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たいまつ宣言
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 7

会長　  深澤　知博
　いよいよ今日が新年度の第一例会となりました。先ほ
どはじめて点鐘をさせていただきましたが、非常に緊張
と不安の中でのスタートであります。
　前年度、越智会長のもと厳粛な例会運営の中にも、越
智会長の掲げた「たいまつ宣言の検証と実践」そして
「躍進するクラブ」をスローガンに、和やかなうちにも活力のあふれ
たすばらしい一年だったと思います。越智会長、太田・神田両副会
長、石原幹事、そして役員理事、各委員長の皆さん一年間本当にご苦
労さまでした。
　私は青年会議所を卒業後、すぐ入会して今年で13年目になります
が、この間いろいろなことがありました。入会してまもなく半年スリ
ーピング会員になり、父のロータリーに対する一生懸命な後ろ姿は見
ていたのにもかかわらず、何をやる団体なのか？と疑問を持ち、ロー
タリーの活動意義がまったくわからない状態で、例会に出席しても、
何をするでもなく一時間を過ごすだけという無機質な時間をすごして
いました。そんな私が今1817回目の点鐘をし、この演壇に立ち、会長
としての挨拶をしている自分を想像することもできませんでしたし夢
にも思いませんでした。これも会員皆さんの寛容な心が与えられたも
のと心から感謝をすると同時に身が引き締まる思いで一杯であります。
　これから一年間は柴田ガバナー年度に向けてクラブにとって、いろ
いろな意味で非常に大切であり、クラブが一丸となってやらなければ
ならない事業がたくさんあり、大変な年度になると思いますが、今ま
で培った「西クラブらしさ」が発揮できるよう、皆さんの声無き声を
聞き、皆さんの貴重な時間に皆さんが例会に参加しているという意味
を十二分に意識をして、田中・大友副会長、山本幹事、役員理事、委
員長そして会員の皆さんと共に、今まで西クラブが積み上げてきた輝
かしい歴史と伝統を守りながら、私なりの新しい1ページを付け加えて
いきたいと思いますので、どうか会員の皆さんのご指導とご協力を心
からお願い申し上げ、本年度第一回目の会長報告とさせていただきます。
　一年間よろしくお願いします。
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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!
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■出席状況報告
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■今月の主な行事
誕生・結婚祝  三役就任挨拶

決算・監査・予算  役員理事就任挨拶

各委員長就任挨拶

夜間例会  ガバナー補佐公式訪問

7月 2日

9日

16日

23日

30日



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 北川勝啓SAA
国歌斉唱	 北川勝啓SAA
ロータリーソング（四つのテスト）
	 	 北川勝啓SAA
たいまつ宣言唱和	 北川勝啓SAA
7月結婚祝	 親睦活動委員会　上垣香世子
　本田美喜男会員
　　　　　1973.7.11
　佐藤　　聡  〃
　　　　　1956.7.14
7月誕生祝
　近藤　誠勝会員 1945.7.27
　千葉　清孝  〃 1946.7.19
　中山　廣雄  〃 1949.7.  5
　佐藤　　聡  〃 1956.7.14
　北川　勝啓  〃 1966.7.16
バースデーソング
	 	 親睦活動委員会　上垣香世子
乾杯	 笹井祐三会員

（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事

①帯広東RC、移動夜間例会開催のご案内
　　日　時　平成21年7月28日（火）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　北の屋台
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内（国際奉
　仕委員会）
　　日　時　平成21年7月30日（木）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③例会終了後、役員・理事会を開催いたし
　ます。
④午後6時30分より、第3回クラブ協議会を
　開催いたします。

⑤帯広北RC、7月31日（金）は休会と致します。
⑥本年度より、例会に「お知らせ欄」を作り
　ました。
⑦川上まり子会員　退会
新会員紹介　熊切宏樹君紹介
	 	 推薦者　奥田頼昌会員
　半年前までJCにて活躍していました。来
年ガバナー年度になりますので非常に頼り
になるメンバーの一人になる人材だと思い
ます。皆様どうか優しくご指導のほどよろし
くお願いします。

