい。

残り半年ですが今日を含めて、一つ一つプログラムが

消化されていきます。今年度は比較的、他クラブとの連

携例会や会長幹事会のホストでもあり、まだまだ気の抜

けない合同例会も二つあります。各クラブとの打ち合わ

せは進んでおりますが、会員の方々のより一層のご協力

をお願いします。

本来、自分はプレッシャーに弱く、自分で自分に重圧

をかける自滅型の意識が強く何とか乗り切るには、馴れ

るしかないと思っています。なので、あと半年は、心構

えとして二つ、無理するなと、気にするなの精神で行く

ことにしました。ということなので宜しくお願いします。

以上、お粗末ながら、ご挨拶と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

【職 業 奉 仕 月 間】



ヨロシクおねがい致します。

毅高橋会員　明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願い致します。誕生日に記念品を頂き有難う

ございました。

毅深澤会員　今年も宜しくお願いします。

毅益子会員　新年明けましておめでとうございます。誕

生日に記念品を頂き有難うございました。

毅古川会員　明けましておめでとうございます。本日の

新年会は親睦活動委員会担当です。大いに盛り上がっ

ていきたいと存じます。

毅池田会員　明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。誕生日に記念品を頂き有

難うございました。

毅加藤（武）会員　新年を祝う吟
ぎん

をさせて頂きます。

毅角会員　皆様にとって、すばらしい一年になりますよ

うに！

毅越浦会員　新年明けましておめでとうございます。今

年も昨年同様よろしくお願いします。

毅加藤（肇）会員　明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願い致します。

毅大池会員　今年もよろしくおねがいいたします。来月

で丸１年、大変有意義に楽しくすごさせて頂いてます。

毅及川会員　あけましておめでとうございます。今年も

よろしくお願い致します。今年は勉強をしたいと思い

ます。

毅村会員　昨年の義父の逝去に際し、東クラブより御

香典を賜わり、誠にありがとうございました。

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

1545 12/06  39  34  28  0 82.4

1546 12/13  39  36  23  2 69.4

1547 12/20  39  35  29  0 82.9

1548 12/27  39  34  24  0 70.6

12月計 156 139 104  2 76.3

プログラム 親睦活動委員会　古川直也 委員長

＜新年交礼会＞　

皆さん新年明けましておめ

でとうございます。

皆様におかれましては、清々

しいそれから穏やかなお正月

をお過ごしのこととお喜び申

し上げます。

親睦活動委員会を代表致し

まして、一言新年のごあいさつをさせていただきたいと

思います。

本日は総勢30名様のご出席を賜りまして、誠にありが

とうございます。皆様の元気なお顔を拝見出来まして、

大変うれしく思います。

今年は酉年ということで、酉という事の意味を申し上

げますと、酉は素早く行動し積極的であり取り込むと言

会務報告 石川博機 幹事

◎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）

ニコニコ献金 親睦活動委員会　及川武一・加藤　肇 委員

毅高田会長　新年おめでとうございます。今年も宜しく

お願いします。

毅石川幹事　明けましておめでとうございます。

毅福岡会員　明けましておめでとうございます。今年も

佳き一年でありますよう、お祈りいたします。

毅板倉会員　明けましておめでとうございます。

毅森会員　「帯広東ＲＣ年末家族会」私ども夫婦、出席を

楽しみにしておりましたが、19日早朝、体調不良によ

り、救急にて病院に入りＭＲＩ検査を受けました。結

果、点滴を受け「無事」当日帰ることができました。年

末家族会の準備・計画を、されておられました親睦委

員会・役員・会員の皆様方には大変なご迷惑、ご心配、

ご苦労をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げま

す。自分自身の体の管理不足への反省と、安堵の気持

ち、無事に帰られたことに感謝し「にこ・にこ」させて

いただきます。ありがとうございました。本年度も宜

しくお願い致します。

毅神田会員　あけましておめでとうございます。

毅西藤会員　傘
さん

寿
じゅ

の春です。今年もどうぞよろしく！！

毅泉会員　明けましておめでとうございます。今年もど

うぞ宜しくお願いします。

毅大塚会員　あけましておめでとうございます。今年も

宜しくお願いします。

毅曽根会員　明けましておめでとうございます。帯広東

ロータリークラブの大いなる飛躍を祈念致します。

毅上野会員　今年もどうぞよろしくお願い致します。

毅加藤（雄）会員　あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い申し上げます。まずはニコニコ。

毅加藤（昭）会員　明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。

毅宮前会員　新年明けましておめでとうございます。今

年もよろしくおねがいいたします。ついに娘が結婚し

ました、一安心です。幸せを願ってニコニコします。

誕生日に記念品を頂き有難うございました。

毅西田会員　あけましておめでとうございます。本年も



◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 会員増強・ロータリー情報委員会

１月17日（火）　「会員卓話」　吉村　学 会員

う意味に繋がって、商売などに縁起が良いとされていま

す。

当クラブ今年度テーマである『活（かつ）』にも通ずるさ

い先の良い年かと思います。

本日も恒例となりました加藤武志会員のおごそかな吟

詠からスタートしたいと思います。今回はお琴の山口久

美子様にも加わっていただきまして、豪華版ということ

でさせていただきます。

次は当クラブ初公開となります、大池会員の素晴らし

いピアノと、何名かの会員各位のコラボレーションとい

う事で、皆様のご期待に添えるイベントとなってます。

新たな気持ちで親睦活動委員会一同盛り上がって行き

たいと思いますので、お気づきの点が有りましたら何な

りと、お申し付けをいただきたいとお思います。

なお二次会についても、準備万端整っております。

それでは越浦副委員長の名司会ということで、無病息

災をご祈念し鏡開きからのスタートということで、宜し

くお願いしたいと思います。

＜鏡開き＞

左から金尾会員、福岡会員、高田会長、石川幹事

＜お祝い＞

喜寿になられました金尾会員にご長寿のお祝いを差し

上げたいと思います。

＜詩　吟＞

加藤武志会員と琴演奏山口様による詩吟。

素晴らしい詩吟をありがとうございました。

＜乾杯＞　馬渕会員

皆さん改めまして明けまし

ておめでとうございます。新

しい年を迎えて早10日皆さん

には、良い正月を送られたと

思います。

昨年は申年なんですが60年

振りの丙申なのです。丙申が

災ったかどうか分かりませんが、大地震とか年末には大

火災もありましたし、十勝では今まで例の無いような台

風の被害がありました。昨年は大変な年でした。

今年は酉年ということですが、これも60年振りに丁酉

なのです、余り聞かないですけど60年サイクルでくるの

です。丁酉というのはどういう羽ばたきをするか全く分

かりませんけど、酉ですから大空を舞い幸運をもたらし

てくれるのではないかと期待しています。この１年、東

ロータリークラブが大きく羽ばたくことが出来ますこと

と、皆さんのご健勝、ご家族のご健勝を祈念して乾杯を

したいと思います。

乾杯！

＜大池会員のピアノ演奏＞

皆さん明けま

しておめでとう

ございます。今

年もよろしくお

願いいたします。

昔ピアノ習っ

ていたことある

よって、何となく何気なく言ったのですけど軽はずみに

言ったことが、新年交礼会という大事な場面で大役を任

されてしまい、15年前辞めてまして、久しぶりにピアノ

を触ってますのでお話ししながら聴いていただければと

思いますのでよろしくお願いいたします。

大池会員のピアノ伴奏で熱唱！

大変盛り上がりました！

ありがとうございました。



帯広東ロータリークラブギャラリー

楽しかった高知旅行

　　　　2015年５月


