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事に感謝申し上げます。さて私は

帯広東ロータリークラブの近未来

の形を模索しながらこの一年を新

たな挑戦、前進への挑戦の年と考

えております、昨年より始まった

同好会活動など新しい試みも増え、

親睦の力が益々強くなる流れがで

きました、その力をもって情報交換をより深め東クラブ

最大の問題でもある会員増強を推し進める事を第一目標

として取り組みたいと考えております。

その為に、地域に開かれた活動、ロータリークラブを

もっと知ってもらう事を念頭にいれ活動に取り組む事を

忘れてはならないと思います。どうか皆様と共にチャレ

ンジするこの一年、宜しくお願い申し上げます。

以上、第一回目の会長挨拶とさせていただきます。

ガバナー補佐挨拶  曽根　一 ガバナー補佐

皆さんこんにちは。最初にゲスト

紹介がとても違和感を感じてしまっ

て本クラブなのにちょっと戸惑いま

したけど、今日はお時間を頂戴いた

しました、少しかしこまった挨拶を

させて頂きます。

今年度第６分区ガバナー補佐を拝命いたしました、東

クラブ曽根でございます。東クラブからは宮前会員、西

田会員、加藤雄樹会員このお三方にセクレタリーとして

お手伝いを頂くということでございます。特に宮前会員

におかれましてはチーフセクレタリーとして他クラブと

の調整といろんな文書の発信等をお手伝いを頂いており

ます、心から感謝をもうしあげます。

益子会長を始めとする、帯広東ロータリークラブの皆

様が取り組まれております、活動に心から敬意を表する

ものでもあります。

次年度会長幹事会に於いて、貴クラブが表名されまし

た内容について、感想を述べさせていただきますという

事で他クラブでお話させて頂きました。この内容を私が

話してしまうと後程会長挨拶でダブってしまうのではな

いかと思いますので、その中の１つだけ取り上げお話を

させて頂きます。分かってもらえる活動をすること。こ

れは細川ガバナーもおっしゃっているように、広報がと

ても大事じゃないのとお話されてるわけであります。そ

こに繋がるものだという事で益子会長の考え方が素晴ら
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今年度会長を仰せつかりました益子です、一年間どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

入会年度は平成22年10月とまだ経験不足は明らかです、

皆様の手助けをいただきながら頑張ってまいりたいと考

えております。池田誠会員という強力な幹事を得ました
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しいなと思って話を聞いておりました。わかってもらえ

る活動、どういうものなのかと益子会長の話もこれから

伺っていきたいところでございます。

ＲＩ会長がテーマとしてインスピレーションになろう

という事で、インスピレーションという言葉を何げなく

使っておりましたけど、になろうという日本語が付きま

すと私の場合は分からなくなりまして、何の事だろうと

いう思いがありました。

ところが昨日南クラブで話をしてる最中に思いついた

のですが、南クラブの存在がインスピレーションになり

うる。何故かというと会長以下キャビネット全員が女性

で占められている、女性だけでロータリーを１年間運営

していくという事態が、他クラブにとっての何かしらの

刺激を与えるそういう意味でインスピレーションとなり

得るということ。そういう身近な事でもいいのかと感じ

させて頂きました。

先程福岡会員とお話をさせて頂いて、ある事がきっか

けで100％出席を維持してるとお話を伺いました。理由

はともあれその情熱、ロータリークラブに100％出席す

るという意志を固めたそして固めた意志を実行して何10

年も実行してこられてる、これも私にとって１つのイン

スピレーションとなったなという事を思っております。

ちょっと意識していると身の回りにいろんなインスピ

レーションがあるのではないかと思います。

新旧会長・幹事　バッジ交換�  
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◎帯広東ＲＣ、臨時総会開催のご案内

　日時　平成30年７月17日（火）午後０時30分（例会時）

　場所　ホテル日航ノースランド帯広

　議題　決算・予算について

◎帯広東ＲＣ、夜間移動例会開催のご案内

　日時　平成30年７月24日（火）午後６時30分

　場所　プレミアホテルＣＡＢＩＮ帯広

　　　　　　　　屋上ビアガーデン（旧ホテルパコ帯広）

◎帯広東ＲＣ、７月31日（火）は休会と致します。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　及川武一・納　大輔 委員

