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第1571回例会
平成29年6月20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

ロータリーソング 　「我等の生業」

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さんこんにちは。当年度も本

日と次週の最終夜間例会を残すの

みとなりました。途中長いと感じ

た一年もここまでくると短かった

のかなあとも感じます。

残念なお知らせがあります。あ

いおい生命の橋本淳会員が社内規

定の変更に伴い退会届が提出されました。古川豊会員は

体調が悪く、将来縁があれば息子さんが加入させて戴く

かもしれないとの事で丁重に退会届がありました。

また、本日、先ほど寒河江さくらんぼロータリークラ

ブから、サクランボが届いております。各テーブルに配

してありますのでご賞味ください。

先日、東クラブ会員数名でローターアクトクラブの年

度末送別会へ出席してきました。素晴らしい企画とパフ

ォーマンスで卒業生を七名見送り。いよいよ年度末を感

じさせられました。ローターアクトも当クラブも年度が

終了し、新会長の下、素晴らしい一年になる事を願い挨

拶に代え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

委員会報告 青少年奉仕・ローターアクト委員会　角　高紀 委員長

次年度青少年奉仕・ローターアク

ト委員会を担当させていただきます

角と申します。よろしくお願いいた

します。

２点あるのですけど、１点目が例

年恒例の筏下りの案内がございまし

て、日時が７月２日日曜日の朝９時から３時までになっ

ておりますので、参加されたい方は私宛にご連絡をお願

いします。

もう１点なんですけれど、先の話になるのですが、次

年度のライラセミナーが９月２日～３日に行われ、開催

場所は稚内です。今のところ私の方でアテンドして稚内

に行こうと思っておりますので、今の内から推薦いただ

ける方がいらっしゃいましたら、私宛に情報をいただき

たいと思っております。

稚内は遠いので車で７時間かかりますので、旭川で１

泊してゆったりしながら、稚内へ向かう計画を考えてお

ります。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　加藤肇・西田重人 委員

毅高田会長　寒河江さくらんぼＲＣ

からさくらんぼが届きました。友

情のさくらんぼです。

毅鎌田副会長　副会長の任をなんと

か果たせそうです。会員の皆さん

に感謝します。ありがとうござい

ました。

毅石川幹事　本日石川年度第一回理事会があります。役

員、理事、委員長の皆様よろしくお願いします。

毅金尾会員　氷川神社（大宮）、帝釈天（東京柴又）に参拝

して来ました。

毅森会員　１年間ありがとう。今年こそうまい酒を飲も

う。

S.Mori
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時もあった関係で副会長をお手伝いをするという事でご

