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◎起　　　立� 加藤昭治�副ＳＡＡ

◎友情の握手� 加藤昭治�副ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言� 加藤昭治�副ＳＡＡ

◎国 歌 斉 唱� 加藤昭治�副ＳＡＡ

ロータリーソング 　「奉仕の理想」

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さんこんにちは。

昨日のニュースでは将棋盤が売

れているという話をしてまた。14

歳の少年が偉い記録を作っていて、

このまま勝つと年内に賞金だけで

４千万円とか言ってましたけど、

たぶん将棋盤が売れるのは本人も

子ども達もやるのでしょうけど、それだけ儲かるのなら

俺が買わしているのではないか思ったみたいです。

大体考えてみると、フィギュアスケートでも卓球でも

そうですし誰かがヒーローみたいに活躍すると、社会現

象のようになって小さい内から急に始めるという、これ

は良い傾向でないかと感じてます。小さい内にそういう

魅力のあるもの、これはというように感じてる事自体は

素晴らしいことでないかと思いました。

次年度石川会長の標語は「継続」というように聞いてお

ります。昨年の自分も今頃そんな標語を考えて苦しんで

いた気がしますけど、何か気が利いた言葉がないとか、

漢字がないかとか、これは違うこれは変だと考えると、

余計に決められなくなるとかそんな感じがしたような気

がします。特に石川さんから深い説明は聞いていません

けど、分かりやすくいろいろな事に当てはまる言葉で、

なるほどと感じさせられています。

英語でそういう言葉ってないのかなと思って調べてみ

たのですけど、コンテニュー（continue）という言葉で継

続という言葉がありました。たぶん継続ということは、

ロータリーの大きな条件でクラブを維持し目的を達成し

ていく、ためには欠かせない条件なんだろうなと、その

ためには会員の意志であるとか運営上の財政的な問題も

ありますし、目的に合わせた委員長の活動、円滑な運営

のためには親睦活動も欠かせないということになると思

います。役員とか委員長の任期は１年交代で、会長は１

年以上前に決めるというルールになっておりますけど、

これも無理をしないで早い段階で決めた上で気持ちの上

で慣れていくという、これもいってみればスムーズに継

続していくための条件かなと考えられます。

継続と言う言葉が目的になりますと、忍耐とか努力、

積み重ね義務感とかそういった重いもの感じるのですけ

ど、たぶんこれらを払拭するには、目的意識をもって達

成感を分かち合ったり、ロータリーでいう楽しんで活動

するということが大切なんだろうなと思います。

いろいろ継続のために工夫の余地はあると。次年度石

川会長のもと継続の精神で協力団結し実りある年度にな

るように祈念して、挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

会務報告 石川博機 幹事

◎帯広東ＲＣ、　年度末最終夜間例会開催のご案内

　日　時：平成29年６月27日（火）午後６時30分

　場　所：ホテル日航ノースランド帯広

多数の出席をお願いいたします。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　大池梨華 委員

毅高田会長　今年の夏は暑くなるそ

うです。体調管理にご注意下さい。

毅泉会員　誕生日に記念品を頂き有

難うございました。

毅大塚会員　結婚記念日のお祝いを

頂き有難うございました。職業奉

仕委員長として１年間大変お世話になりました。

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

【ロータリー親睦活動月間】



けはお互い足並みを揃えようと。ただその名前等につい

ては各クラブで決めればいいいんじゃないかと、その程

度の話でそれ以外については、特に大きな変更はないと

いうのが５クラブのコンセンサスでした。

規約に戻りまして、各会員の手元に変更の内容を通知

しておりますので、読んでいただけたかなと思っており

ます。細かい内容について今説明する程ではございませ

んけど、もし異存がなければご承認いただきたいと思い

ます。何か疑問とか提案とかありましたら聞きたいと思

います。

もしなければ拍手をもって承認をいただきたいと思い

ますが、よろしくお願いします。

拍手！拍手！拍手！拍手！

ありがとうございました。承認をいただいたという事

で受け止めます。

プログラム 出席・プログラム委員会

宮前克則 プログラム出席委員長

それでは出席プログラム委員会の最後の例会でござい

ます。５月16日にオリエンテーションが行われました。

ロータリーの意味とかロータリアンとしての考え方の改

めたのではないかと思います。諸先輩の方で講師の方大

変ご苦労様でした。ありがとうございます。その再認識

されました、経緯や新たな心構えの一端をお話いただけ

ればと思い、発表の場をもうけました。

非常に短い時間でありますけど、参加された会員の感