熊切宏樹新会員
　市内にて水道工事
の会社をしておりま
す。昨年まで10年間
JCに在籍しておりま
したが、今回西RCに
入会させて頂きありがとうございます。ま
だ活動の内容等詳しくはわかりませんが、
皆様にご指導頂き精一杯頑張っていきます
のでどうぞよろしくお願いします。
ご会葬お礼	 小島清司会員
　皆様方のお心遣いお気遣いに感謝申し上
げます。どうもありがとうございました。（青
少年育成基金に寸志を頂きました）
委員会報告	 渡部省一　出席委員長
　前委員長からの提
案で名札の下にあり
ます出席簿の記入の
ご協力ありがとうご
ざいます。これから
も宜しくお願いします。
北川勝啓SAA
　例会時の7、8月の座席表を確認の上ご着
席のほどお願いします。
ニコニコ献金
	 	 親睦活動委員会　尾藤輝幸会員
深澤知博会長 一年間よろしくお願いします。
田中利昭会員 今年度副会長としてよろし
　　　　　　　くお願いします。
大友広明会員 本年度副会長の大役を仰せ



　　　　　　　つかりました。一年間よろ
　　　　　　　しくお願いいたします。
北川勝啓会員 一年間会場監督をする事に
　　　　　　　なりました、副SAAの若林会
　　　　　　　員、萱場会員、横田会員で
　　　　　　　努めますので宜しくお願い
　　　　　　　します。
堀　修司会員 健康増進委員長として一年
　　　　　　　間お世話になります。
山本範之会員 一年間よろしくお願いします。
井上昭次会員 今年度も宜しく。
渡部省一会員 出席委員長を仰せつかり不
　　　　　　　安が一杯…頑張ります。
奥田頼昌会員 新入会員、熊切さんをよろ
　　　　　　　しくお願いします。
金尾　剛会員 最終例会のP.Gで尾藤さんの
　　　　　　　クラブと井上さんの球で優
　　　　　　　勝出来ました。お二人に感
　　　　　　　謝いたします。
出席報告	 出席委員会
プログラム	 理事会　山本範之幹事
「会長・副会長・幹事　就任挨拶」

深澤知博会長
　帯広西ロータリークラブは創立38年を迎
え、先達の会員各位、そして会員の弛まぬ
努力と情熱の「たいまつの火」を着実に引き
継ぎ、「帯広西ロータリーらしさ」が着実に
熟成しつつある、この歴史のある輝かしい
帯広西ロータリークラブ会長の大役を仰せ
つかり、身の引き締まる思いと、100年来と
言われる世界不況に日本も突入し、今こそ
ロータリークラブの存在意義や活動の真価
が問われる時に会長に指名され、その責任
の重大さを今更ながら痛感しております。
　また本年度は、2500地区第6分区茨木ガ
バナー補佐、次年度はクラブ初の柴田ガバ
ナー輩出と地区と分区全体から注目される
クラブとなり、各事業の円滑な運営に関し
今まで築き上げた会員同士の絆で「帯広西
ロータリーはひとつ」となり、成し遂げなけ
ればいけないと思います。
　この一年間、私にとって恵まれた役員理
事・各委員長のリーダーシップにより、ク
ラブの皆さんにとって有意義で大切なクラ
ブになるよう、全力を尽くしていきたいと
思いますので何卒、会員皆様のご支援ご協

力を切にお願い申し上げます。

　先般、旭川の地で4月25日より地区協議会
が開催され、山本信男ガバナーよりRI会長
ジョン・ケニー氏（スコットランド）による
2009〜2010年度テーマ

「THE FUTURE OF ROTARY IS
IN YOUR HAND」

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」
の発表がありました。
　そして、サブタイトルとして「私たち1人
ひとりは、いわば過去を未来へとつなぐ鎖
の輪のような存在で、大いなるロータリー
という伝統の一部を成しているとたとえる
ことができます」と唱え、7つの優先項目を
掲げ長期計画を立て、今この計画を実行に
移す時が来た。
　ロータリーが繁栄するのか衰退するのか
はロータリアンの皆様にかかっていて、ロー
タリーの未来はあなたの手にあるとしました。
　このテーマをクラブでも十二分に理解し
具現化するため行動することがロータリア
ンの努めであると認識するところです。