ざいました。

私が高田会長にお手伝いの中で、十分には出来なかっ

たと思いますが、ただ一つ会長就任まもなく１月位です

か、クラブの野遊会の前位に突然入院をすると知らされ

まして、唐突でしたのでチョット戸惑ったのですが、普

段はお付き合いの中では健康に見えたので、魚釣りも行

ってましたオホーツクの方に海釣りによく出かけてまし

て、その戦果を私のところにも帰りがけ届けていただい

たような記憶もございますので、まさかと思ったのです

がその後１月位入院をされまして、皆さんご承知のよう

に人工透析というふうな事で、週３回大変お気の毒とい

いましょうか思ってもいないことでございまして、私も

青天の霹靂という事でございました。

ですが今は見るところ何も感じられないのですが、や

はり健康が第一なのかと思いまして私も含めて会員の皆

さまにも、これからご自分の健康に十分留意されまして、

次年度の会長も含めまして皆さんで支えて行きたいと思

っています。

高田会長につきましては、長年の１年間の大変私も経

験いたしましたけど、少し気が抜けたようになる感じか

も思いますが、どうか元気になられて少し余裕をもった

らですね、奥さんと２人で短い期間にはなるかもしれま

せんがご旅行など楽しんで趣味を十分に活かしていただ

きたいと思います。

私とりとめない話でございますが、１年間皆さんの支

えで副会長を務めることが出来ました。ありがとうござ

いました。

西藤 　亨 会計

こんにちは。久しぶりの演壇でご

ざいますけど役もしばらくやったこ

と無いものですから、今日こういう

ことで話をする機会があると忘れて

いましたので、何も考えてきており

ませんので取り留めない話になると

思いますが、よろしくお願いいたします。

始めに予算組した段階で非常に窮屈な予算作りになり

ました。会員が少ないのも勿論なのですが、そんなこと

がありまして着任早々から皆さんにお願いをしてきたの

は、ニコニコ献金でご協力をいただきたいとお願いしま

した、それともう１つは年会費を早めに納めていただき

たいと、２つを皆さんにお願いをしてまいりましたけど、

いずれも非常に皆さまの協力をいただきまして、特にニ

コニコに至っては過去最高かなと思える位のご協力をい

ただいて来ました。

会計ということは会社やりながらハンコ押すだけの会

計しかしりませんので、務まるのかなという思いで始め

ましたけど、幸いなことに出だしは前回の会計の宮前さ

んに大変なご指導をいただいて、ほとんど手つかずで始

末出来たという感じです。

これからの締めにつきましては、来期の加藤さんにま

たお世話になって、ほとんどのことを仕上げていただけ

るのかなということで、現実的には余り仕事のしない会

毅神田会員　高田会長、１年間、ご苦労様でした。

毅西藤会員　ニコニコに協力いただき、そこそこの資金

繰りができました。皆様の友情に感謝！！

毅齊藤会員　社会奉仕委員長として１年間お世話になり、

ありがとうございました。

毅上野会員　メディア委員会もあと２回の会報発行を残

すのみとなりました。よろしくお願いします。お世話

になりました。

毅加藤（雄）会員　2016年度ロータスクラブ（業界団体）で

帯広支部が全国第２位になりましたのでニコニコしま

す。

毅宮前会員　各委員長さんプログラムに関しご協力いた

だきありがとうございました。

毅西田会員　財団の寄付御協力ありがとうございました。

財団委員長の西田です。

毅髙橋会員　今年度は、会員増強・情報委員会を担当さ

せて頂きましたが、中々会員増強に至らず、努力が足

りず反省しております。情報集会、オリエンテーショ

ンでは皆様方に大変お世話になりありがとうございま

した。

毅深澤会員　米山委員長としてお世話になりました。

毅益子会員　新年度を前に会長はじめ皆様大変ご苦労様

でした。

毅古川会員　この１年、親睦活動委員長に暖かくご協力

を頂き、まことにありがとうございました。来週の最

終例会を残すのみとなりました。

毅池田会員　ローターアクトの最終例会も終わりひと段

落しました。１年間委員長をさせていただきましたこ

と感謝いたします。ありがとうございました。

毅角会員　委員会報告にて次年度ライラセミナー募集の

案内をさせていただきます。何卒よろしくお願いいた

します。

毅加藤（肇）会員　なかなか例会に出れない私を暖かく迎

えてくれるロータリークラブの仲間に感謝して。

毅及川会員　今年度高田会長をはじめ、先輩達みなさま

には大変お世話になりありがとうございました。新年

度もよろしくお願い致します。

プログラム 理事会

【一年を振り返って】
鎌田　勉 副会長

１年間の退任の挨拶ということで

ございます。

私は高田会長とは石川幹事とも含

めまして、石川幹事のお宅でマージ

ャンを西田会員も含めてしょっちゅ

うやらさせていただいた関係で、副

会長を頼むということでございました。

心よくではなかったのですが、高田さんと飲んで話を

していろんな雑談の中で、今は会の中にいらっしゃいま

せんがある会員が石川さんのお宅の長椅子で酔っ払って

寝そべって私たちが送った記憶もございます。楽しい一



計でしたけれども、ただ宮前さんには非常にしつこくい

われたのですが、会計というのはハンコを押しに必ず出