想等をお聞かせいただきたいと思います。５名の方が参

加されております。今日まで発表するのが分からなかっ

た人がいらっしゃいますが、一番最後に言ったみたいで

覚えていないという方がいましたけど、改めてお願いし

ましたので、今日はこんな事が勉強になりました、こん

な事をしていきたいな、というような事をお話いただき

たいと思います。

それと時間がありますので、出席委員会の方で来月出

席の表彰がございますけど、今回予算の人数の関係があ

りますので理事会の方にお出ししましたので、出来るだ

け100％を継続されてる方90％を継続されてる方につき

ましては、名簿を添えて理事会に上げておりますので、

是非100％・90％を確保していただきたいと思います。

在籍表彰の件で在籍表彰の年数金額については定款の

中ではうたっておりません。それで前年・前々年に従い

まして、書類を作りまして１年・３年・５年・７年・10

年・15年・20年・25年・30年・35年・40年・45年・50年・

55年というのをですね55年は初めて長谷川さんが55年を

迎えられます。そして福岡さんが45年でございます。55

年については今まで、そのような例がございませんでし

たもので、金額的な物そういった物を含めて理事会の方

で考慮いただきたいというふうに思っております。

出来るだけ100％・90％の方はそのままの状況でいて

ほしいと思います。

それではオリエンテーションに参加してという事で、

５人の方話の方よろしくお願いいたします。

毅馬渕会員　本日43回目の結婚記念日を迎えました。

　43年間妻に感謝です。

毅上野会員　いよいよ、今年度のメディア委員会も千秋

楽に近づいてきました。８勝７敗で終わりたいと思い

ます。

毅宮前会員　今年度最後の出席・プログラム委員会担当

例会です。当日オリエンテーションに参加された５名

の方発表よろしくおねがいいたします。

毅益子会員　各保険会社よりハイグレードの評価をいた

だき、新年度スタートをいたしました。ニコニコしま

す。

毅古川会員　１ケ月ぶりの例会です。先月は長崎に行っ

てきました。今年度は、もう今月限りです。おかげ様

でニコニコ献金は順調に集まっています。誠にありが

とうございます。

毅加藤（武）会員　当社札幌営業所を７月から移転するこ

とになりました。ニコニコします。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前 克則 委員長

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

1565 05/10  39  36  24  6 83.3

1566 05/16  39  35  25  5 85.7

1567 05/21  39  28  16  7 82.1

1568 05/30  39  35  21  8 82.8

５月計 156 134  86 26 83.5

　1569回ホームクラブ出席24名、本日1570回出席者28名

でございます。

総　会 理事会

■【帯広東ＲＣ細則の改正について】
石川博機 幹事

帯広東ロータリークラブ総会を開

催いたします。

最初に定足数の確認をさせていた

だきます。本日の出席者は39名中28

名です、よって定足数に達している

事をご報告し総会を取り進めさせて

いただきます。

次に議長の選任でありますが、帯広東ロータリークラ

ブ細則第４条第１節において、高田会長を議長として議

案の審議を執り進めさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。高田会長お願いします。

昨年定款の変更がされましてそれ

に伴って細則も変更と調整になりま

したので、この場で細則についての

ご承認を得たいと思います。

市内５クラブの会長・幹事会にお

きましても、規約であるとか条件が

非常に緩和されてる中で、特に変更を細則の中でしない

という基本的な話でしたけど、金額的な入会金の問題だ



■【オリエンテーションに参加して】
池田　誠 会員

皆さんこんにちは。私は忘れてい

たわけではないのですけど、先日加

藤武志さんとお電話をさせていただ

いた時に、２人でどういう内容を話

したのか覚えてないという事で、い

ろいろ考えていたわけです。

私も３年をチョット過ぎたところで、また改めまして

いろいろロータリーの素晴らしさですとか、そういった

事をその時感じていたわけでございます。

ただ今丁度活動計画の方に頭がいっておりまして、そ

ちらの方をいろいろ作成させていただいている中で、そ

ういったものを一生懸命中身を読みながら考えていると、

改めてロータリの事が徐々に分かってくるのかなと、い

ろいろそういった場所でお話をさせていただいたりです

とか、いろんなお話を聞かさしていただいたり、自分に

とっても少しずつですけどもロータリーの事が分かって

来るのかなと感じております。

以上で報告とさせていただきます。

及川武一 会員

皆さんこんにちは。先程宮前さん

からご紹介いただきまして、当日に

声を掛けたら「あっ」と言った会員が

いるというのは僕です。すいません

