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第1818回例会
平成21年7月9日
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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

■会長報告
会長　  深澤　知博

　皆さんこんにちは。
　会長報告を申し上げます。先日まで寒くて朝ストーブ
をつけた方もいらっしゃると思いますが、やっと十勝ら
しい爽やかな夏が来たと言う感じがしていますが、この
気温の変化で体調を崩さないよう、皆さんどうかお身体
をご自愛下さい。
　今日は第一回目の理事会の報告をさせていただきます。
　まず、報告事項で新会員の熊切会員の所属委員会は広報委員会とさ
せて頂きます。
　2番目として佐藤聡会員の職業分類は建築設計から総合建設に変更に
なりました。
　3番目としてGSEの受け入れについてインドネシアから8月20日から
9月20日の間の一週間の対応となります。詳細が決まりましたら皆様
のご協力をお願いします。
　協議事項として、ロータリー財団への100ドル献金、そしてポリオ
献金について、これは継続事業ですが理事会の中でもいろいろ論議が
ありましたが、今年度茨木ガバナー補佐が地区のポリオ撲滅委員会の
委員であり、ガバナー年度に向けてクラブとしても今年度も協力する
ということになりました。会員の皆様にはこの事情を察し切にご理解
とご協力お願いします。
　そして、青少年交換派遣学生として白樺学園高校一年の千葉ジョセ
フ君をカリフォルニアに派遣が決まりました。これは前年度に西クラ
ブがスポンサークラブとなっております。
　それから最後にニコニコ献金についてですが、これからクラブ内で
も話し合いをもって、皆さんの同意を得ながら慎重に活用を模索して
いくと言うことになりました。理事会と同じ日のクラブ協議会でも議
題にあげ委員長さんから意見を聞いたところであります。次週ニコニ
コ献金について会長報告させて頂きたいと思っております。
　本日のプログラムは決算報告と予算、そしてガバナー事務所からの
報告、そして今年度役員・理事の就任挨拶となっております。本年度
の役員理事の意気込みを是非聞いてください。以上で会長報告とさせ
て頂きます。
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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
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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!



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 萱場誠一SAA
ロータリーソング（奉仕の理想）	 萱場誠一SAA
（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帯広北RC、7月31日（金）は休会と致します。
④第2500地区大会のご案内
　大会第1日目
　　日　時　平成21年9月11日（金）
　　・記念親睦ゴルフ大会　7：30〜
　　　旭川ゴルフ倶楽部
　　・記念親睦パークゴルフ大会　10：00〜
　　　ひがしかぐら
　森林公園パークゴルフ場
　大会第2日目
　　日　時　平成21年9月12日（土）
　　・本会議	 		9：00〜16：10　市民文化会館
　　・基調講演	 13：00〜14：10　市民文化会館
　　・記念懇親会	 17：30〜19：30　グランドホテル
　大会第3日目
　　日　時　平成21年9月13日（日）
　　・本会議	 	9：00〜13：00　市民文化会館
　　・記念講演	 	9：30〜10：45　市民文化会館
　会	員	登	録	料	12,000円　参	加	拠	出	金	1,000円
　ゴルフ登録料		5,000円　パークゴルフ料	3,000円
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　小島清司会員
土肥孝紀会員　NCおびひろ加盟店の
　　　　　　　ゴルフコンペでWペリ
　　　　　　　アで大たたきがすっぽ
　　　　　　　りはまり優勝しました。
三野宮功会員　青少年交換委員長全国
　　　　　　　会議が東京で開かれ出
　　　　　　　席してきました。
三野宮功会員　全日本空手道連盟剛柔会昇段審査会で四
　　　　　　　段に合格しました。
下記の方より就任のご挨拶を頂いております。
　　古田　敦則会員　副幹事
　　内海　仁司会員　社会奉仕委員会理事・委員長
　　奥田　頼昌会員　新世代奉仕担当理事・委員長
　　佐々木嘉晃会員　米山記念奨学委員会委員長
　　堂山　啓太会員　広報委員会委員長
　　近藤　誠勝会員　会員増強委員会委員長
　　太田　　豊会員　職業奉仕委員会理事・委員長
　　本田美喜男会員　会計
　　奥敏　　則会員　国際奉仕担当理事・委員長
出席100%会員及び永年在籍表彰	
	 	 内海仁司前出席委員長
  出席100%会員
　30年　斉藤允雄会員

　25年　岡田武稔会員
　20年　太田万也会員		三野宮功会員
　15年　茨木雅敏会員
　		5年　近藤誠勝会員		内海仁司会員
		永年在籍会員
　35年　酒井忠之会員
　25年　岡田武稔会員
　20年　三野宮功会員		中島久司会員
　15年　斉藤憲生会員		川田章博会員		越智孝佳会員
　		5年　大沢　剛会員		近藤誠勝会員		小甲哲士会員
　　　　	柳沢一元会員		若林　剛会員		高田晃一会員
　　　　	天野清一会員		内海仁司会員

プログラム	 理事会　山本範之幹事
★「決算・監査・予算案報告」
高田　晃一会員　前会計より前年度決算報告がございま
　　　　　　　　した。
河合　健一会員　会計監査より監査報告がございました。
　　　　　　　　全会一致で承認いただきました。
本田美喜男会員　会計より今年度の予算の報告がござい
　　　　　　　　ました。緊縮した財源となっている旨
　　　　　　　　の報告がございました。

★「ガバナーノミニー事務局運営収支報告」
小室陸雄会員　代表幹事より収支報告
　　　　　　　	がございました。
柴田和明会員　ガバナーノミニーより、
　　　　　　　なるべくお金をかけず
　　　　　　　にとの指示がでている
　　　　　　　との報告がございまし
　　　　　　　た。
堀　修司会員　会員よりガバナーノミニー準備金（今回
　　　　　　　報告された金額）の根拠は何かとの質問
　　　　　　　がございました。
閉会宣言	 萱場清一SAA
点鐘	 深澤知博会長

［お知らせ事項］
（理事会）
　・7月9日（木）市内5RC会長・幹事帯広副市長へ表　　
敬訪問致します。
（理事会）
　・7月30日（木）茨木ガバナー補佐の公式訪問になり　
　ます。
（SAA）
　・7月の粗食例会は7月23日（木）を予定しています。
（出席委員会）
　・出席簿のサインに、ご協力をお願い致します。
（広報委員会）
　・読みやすさを優先して、プログラムの内容を要　　
　　約して掲載します。
（新世代委員会）
　・ライラセミナーが8月21日から23日、十勝川エコ　
　　ロジーパークにて開催されます。

Ⅰ. 報告事項
　1. 新会員熊切宏樹会員は広報委員会に所属
　2. 佐藤　聡会員の職業分類変更について
　　　総合建設に変更
　3. RI第2500地区  第6分区  会長・幹事会について
　　⑴GSEの受入れ
　　　インドネシアから8/20〜9/20の間
　　⑵ガバナー補佐公式訪問について
　　　7月30日（木）
　4. 各5RCの分担金は、次年度から5月1日現在の各RC会員数の
　　割合とする

Ⅱ. 協議事項
　1. ポリオプラス献金の継続を決定した
　2. ロータリー財団年次寄付
　　100ドル献金の継続を決定した
　3. 青少年交換派遣学生は
　　白樺学園高校1年 千葉ジョセフ君をカリフォルニアに派遣
　4. ニコニコ献金について

定 例 理 事 会 議 事 録


