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第1819回例会
平成21年7月16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

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
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■出席状況報告
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会長　  深澤　知博
　みなさんこんにちは。
　会長報告を申し上げます。今日はみなさんにお願いしています「ニコニコ
BOX」についてお話します。ニコニコBOXは1905年明治38年3月、これはロ
ータリーが創設されて3回目の例会に行われたのが最初です。シカゴロータリ
ーの第3例会の時、例会欠席者には50セントの罰金という申し合わせがなさ
れ、1908年にはクラブの通信に対して返事を出さなかった人にも罰金を課す
ことに決まりました。この罰金を入れる箱は会員のプライドを傷つけないよう
にという、ポールハリスの提言でファインボックスと言うことになったそうで
す。日本では1936年昭和11年大阪クラブが仏頂面でお金を出すような名称で
は面白くないから、ニコニコ箱と名前を変えるべきだという提案からニコニコ
箱の名前が定着し、ニコニコBOXの起源となったといわれています。
　このニコニコBOXについてはロータリーで特に規定があってできているもの
ではありません。ニコニコBOXの献金はすべて会員個人の善意であります。で
すからその献金をクラブの一般の会計に加えて予算を組むようなことは奨励で
きないという事を、過去のガバナーはたびたび指摘しております。ロータリー
の会費は運営費であって、奉仕のお金は含まれていなく、元来奉仕は会員個人
が善意で行うべきもので、ニコニコによって例会を賑わせ、親睦を増進し、そ
の善意のお金が社会奉仕の資金になるという、即ち「親睦から奉仕へ」のロー
タリーの本質を具現化しているものです。その意味からもニコニコ献金の役割
は非常に大きいものと考えて良いと思います。また、平等献金や均一割当の半
強制的な献金で、仏頂面になる人も出てくるでしょうから、それはニコニコ
BOXの本来の趣旨ではありません。会場をワッと湧かせてニコニコさせるのが
ニコニコBOXの趣旨であります。
　西クラブでも3年前、岡田会長の最終例会での臨時総会で、ニコニコ献金は
社会奉仕部門および長期計画のために使うということが申し合わせられ、次の
年度から一般会計から特別会計に移されました。みなさんの善意あるこの献金
をどう使うか、これから皆さんの同意を得て有効に活用して行きたいと思って
います。予算が苦しいからという理由でなくロータリー本来の「親睦から奉仕
へ」を具現化していきたいと考えております。
　私の記憶によりますと前は一年間で60から70万くらいの献金があったと思
います。今は40万前後の献金になっていますが、使う意図がわかれば今以上の
献金が集まり、例会もワッとわくような和やかな例会になって、今以上に社会
に奉仕できるのではないかなと思っています。先ほど半強制はだめということ
を言いましたが、一人年間一万円献金していただけたらと、私だけ心で思って
いますのでどうかみなさんのご理解とご協力をこれからお願いしまして本日の
会長報告とさせていただきます。

94.2％

■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

深澤　知博
田中　利昭
大友　広明
山本　範之
本田美喜男
北川　勝啓
堂山　啓太

会 　 長
副 会 長
副 会 長
幹 　 事
会 　 計
Ｓ Ａ Ａ
広報委員長

高田　晃一
日崎　清二
横山　明美
大須賀眞太郎
八代　信弘
小谷　典之
熊切　宏樹

広報副委員長
委 　 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

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!柴田和明ガバナーエレクト



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 北川勝啓	SAA
ロータリーソング（我等の生業）	 北川勝啓	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地区大会開催のご案内
　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
委員会報告
	 	 2011〜2012年度地区大会実行委員会
	 	 岡田武稔幹事
　新年度に入り今年は当
クラブにとって重要な年
です。旭川地区大会も始
まります、今年の参加者
は53名と聞いておりま
すが、今回は特別な意味があります。締め切り
も若干余裕がありますので、まだ参加決定され
てない方々にも西クラブの参考にしていただき
たいと思います。西クラブが一丸となって一人々
が自分のことと認識され率先して参加していた
だきたいと井上実工委員長が申しておりますの
で、私からお願い致します。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会	平田利器委員長
深澤知博会長	 委員会長
　　　　　　　報告ご清
　　　　　　　聴有難う
　　　　　　　ございま
　　　　　　　した。まず
　　　　　　　私から率先してニコニコします。
佐藤　聡会員	 委員1年間クラブ奉仕理事を務
　　　　　　　めさせていただきます。
平田利器会員	 会員親睦活動委員長をおおせつ
　　　　　　　かりました。1年間宜しくお願い
　　　　　　　します。
プログラム	 理事会　山本範之幹事

「役員・理事・委員長就任挨拶」
下記の方より就任のご挨拶を頂いております。
会計　本田美喜男会員
　しっかりと資金の管
理、出納業務、予算の管
理を行ってまいります。
　当年度は繰越金も少な
く、非常に厳しい緊縮予
算を組まざるを得ませんでした。
　各委員会の理事・委員長さんには予算の少な
い中で、事業の運営をお願いしております。

会場監督　北川勝啓会員
　本年度SAAを任命され
ました。大変重要なポス
トで不安もありますが、
昨年の副SAAとしての経
験を生かし親睦委員会と
密に連携をとりながら進めていきたいと思いま
す。