何も支度は出来てませんが、私オリ

エンテーションの時に思ったのが、

当時の上野会長にバッジを付けていただきもう１年過ぎ

ました。皆さんのお陰ですありがとうございました。

そのときにチョット思い返したのですけど、ここに立

たせていただいて新入会員の挨拶という事で、チョット

お話させていただいた事を思い出しました。

その時に私が入会するにあたっていろんな思い出しこ

こに立ったのですけど、ロータリークラブというのは、

この間オリエンテーションでもお話したのですけど、私

にとってはとっても似合わないクラブを…、何というの

ですかね上手く話せないのですけど…。

この間お話しましたとおり建設業に特化したものに関

しては、いろんな会に入っていろいろやってました。ま

た僕も自分の会社を作ってですね、まだ15～16年でまだ

現場にも出ているので、とてもこのような事に携わって

いける時間がなくて、縁があって皆さんの前に立たせて

いただいて、その時に１番に思っていた事が、各会で立

派に大きな背中で尊敬する背中を皆さんが見せている、

大きな先輩達の存在があるんだという事で思っていたの

で、人生にとっても事業にとっても大変素晴らしい先輩

達が沢山いるクラブだという事で、皆さんに勉強をさせ

てほしいという事をお願いしました。

そしてやや１年経って、このオリエンテーションで先

輩クラブ員のお話と会長さんや幹事さんもおられました

が、お話をいただいて僕らも話も聞いていただいたので

すけど、最後に思ったのが僕の考えはぶれていないなと、

そこに来た時にもやっぱり沢山の人達に可愛がっていた

だいてますし、いろんな勉強をさせていただきたいとい

うのは変わらず持っています。

次年度は石川次年度会長に、ロータアクト委員会の副

委員長をやれという事で、命令されましたので何とか委

員長の下でサポートが少しでも出来ればいいかなと…ま

だ勉強不足でものが分かってませんけど、頑張りたいと

思っております。

それと先程の話に変わりますけど、今後とも皆さん大

先輩達の背中を良く見ていろんな場面で、これからの人

生いろんな事があると思います。その中で皆さんにいろ

いろ勉強させていただき、頑張っていきたいと思ってお

りますので、一つよろしくお願いいたします。

大池梨華 会員

オリエンテーションに出席して私

が感じた事は、同席していただいた

先輩達がいろんな事を教えてくださ

り、いろんなお話を聞いていてロー

タリー２年生の私はもっといろいろ

なものを読んで、ロータリーを勉強

しなければならないなと感じました。

まだ知らなければならない事が沢山あるなと感じたの

と、自分が勉強不足だという事を自覚しました。

ロータリアンである事の自覚と信用と品格を、しっか

り持たなければと改めて気の引きしまる思いをしました。

この東ロータリークラブで学べる事の幸せを実感しなが

ら、立派なロータリアンになるように頑張りたいと感じ

ました。出来るだけ出席して信用されるように務め、沢

山の事を知りたいなと思っております。

以上です。よろしくお願いいたします。

加藤武志 会員

皆さまこんにちは。先程ですね池田誠会員からお話が

出ましたように、５月16日にオリエンテーションがあり

まして、私は別にもう１つ会があったものですから私は

遅れてまいりました。お酒が入る一歩手前でありました

けど、諸先輩の皆様がいていろんなお話をして下さって、

私もメモをしたのですがそのメモが見当たらなくて、大

事な物はその内出てくるだろうと思います。

お酒飲みながら勉強しながらワイワイ話して最後に、

総委員長から実は発表があるからと帰り際にされて、何

かいろんな話をしたのですが話が支離滅裂の感じです。

確かテーマが「自分にとってロータリーはなんぞや」とい

うテーマをいただいたような気がいたしております。

そんな事で私の身の上話をさせていただきたいと思い

ます。入会の時も自己紹介で申し上げたように、私は建

設関連の中小企業で35年間サラリーマンとして働いてお

りました。その35年のサラリーマン生活を元に、55歳の

時に起業をいたしまして、それで現在11年目に入ってお

ります。

サラリーマンの時はあたり前ですが、事にあたっては

仕事だとか持ち場・立場で自分なりに判断はしたつもり

ですけど、上司にお伺いをたてて上司に従がって参った

そんな生活でありました。決断は社長にお伺いをたてて

その決断をいただいてその指示に従って仕事を進めてい

く。そういう事でおくっておりました。



しかしさっき申し上げたように55歳で自分で起業して

からは、自分で決断をするという事になります。今は社

員10名位の所帯ではありますけど、そういった事で社員

の話は聞きます、聞きますけど最終決断は自分です。

そんな時にロータリーの話をいただきまして、自分を

磨く最高の場という事であったり、経営者や職業人の会

と聞いていたものですから、ロータリーに入らせてもら

いました。最初はよくわかっていませんでしたけど、東

クラブに入れて感謝をしております。入ってみて素晴ら

しい会だなと思っておりまして、大人の修練場だなと思

っています。

サラリーマン時代も含めて、いろんなテーマについて

酒を飲みながら話し合った事がずいぶんあるのですけど、

