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第1814回例会
平成21年6月11日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033
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たいまつ宣言
この「たいまつ宣言」は創立30周年にあたり、
西ロータリークラブの創立の心を知るところか
ら発し、我々が未来へ向けての道標とするもの
である。たいまつの如く我々の行く道を照ら
し、明るい未来へと導くものである。

1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない

2009,JUNE

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ 6

5／7
1809回
69名
63名
44名
16名
3名
95.2％

■出席状況報告
月／日
例 　 会
総会員数

ホームクラブ出席
メークアップ済会員
欠 席 者
出 席 率

計算に用いる
会員数

5／14
1810回
69名
63名
37名
20名
6名
90.5％

5／21
1811回
70名
64名
47名
13名
4名
93.8％

5／28
1812回
70名
64名
42名
16名
6名
90.6％

会長　  越智　孝佳

■ニコニコ献金

　皆さん、こんにちは。会長報告を申し上げます。
　天候がハッキリしない日が続いています。暑いぐ
らいの日があったり、今日のように最高予想気温が
11度という寒い日があったりで、体調管理には十分に気をつけて頂
きたいと思います。昨日は、市内の大型家電店で大きな事故があり
ました。店側も安全管理には十分に留意はしていたと思います。問
題が起こらないようにと細心の注意を払っていても、アクシデント
というものは予想を越えたところで起きます。私達も経営、組織に
携わる限り、危機管理というものの必要性を改めて感じるところで
あります。
　本日は、今年度の委員長の退任挨拶というプログラムになってお
ります。毎週、気忙しい中でのお食事を皆様に取っていただいてお
りましたので、今日はプログラムの時間を確保した中で、ゆっくり
とお食事をしていただきました。この後、この一年間頑張って頂き
ました委員長さんの方から挨拶があります。私の方からも心より感
謝を申し上げたいと思います。大変、有難うございました。
　以上で本日の会長報告と致します。有難うございます。

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

10,000円　累計　413,000円6月11日

2009年6月

ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間

■今月の主な行事
誕生・結婚祝
理事・委員長退任挨拶
会長・副会長・幹事退任挨拶
スポーツ大会・年度最終夜間例会

6月 4日
11日
18日
25日



点 鐘 越智孝佳会長
開会宣言 北川勝啓副SAA
ロータリーソング（奉仕の理想） 北川勝啓副SAA

（会食）　
ゲスト紹介 帯広ローターアクトクラブ　野原幹事

会長報告 越智孝佳会長
会務報告 石原英樹幹事
①帯広西RC、年度末最終例会開催のご案内
　　日　時　平成21年6月25日（木）
　　　　　　例会時間　午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
　　・・・スポーツ大会・・・
　　1．パークゴルフ　スタート　  9時00分
　　　場　所　帯広の森
　　2．ゴルフ　　　　スタート　12時00分
　　　場　所　帯広国際カントリークラブ
②帯広北RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成21年6月12日（金） 午後0時30分
　　場　所　北海道製鎖㈱
③今年度、各RC年度末最終夜間例会開催のご案内
　イ．帯広南ロータリークラブ
　　日　時　平成21年6月22日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
　ロ．帯広東ロータリークラブ
　　日　時　平成21年6月23日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
　ハ．帯広ロータリークラブ
　　日　時　平成21年6月24日（水） 午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　ニ．帯広北ロータリークラブ
　　日　時　平成21年6月26日（金） 午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広南RC、6月29日（月）は休会と致します。
　帯広東RC、6月30日（火）は休会と致します。
ガバナーノミニー事務局報告
  地区国際青少年交換委員会　三野宮功委員長
　5月30日、31日代々木のオリンピックセン
ターで開催された全国の青少年交換委員会
委員長会議の報告がありました。全国の地
区の委員会とは別に、ガバナー会において
NPO法人を作りました。それは、ハラスメ
ントの保険に加入する目的のためです。その結果、青少年交
換が続けられるようになりました。地区には危機管理委員会
があり、青少年交換においても毎年RIの方で認可を得ていま
す。青少年交換は、RIが認めた地区以外はできないことにな
りました。今後2、3年で浸透していくものと思います。また
本意ではありませんが、次年度もう一期委員長をやることに
なりました。
ニコニコ献金 親睦活動委員会　佐々木嘉晃委員
神田龍一会員 1年間の友情をありがとう
　　　　　　　　ございました。
齊藤憲生会員（社会奉仕担当理事・委員長）
 1年間ありがとうございま
　　　　　　　　した。
金尾　剛会員 プログラム委員会の1年間の御協力、大変あ
　　　　　　　　りがとうございました。
大友広明会員 本年度ロータリー情報委員会で会員の皆様
　　　　　　　　に大変お世話になりました。大変ありがと
　　　　　　　　うございました。
川上まり子会員 本年度、健康増進委員会委員長を務めさせ
　　　　　　　　ていただきまして1年間ありがとうございま
　　　　　　　　した。
出席報告 出席委員会　内海仁司委員長
4月末会員数69名
入会会員数1名
退会会員数0名
5月末会員数70名　内女性会員数3名
5月の平均出席率は92.5%