てこなきゃいけないと教えをいただきまして、お陰様で

10年振り位に100％出席が出来ました。今後は体調のこ

ともありますので難しいと思いますけど、記念に残る年

だったなと思っております。

本当に皆さま方にご協力いただきましてありがとうご

ざいました。心からお礼を申し上げてご挨拶にかえます。

ありがとうございました。

加藤雄樹 ＳＡＡ

１年間ＳＡＡとして皆さま方に大

変お世話になりましてありがとうご

ざいます。

私はＳＡＡは初めてでございまし

て、会場監督ということなので、前

年度の板倉先輩がやっていたことを

見ながらやってきたつもりではあったのですけど、中々

思ったとおりいかないなと思ったのが実感でありました。

中でも市内５クラブの合同例会・３クラブの例会の時

でした。特に市内５クラブの時は東ロータリーで司会を

やれという話になりまして、えらいことになっちゃたな

と思ったわけですけど、これもやはり皆さん方にいろい

ろご指導をいただき、なんとか無事に終わったなと思っ

ております。

会場監督が終わってみると、まだまだやれることがい

っぱいあったなと、つくづく思うわけですけど、本当に

うちのクラブは皆さん友好的に協力をいただきますので、

私としては非常にやりやすかったのかなと思っておりま

す。

今度は親睦という形になってしまいましたので、今い

ろいろ計画しておりますけど、また来年度もよろしくお

願いいたします。

クラブ奉仕部門� 高橋克弘 理事

皆さんこんにちは。今年は会員増

強と情報集会ということで、先程の

ニコニコにも書かせていただいたの

ですけど、会員状況でなかなかいま

せんで、また退会する方もいらっし

ゃらなかったということだったので

すが、今日２名程退会ということで39名から37名という

ことになりました。その点非常に反省をしております。

情報集会オリエンテーションにつきまして、皆さま方

積極的にご参加いただきまして、皆さまのご協力により

まして無事終えました。本当にありがとうございました。

こういったものを肥やしにしながら、来年１年も頑張

ってまいりたいと、そのように思っておりますので、今

年１年間ありがとうございました。

社会奉仕部門� 齊藤蓮輝 理事

こんにちは。社会奉仕委員会は４回プログラムがござ

いました。そのうち２回は例年継続して続けてこられた

「道の日」清掃と３クラブ合同育樹祭でございました。

私考えまして、ここ何年か続いて

おるところの「道の日」清掃につきま

しては、今年度は休ませてほしいと

いうことを、理事会でご了解いただ

きました。その他に会員卓話を行い

ました。

最初は私が委員長として社会奉仕の意味と歴史等につ

いての卓話をさせていただきました。

それからゲスト卓話として、北海道帯広養護学校の千

葉校長先生に特別支援教育の現状ということを通しまし

て、養護教育などについて詳しくお話をいただきました。

３回目は会員卓話として上野会員に縁は異なもの味な

ものということで、上野会員自身の人との縁から学んだ

興味深いお話をいただきました。

また５月に入りまして、３クラブ合同育樹祭を行いま

した。会員が16名子どもさんが２名参加をしていただき

ました。当日私は急にまた熱を出しまして、深澤委員に

急遽お願いをいたしました。深澤委員も少し体調が悪い

と聞いておりましたが、それをあえて『わかった』よと言

ってくれまして、当日は大変お世話をかけました。この

場をお借りしてありがとうと御礼申し上げたいと思いま

す。

これからの社会奉仕としては、いろいろな事が企画さ

れることでありましょうが、私の個人的な意見でござい

ますが、この３クラブ合同例会と育樹祭ですね。それか

ら、道の日清掃これについてこれからどこまでやるのか、

合同育樹祭については今年度で終わると聞いていたので

すが、それをまた次年度から続けるという話になったそ

うでございますが、この辺りにつきましても会員同士の

本当の話し合いの中から、せっかくの合同育樹祭でござ

いますのでもう少し深く掘り下げたらと思います。

道の日清掃についてはロータリークラブではうちだけ

が参加しているということで、これは主催者側から大変

あてにされている事だそうでございますが、８月の大変

暑い日にこれをまた続けていくのは大変なんじゃないか

と、個人的な思いがございます。これも是非次年度以降

考えていただきたいなとそれをお願いいたしまして、私

のご挨拶とさせていただきます。１年間ありがとうござ

いました。

国際奉仕部門� 西田重人 理事

挨拶なのですが思惑が外れまして、

もう少し皆が長く長くしゃべってく

れてしなくてもいいのかなと思った

ら、そうは問屋が卸さなかったです

が…

私はお金を使うのは好きなのです

けど、集めるのはどうも苦手で財団の委員長というのは、

初めて回ってきた役職なのですが、これも非常に難しい

事に相成りまして、財団の中身というのが全然わからな

いで財団の委員長を引く受けたような次第で、これはセ

ミナーなんかにいって勉強させてもらいました。勉強さ

せてもらいましたけれど、８つの小委員会にわかれてい

ることも知りませんでしたし非常に勉強にはなっている



のですけど、今年度に限っては目標金額をクリアできま

したので皆さまのご協力感謝申し上げます。