このロータリーに入って正直本当に皆さんと腹を割って

話が出来る、まさに社員と話が出来ない事をいろんな話

をさしていただける、これも素晴らしいなと思っており

ます。まさにそういう事が自分のこれからの仕事の上で

も生活の上でも大きな糧になっておりましてまだまだ未

熟でありますけど、皆さまのご指導をいただきながら正

直に話を聞いていろいろと学ばせていただきたいと思っ

ております。本当に東ロータリークラブに入って良かっ

たなと、自分のためになっているのだと思います。今後

ともご指導・ご鞭撻をお願いいたします。

どうもありがとうございました。

越浦　豊 会員

皆さんこんにちは。宮前委員長か

らですね、あいうえお順と聞いて「ゾ

ット」して非常に時間を長く感じな

がら待たせていただきましたが、私

もですね入会をさせていただきまし

て３年近くなります。オリエンテー

ションも３回いきました。今年度は高田会長、石川幹事

そして前年度委員長齊藤蓮輝さんに講師になっていただ

きましていろんなお話を伺いました。

入った年は石川幹事からオリエンテーションを受け、

昨年は齊藤蓮輝さんからオリエンテーションを受け、い

ろんな話を聞いた中で、また今年も伺えたという事で非

常に幸運に思っております。今まで話した方でいろんな

話をされたと思うのですが、私もいろんな話を聞いて非

常に参考になっている点がございまして、要約してみな

さんにお伝えできればなと思っております。

まず高田会長がロータリーの事、いろんな事を勉強し

なきゃいけないという事はいろいろ教えていただいたの

ですが、自分の場合はネットを活用していろいろ調べて

いるという話をしていただきました。確かその後チョッ

トわからない事がありまして、ネットでいろいろロータ

リーを検索してみました。確かに今いろんな事がネット

で検索出来る時代でありまして、非常に有効なツールな

んだなという事を教えていただきました。

石川幹事におきましては、ぶれずずっとお話を聞いて

いるところであり、先程高田会長がお話をしましたが、

次年度の石川会長年度の標語が継続という話をさきほど

聞きましたが、継続する事の大切さを前回のオリエンテ

ーションでいろいろと学びました。石川幹事がご商売を

始めてからロータリーに入会して、いろいろなご苦労が

あったというところで、なんだかんだいって継続する事

が非常に大事だという事を、自分の体験談を交えていろ

いろと伝えていただきました。非常に参考になりました。

齊藤会員前委員長からもぶれずに聞く事が出来たので

すが、ロータリーの定款・細則この辺の確認は会員であ

る以上、しっかりやったほうがいいというようなご指導

をいただきました。確かにロータリーという組織に入り

まして、定款なり細則ルールがございます。そのルール

を知らずして過ごしたのではという可能性をふまえて、

本日細則の改訂があるという事で初めて読ませていただ

きました。いろんな事が細かく定められてまして、この

辺を知るだけでも非常に勉強になるなと思いました。

いろんな話を聞きながら、会の途中まではお酒もいた

だいておいしい料理もいただきました、非常に和やかな

会だとは思いますが、高橋委員長は非常に上手な方で、

冒頭発表があると話せば誰も意見が出ないだろうと思う

のですが、最後の最後に小声で本日発表があるという事

を教えていただきましたので、そういえば今日あるなと

気付いて当日のメモ書きを持って来たしだいですが、中々

こういう例会で皆さまがた諸先輩方のいろんな話を聞く

事が非常に勉強になっております。ただ場所を変え場お

変えお酒を交えながら、いろんな話を聞くというのは、

また違った意味で非常に勉強になるなと感じるところで

ございます。

親睦委員に所属をさせていただいておりまして、会員

相互の親睦というのは今年度いろいろやらさせていただ

いておりますが、最終例会もございますので皆さんこぞ

って出席をしていただいて、改めて会員相互の親睦をは

かれる機会を、親睦活動委員会一同で作る事が出来れば

なというふうに感じるところでございます。

どうもありがとうございます。

出席委員会からの報告

出席優良表彰を100％を現在続けていらっしゃる方、

池田会員、石川会員、上野会員、加藤（昭）会員、鎌田会

員、神田会員、齊藤会員、西田会員、西藤会員、深澤会

員、福岡会員、宮前会員です。

90％は、大池会員、大塚会員、加藤（武）会員、加藤（肇）

会員、加藤（雄）会員、古川会員、高田会長以上でござい

ます。

６月22日は帯広西ＲＣの夜間例会。６月23日が帯広北

ＲＣの夜間例会。６月26日が帯広南ＲＣの夜間例会。６

月28日が帯広ＲＣの夜間例会です。是非メイキャップの

方、本クラブの方を出席できませんでしたらメイキャッ

プの方よろしくお願いいたします。以上で出席プログラ

ム委員会の担当例会を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

◎閉会宣言� 加藤�昭治�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム 理事会

６月20日（火）「一年を振り返って」