プログラム 理事会
「理事・委員長退任挨拶」

クラブ奉仕担当　秋山恵二理事
　クラブの7委員会の委員長以下委員の皆
様、スケジュール通り実績を残していただ
きました。感謝申し上げます。

出席委員会　内海仁司委員長
　出席の事後報告をまとめるのが出席委員
会でもいいんじゃないのかなという気がし
ています。どうもありがとうございました。

親睦活動委員会　柳沢一元委員長
　夜出られないというハンディ、また不慣
れなことがありましたが、平田、太田両副
委員長、委員の皆様に力をかりました。あ
りがとうございました。

広報委員会　久保且佳委員長
　委員会の皆様の協力により会報も今月分
を残すだけになりました。また、HPも植樹
とクリーン大作戦をアップしています。1年
間、ありがとうございました。

会員増強委員会　萱場誠一委員長
　今月1名の入会が決まりましてトータル3
名という実績が皆様の協力により達成でき
ました。来年度に向けて脈のある方が1名い
ますので、辞めてもがんばっていきます。

プログラム委員会　金尾剛委員長
　報告よりも反省ばかりになりますが、移
動例会もやりたかったなと思っています。
大変1年間ありがとうございました。

ロータリー情報委員会　大友広明委員長
　私も、ロータリー歴の古くない立場で委
員長の大役を受けました。CLPとか勉強に
なりました。1年間の友情に感謝しています。

健康増進委員会　川上まり子委員長
　最も良かったことは、会員の皆様が健康
に集えているということです。今年は、健
やかに生きるために日常の中で工夫できる
生活習慣や心のあり方をテーマにしました。
皆様に感謝申し上げます。

社会奉仕担当　齊藤憲生理事
　外に向って見えるロータリー活動という
ことで、歳末義援金、入れ歯の名前入れ、
植樹、グリーンパークの清掃活動、そして
一番心に残ったエコキャップ回収活動の実
践をしてきました。1年間、ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会　森賢伸委員長
　先週お願いしたところ、4名の方から寄付
をいただきました。あと20日間あります。
さらなる御協力をよろしくお願い致します。

長期計画特別委員会　茨木雅敏委員長
　1年間ありがとうございました。次年度に
ガバナー補佐をやります。21日に分区内の
会長、幹事を集めて初めての活動を8名のセ
クで望みます。よろしくお願いします。

神田龍一副会長
　副会長は、会長に事故があったとき何か
するのかなと思いましたが、会長がピンピ
ンしていたので何もすることなく無事1年間
終りました。ありがとうございました。
閉会宣言 北川勝啓副SAA
点鐘 越智孝佳会長