　2500地区山本信男ガバナー（旭川東RC）
は、大きなテーマとして「原点回帰」
地区の目標として
1.  本業に一意専心、地域発展に貢献を
2. 例会を楽しく、出席率向上を
3. 会員増強・退会防止に、さらなる努力を
4. ロータリー財団・米山記念奨学金・ポリ
　 オ撲滅に協力を
と非常に簡潔でわかりやすく、まさしくロー
タリーの根幹をなし、今ロータリーにとっ
て必要不可欠な目標ではないかと思います。
　この経済危機の中に自分の企業の継続と
生きる道を互いに知恵を、情報を、ノウハ
ウの交換を密にして切磋琢磨し、頑張り抜
くことが地域社会にとっての貢献であり、
本業があってこそのロータリーであり、他
者救済、弱者救済の思いやりの心で奉仕と
実践に邁進すべき時、「人のためになること」
がロータリーの主眼であると述べました。

　本年度はRIのテーマ、地区の目標を踏ま
え、念頭に置きながら帯広西ロータリーク



ラブのさらなる発展を願い、次の項目をテー
マ・目標として掲げ会員の皆様と共に活動
を展開していきたいと思います。
2009〜2010年度クラブテーマとして

「帯広西ロータリークラブはひとつ、
ロータリーをエンジョイしよう」

　今年度柴田ガバナーエレクト、茨木ガバ
ナー補佐の輩出にあたり主管となって行う
事業、PETS、地区協議会、地区各種セミナー、
IMなどを次々と運営していかなくてはいけ
ません。
　参加する地区・分区の会員に有意義で円
滑な運営を遂行するためにも今まで培った
会員同士の絆をもとに、帯広西ロータリー
クラブがひとつにならなければいけないと
思います。
　各種会議の円滑な運営が目標でなく、西
ロータリークラブがひとつになるための手
段と考え、皆さんが前向きに捉え、それら
が終了した時点でひとつになっていること
が目標ではないかと考えます。
　そのためには、バックボーンとしてのク
ラブ運営は内部充実を重視して、会員同士
のコミュニケーション、会員が大切な時間
を割いて出席する例会の愉しさの追求（会員
の、会員による、会員のための例会）、クラ
ブ活性化につながる会員増強と退会防止、
いきいきとしたクラブ組織の創造、ガラス
張りであらゆる情報の開示、4大奉仕の理解
と実践を今年度の目標内容とさせて頂き皆
さんがロータリーをエンジョイできるよう
にしていきたいと思います。
2009〜2010年度クラブ目標は
1. もっともっと会員同士のことを知ろう（コ
　ミュニケーション）
2. 仲間を増やし楽しいクラブにしよう（めざ
　せ80名）
3. ロータリーのことをもっともっと知ろう
　（存在意義・奉仕の理想の実践）
4. ロータリー財団・米山記念奨学金・ポリ
　オ撲滅の協力
であります。「何のために」を問うためによ
くこの逸話が語られます。
　ある時、街を歩いていると、職人が石を
積んでいました。その職人に聞きました。

「あなたは何をしているのですか？」すると

職人は「石を積んでいるんだ」と。
　先に行って、別の職人に同じ質問をする
と、その職人は「私は教会を造っているので
す」と。同じようなことがロータリー活動に
も言えることではないでしょうか？
　今、何のためにロータリーをしているの
かを、再認識する時ではないかと思うので
す。
　これから一年間、皆様のご理解とご協力
を頂きながら努力する決意ですので、ご指
導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

田中利昭クラブ奉仕担当副会長
　今年度のテーマで
あります「帯広西RC
は1つ」「ロータリー
をエンジョイしよう」
という目標を広く理
解され各委員会を通じて実行されるよう微
力ながら力を尽くしていきますので一年間
宜しくお願いします。

大友広明対外奉仕担当副会長
　 ま だ 入 会9年 目 で
大役を仰せつかりま
したが、皆さんの中
に入っていろいろな
話を頂き、会長との
仲介役となり、退会者がなく新会員がたく
さん入るようなクラブになるよう、頑張り
ますので皆様一年間どうぞよろしくお願い
します。

山本範之幹事
　今年度はホストク
ラブとして、地区協
議会IMという行事が
控えていて忙しい一
年になると思いますが、皆さんとともに西
RCらしさを忘れずに、クラブテーマにした
がってロータリーを楽しんで幹事を努めさ
せて頂きたいと思います。役員理事、会員
の皆様一年間宜しくお願いします。

閉会宣言	 北川勝啓SAA
点鐘	 深澤知博会長