毅益子会長　新年度スター

トにあたり、皆様、どう

ぞ宜しくお願い致します。

毅加藤（武）副会長　誕生祝

いをありがとうございま

した。今年度も宜しくお

願い致します。

毅池田幹事　いよいよ、益子会長年度が始まります。今

年１年間幹事としてガンバリます。

毅福岡会員　益子会長ガンバレ！

毅板倉会員　益子丸の船出、幸
さち

多
おお

かれと祈
いの

る。

毅神田会員　益子会長の活躍を期待します。

毅西藤会員　益子会長ガンバロー

毅泉会員　新しい年度のスタートに当りニコニコをしま

す。どうかこれからも宜しくお願いします。

毅石川会員　今年度、出席プログラム委員会で活動する

こととなりました。１年間よろしくお願いします。

毅大塚会員　益子丸の船
ふな

出
で

を祝
しゅく

して！

毅齊藤会員　いよいよ、益子会長年度です。一年間ＳＡ

Ａとしてお世話になりまます。宜しくお願い致します。

毅高田会員　新年度、益子会長のスタートを祝ってニコ

ニコ。石川会長ご苦労様でした。

毅曽根会員　益子会長の船出を祝してニコニコします。

毅上野会員　益子年度の始まりです。ハラハラ・ドキド

キ・ワクワクする１年でありますように。

毅加藤（昭）会員　本年は職業奉仕委員会を担当します。

よろしくお願いします。

毅宮前会員　会計・副ＳＡＡ・等々で頑張ります。

毅西田会員　加藤肇会員、結婚記念日おめでとう！ニコ

ニコ。

毅古川会員　いよいよ益子丸の船出です。新年度１年、

素晴らしい年でありますように！

毅加藤（肇）会員　益子新年度が始まりました。ニコニコ

します！

毅大池会員　本年度親睦委員長をおうせつかりました。

不行き届きな所も多々あると思いますが、よろしくお

ねがいいたします。

毅及川会員　新年度、よろしく、お願い致します。
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【会長・役員挨拶】� 司会：池田幹事

益子会長

　本年度会長を仰せつかりました益

子裕之でございます。入会してから

９年とまだ日は浅く、いろいろ考え

まして、帯広東ロータリークラブの

テーマーとして「前進への挑戦」とい

うことを掲げさせて頂きました。こ

の「前進への挑戦」とは近い未来・将来の帯広東ロータリ

ークラブの形をイメージしその形を守る為に、今一番な

されなきゃいけないことは会員増強であると、この会員

増強を柱とした新たな取り組みを考えております。

　昨年より各同好会や仲良しクラブが、いろいろ活動し

形になってまいりました。この活動を通じてより親睦を

深め「インスピレーションになろう」行動を起こす心を皆

の心の中に生み出そう。私はその様に解釈しております。

どうか帯広東ロータリークラブが今年を元年とし、若い

会員・女性会員そして多くの仲間に囲まれた本来の親睦

の姿を大切にする、そしてこの親睦が奉仕を生み出すよ

うな素敵なクラブに生まれ変われるような、何かお手伝

いができればと考えております。

加藤武志副会長兼会長エレクト

　今年度会長エレクトと副会長とい

う大役を同時に二つ拝命させていた

だきました、改めましてよろしくお

願い申し上げます。入会は今期５年

目のスタートになります。副会長・

会長エレクトとしては経験の浅い立

場になろうかと思います。この機会にロータリーを勉強

をいたしまして自分の任期と役目を果たしていきたいと

思います。

宮前会計

　今年度は昨年度の100万円程の繰

り越しを受けてのスタートとなりま

す。前年度の会長・幹事・副会長を

始め皆様方に感謝を申し上げます。

今まで２回程会計をしておりますけ

ど、今年度は今までにないような厳

しい環境の中で担当をすることになります。各理事・委

員長の方には大変な思いをさせるかもしれませんがよろ

しくお願いいたします。

齊藤ＳＡＡ

　ＳＡＡとは秩序と風紀を守ると、

いうことを先輩諸氏から教育されて

まいりました。今年度ＳＡＡの私と

大塚会員・宮前会員・古川会員それ

ぞれ副ＳＡＡとしてお手伝いをして

頂くことになりました。私たちは今

一度基本にのっとり原点回帰をするくらいの気持ちにな

って、ロータリーそのものを知りたい。そのためには例

会が基本だと思っています。先人は例会は人生の道場で

あるともいわれております。ただ余り堅苦しくても楽し

くないということになろうかと思いますので、楽しい雰

囲気の中にも礼節をもった例会にしていきたい思います。

石川出席プログラム委員長

　今年度は出席プログラム委員会所

属でございます。大塚副委員・板倉

会員と３名体制で１年間やりたいと

思います。

　出席率向上の為には、プログラム

次第だと思います。各委員長さんに

出来るだけ実のあるプログラムをやって頂きたいと思っ

ています。

池田幹事

　私も平成26年入会ということで本

年度５年目という事で、幹事という

大役を仰せつかりまして本当に今日

も非常に緊張してこちらの会場にや

ってまいりました。今までの準備段

階の時にいろいろロータリークラブ

の事を調べさせて頂いたり、いろいろしてまいりました

が本当に１年間もつのかなと思っております。

　本年度益子会長の元、何とか会員の皆様と１年間楽し

く過ごせて行けるようになふうに頑張ってまいりたいと

思いますのでどうぞ暖かい目で１年間見守って頂ければ

と思います。