また次年度も２年続けて財団の委員長を仰せつかって

おりますので、また皆さま方にご迷惑をおかけすると思

いますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。１年

間どうもありがとうございました。

青少年奉仕部門� 池田　誠 理事

皆さんこんにちは。�今年１年間

入会依頼初の理事ということで、理

事会にも参加させていただきいろい

ろな事を勉強させていただきました。

またローターアクトでは、先程次

年度の角くんの方から報告あった通

り、７月早々筏下りというような案内が１年前も来てた

のかなと、その当時は雨というか川の水量が多くて延期

になって焼肉だけをやりますということで、私は参加さ

せていただきました。ロータリアンはその場では私１人

だったのですが、若いローターアクターの皆さんと交流

を深めて来たというのを改めて、もう早いもので１年た

つのだと感じております。

最終例会の卒業式に所用で参加出来なかったのですが、

高田会長始め皆さんに参加していただいてお話を聞いた

ところ、非常に楽しかったということで、私も何も所用

がなければ参加させていただきたかったなと改めて思っ

ております。

また今年ローターアクターが７人卒業ということで、

また少なくなってしまうのかなと思いますが、また彼ら

と色々な彼らのパワーをもらいながら、やっていってい

ただきたいと思いますし、私自身今年１年非常に勉強に

なりました。

また１年間、理事・委員長として皆さんのおかげをも

ちまして、１年間務めさせていけたこと感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

出席プログラム委員会� 宮前克則 委員長

出席プログラム委員会の１年間を

振り返って見たいと思います。

出席委員会としましては、最終的

に全体で通年で80％を超えるであろ

うと思っております。多くの方々が

積極的にメイキャップをしていただ

きまして、本当にありがとうございました。

おかげさまで12名の方が100％達成、７名の方が90％

を達成する予定でございます。少しうるさくご迷惑かけ

ましたが、役割なのでお許しいただきたいと思います。

また在籍表彰につきましては、長谷川パストガバナー

が今年で55年、福岡初代会長が45年、お２人の方々を表

彰できることは、当クラブにとって大変嬉しいく素晴ら

しい事だと思っております。

プログラム委員会につきましては、年初のプログラム

を各委員会の委員長に確実に実行していただきました。

特に齊藤会員の毎年の来年の運勢等、例会をこのようも

のを継続できました。ＪＡ川西の長芋工場は、チョット

今まで見ることのないような職場訪問で、大変楽しいプ

ログラムであったと思います。

あおぞら共済紹介や、ＷＥＷとかちのこども食堂など

の紹介なども出来、チョット役に立つ耳寄りな話が出来

たのかなと思います。

特に会員であります内山会員・井上会員に、会員卓話

をお引き受けいただきました。協力いただきました担当

理事委員会の皆さま方に感謝をしてあいさつといたしま

す。１年間ありがとうございました。

 高田　進 会長

私にとって、忘れられない一年で

した。

なんとなく引き受け、たいした覚

悟もなく、よくわからないうちに始

まったような気がします。

市内五クラブの会長幹事会のホス

ト役、七クラブ合同例会、三クラブ合同例会、ローター

アクト担当クラブ、又五クラブ対抗ゴルフコンペ等、多

くの多様な担当クラブを経験しました。個人的には、入

院という健康問題もあり、クラブに過去に例のないご迷

惑もおかけしました。

頭の隅では幹事の延長のようなつもりだったのかもし

れません。しかしいざ、スタートして会長挨拶から各種

会合が次々とはじまり、一週間単位でロータリーが生活

から頭も体もすべての中心に回り始め、考え方や覚悟を

変えなければ一年は持たないと感じました。

すべての事に負担や困難を感じると姿勢が逃げになり

消極的な姿勢になる為、可能な限り、積極的にできれば、

ロータリーでいわれる、楽しむ位の感覚で行こうといく

つかの決心を腹に決めました。

他クラブとの交流等で多くの方々との出逢いがありま

した。大きな舞台での挨拶も色々なシチュエーションで

経験しました。企画や運営、議長等時にレベルの高い貴

重な会合等それらを通じて自らのこの年をして未熟さを

痛感しましたが、このことにより今までと違った世界を

経験させて戴いたことは、大変感謝しております。

ロータリーの例会は柔軟性のある、よく組織だった、

合理性のある構成でありその目的の達成のための工夫が

たくさん盛り込まれ、大人としてのルールをまもり時に

修行の場であり、時に楽しく親睦する事は、目標の奉仕

を達成する重要な条件です。

会員方々が人生の円熟期を迎え、縁あって出会う事が

出来た事を感謝しこれからの人生にこのロータリーの経

験と人脈、そして、四つのテストの精神で奉仕の目標達

成の為に役立つ事を祈念して退任のご挨拶とさせていた

だきます。

一年間、本当にありがとうございました。

◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム予定 親睦活動委員会

６月27日（火）「年度末最終夜間例会」


