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第1815回例会
平成21年6月18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
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■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

■今月の主な行事

■ニコニコ献金

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

　皆さん、こんにちは。会長報告を申し上げます。
　６月に入ってから、どんよりした天気がずっと続
いております。日照不足で農作物への影響も心配さ
れております。先週の土曜日、根室に行って参りました。根室ＲＣ
の50周年に参加してきましたが、あいにくの小雨模様で当日の最低
気温が－２℃、日中も７，８度ぐらいしかありませんでした。一気
に秋になったような気分がしました。十勝も同じく天候不良でうっ
とおしい日が続いております。比較論になりますが、気の持ちよう
でまだまだ良しとしなければならないかもしれません。また帯広で
も新型インフルエンザの患者がでました。どこか対岸の火事の様に
も思っておりましたが、天候の不安定も併せて会員の皆様には十分
に健康には留意して頂きたいと思います。
　いよいよ本年度も、今週、来週の２回の例会となりました。各事
業、運営において会員の皆様方には、大変お世話になったと思って
おります。後ほど、退任の挨拶の時間もございますので、本日の会
長報告は簡単でございますが以上といたします。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!

20,000円　累計　433,000円6月18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



点鐘� 越智孝佳会長
開会宣言� 田中利昭副SAA
ロータリーソング（我等の生業）
（会食）
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
③・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。
ニコニコ献金� 親睦活動委員会　太田　豊委員
太田万也会員		 	一年間、副会長として大変お世話になりありが

とうございました。
石原英樹会員	 今年度、大変お世話になりました。
秋川恵二会員	 	一年間、皆様に大変お世話になり感謝申し上げ

ます。
堀　修司会員	 	6月13日、当ホテルポロシリの間にて次男の結婚

披露宴をしました。両家代表謝辞でかみっぱな
しでした。

中山廣雄会員	 還暦祝ありがとうございます。
久保忠正会員	 	13日の還暦、古希、傘寿のお祝いをしていただ

きありがとうございます、私財をなげうってま
で盛り上げていただいた幹事の方には感謝いた
します、二次会では井上陽水のカラオケが良かっ
たですね、ありがとうございます。

土肥孝紀会員	 	先日の傘寿、古希、還暦お祝いゴルフコンペで
準優勝しました、又夜の祝賀会では盛大にお祝
いをして頂きありがとうございました、又、発
起人の平田会員、本田会員、本当にご苦労様で
した。

奥田頼昌会員	 傘寿、古希、還暦お祝いコンペで優勝しました。
本田美喜男会員	 	傘寿、古希、還暦お祝いの会に参加して頂きあ

りがとうございます。
佐々木和彦会員	 	一年間SAAとしてお世話になりました。ありが

とうございます。

プログラム理事会「会長・副会長・幹事退任挨拶」
会場監督　佐々木和彦理事
　一年間、皆様のおかげでSAAの大役を果たす事
ができました。西クラブらしい楽しい、また、品
格のある例会運営を心がけてきました田中さん、
中山さん、北川さん、三人の副SAAに感謝申し上
げます。どうもありがとうございました。

会計　高田晃一理事
　西クラブの緊縮財源のなか、各委員会の皆様
に協力していただき、また、寄付をしていただ
いた方々にお礼を申し上げます。私は西クラブ
の一番の財源はみんなが協力し合う事かと思い
ます。一年間どうもありがとうございました。

職業奉仕担当　若林　剛理事
　今年、訪問例会の計画ができなかった事が反
省するところですが、高田会計に協力できたか
なと思います。おかげさまで一年間無事終える
ことができました。ありがとうございました。

青少年奉仕担当　小甲哲士理事
　ローターアクト、いろいろな行事などたくさ
んあります。わからないことが結構ありました。
できましたら委員長は、副委員長などを経験し
てから望みたかったです。先般来お願いしてお
りましたアクトの新入会員一名内定しました。
河合先生ありがとうございます。一年間いろい
ろお世話になりました。

国際奉仕担当　岡田武稔理事
　思い返しますと、ちょうど一昨年、モンゴ
ルに行きましてノート、えんぴつ等5万円相当
買って現地の子供たちに渡しました。大変感
謝され、帰るときには我々が見えなくなるま
で手を振ってくれました。とても感動しまし
た。私はこういうことが国際奉仕の原点では
ないのかなと思います。皆さんのご理解のも
と本年度も10万という金額をあの子供たちに
届けることができました。一年間、本当にあ
りがとうございました。

太田万也副会長
　今年一年、皆様の協力をいただき副会長とい
う大役を果たすことができて感謝しておりま
す。会長の代役で出席した会合など私にはすば
らしい経験になったと思います。また、出席率
も上がったこともよかったと思います。皆様あ
りがとうございました。

石原英樹幹事
　幹事を受けたのは入会8年目という未熟な私
ですが一年間やってこれたのは、会長はじめ理
事や会員皆様のお力添えがあったからだと思い
ます。「目配り、気配り、心配り、」というテー
マで一年間やっていこうという事でした。でき
たのかなと、反省をしております。
　一年間で得たものもたくさんございます。微
力ではございますが、今後西クラブのために生
かすことができたらなと思います。本当にあり
がとうございます。

越智孝佳会長
　退任の挨拶を申し上げます。
　本年度は、世相的に百年に一度という世界不
況の中で、経済的・社会的な混乱を生じた年で
もあります。その中で、ここまで運営をして参
りました。会員皆様方のご協力には、心より感

謝を申し上げます。
　2008-09年度は、たいまつ宣言の検証と実践、躍動するクラブへ
（ガバナー輩出年度に向けての体制作り）と二つのテーマを、一年
を通じての軸として運営をさせて頂きました。
まず“たいまつ宣言の検証と実践”については、各委員会の皆様に
は、それぞれに意識的に取り組んで頂いたものと考えています。
奉仕事業においても、外から見えるロータリーというテーマをもっ
て積極的に取り組んで頂いたと思っています。実感のある奉仕と
いう意味でも、新しい試みにチャレンジして頂いたのではないで
しょうか。
　また、もう一つの“躍動するクラブへ“というテーマは、2010-
2011年度にガバナー輩出を受けて、創立以来これまで当クラブが
経験のない体制作りという課題でもありました。小室代表幹事に
は、大変ご苦労をかけたと思います。また、この一年近くガバナー
エレクトである柴田会員を側で見聞きしておりますと、改めてそ
の責務の大きさと、柴田会員にかかる負荷の大きさを感じており
ます。ぜひ、今後とも皆様方のご理解と、ご協力をお願いしたい
と思います。
　それともう一点。本年度は長期積立より補助金と後期のご寄付
を頂いております。会員皆様の浄財として大切に使わせて頂きた
いと思っております。現在の段階では、準備資金はその他にあり
ません。ぜひご理解を頂き、今後とも宜しくお願い致します。
　最後になりますが、幹事、会長エレクト、会長と続けて3年間の
ご指導に対しても心より会員皆様方にお礼を申し上げ、退任のご
挨拶と致します。

閉会宣言� 田中利昭副SAA
点鐘� 越智孝佳会長