クラブ奉仕担当　佐藤　聡理事
1.	会員相互の理解を深め、
　連携強化を計るために
　会員卓話を優先的に推
　進する。
2.	協力体制強化のために、
　様々な機会を通じて委員会相互の交流を推進
　する。
3.	例会メモ等を活用し、会員情報を含めた様々
　な情報提供を推進する。
　　上記課題を達成するために、担当副会長と
　連携をとり適切なアドバイスを実施していき
　たいと考えております。以上を関係委員会に
　周知し、円滑な委員会運営のサポート役とし
　て一年間努めて参ります。

職業奉仕委員会　太田　豊理事・委員長
　入会以来配属の親睦委
員会のことしか解りませ
んが宜しくお願い申し上
げます。
　職業奉仕とはなにかを
皆様と共に本業を通しての社会貢献を考える例
会を計画しております。

社会奉仕委員会　内海仁司理事・委員長
　一年間よろしくお願い
申し上げます。又昨年度
の斎藤憲生委員長より始
めましたエコキャップ
も、神田龍一会員と佐々
木和彦会員の協力を得て引き続き継続しており
ますのでよろしくお願い致します。

新世代委員会　奥田頼昌理事・委員長
　委員会には強い味方と
して副委員長の久保会員
（アクト委員長経験者）が
おります。
　早速ですが、前回回覧
しましたライラセミナーが8月21日から23日と
十勝川エコロジーパークで開催されます。参加
する若者が居りましたら参加お願いいたします。

国際奉仕担当　奥　敏則理事・委員長
　理事として、国際奉仕
委員会以外に米山と財団
を担当させていただきま
すが、そのどれもが、厳
しい経済状況の中、皆様

方の貴重な浄財を頂いて成り立つ委員会でござ
います。ただひたすら皆様方に委員長とともに
頭を下げるのみでございますが、カバナーを輩
出することも鑑みまして、例年にも増してお願
いするしかないと思っています。

出席委員会　渡部省一委員長
　当クラブの明るく楽し
く活気ある例会創りに、
全会員の皆様が発揮して
頂き出席率100%を目標
に挙げて活動して参りま
す。出欠の間違いを起さない様出席簿にサイン
の協力をお願い致します。都合がつかず出席出
来ない場合はメークアップして頂き、出席率を
上げて頂くことと、委員共々 1年間宜しくお願
い致します。

親睦活動委員会　平田利器委員長
　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の
テーマに添いながら委員
会内でのコミュニケー
ションを図りながら、貴重な時間を割き参加さ
れる数々の行事に於いて、会員家族の方々を含
めた楽しい環境、参加しやすい環境作りを、委
員お互い助け合い、相談し企画、運営に望みた
いと思います。またニコニコ献金にも積極的に
参加を、お願い致します。

広報委員会　堂山啓太委員長
　今年度の取り組みとし
まして、広報紙を読みや
すさの観点から文を要約
し、字を大きくしていこ
うと考えております。ま
た、テープ起こしでは話の内容、真意が伝わら
ないことも多々ありましたので、今年度から各
担当者にはデータで原稿をいただくことを原則
と考えております。

会員増強委員会　近藤誠勝委員長
　『	ロータリーはひとつ、エンジョイしよう	』
　これを実践する事は、常に声を掛け合いお話
をする事でそこから人を知る。そして学ぶこと、
それがロータリーの原点であると考えます。そ
うする事が、誰でも退会を防止できる大切な事
であろうと思います。また、増強については普
段の人と人のお付き合いの中から1人でも多く



の入会をお願いしまして、輪を広げたく思って
おります。

プログラム委員会　飯田正行委員長
　今年度は、深澤会長の
基本方針に則って「もっ
とメンバーの事を分かり
あおう」と言うことで、
担当例会の6回はすべて
会員卓話を予定しています。
　「商売のPR」「個人的な趣味の話」「マニアッ
クなお宅話」何でも結構分かり合うのが基本で
す。是非、プログラム委員会からお声掛けをし
ますので快く引き受けていただきますようお願
いいたします。

ロータリー情報委員会　天野清一委員長
　今年一年一生懸命がん
ばります。
　会員のデータベースに
つき広報委員会と協力し
てすすめていきます。

健康増進委員会　堀　修司委員長
　今年度は『かたこり』を
中心に卓話を考えていま
す。財政難の折、第1回
目の講師には当院で理学
療法士をしている次男に
原因と治療法について手技を交えて、無料でし
てもらいます。副委員長は久保忠正会員ですの
で薬事法の改正でコンビニでも買えるように
なった『薬』の話をお願いしたいと思っています。
皆様の健康のために1年間頑張ります。

米山記念奨学委員会　佐々木嘉晃委員長
　今年度米山記念奨学委
員会の委員長をさせてい
ただきます。
　経済状況が良くない時
期ではありますが、米山
奨学会への寄付をお願いいたします。
　一年間よろしくお願いいたします。

長期計画特別委員会　越智孝佳委員長
　この度、長期計画特別
委員会の委員長に任命さ
れました越智でございま
す。慣例により、前年度
会長、幹事がこの委員会

の委員長、副委員長となっております。事業に
つきましては、長期計画特別会計設定要綱に基
づいての運営になろうかと思います。

ガバナーエレクト報告
	 	 柴田和明ガバナーエレクト
　米山記念奨学の全国区
評議員になっております
ので次回に廻したいと思
いますので宜しくお願い
します。ロータリー情報
の会議が東京で開催されました。日本ロータリー
財団の税制の件が検討され、今後控除されるよ
う計画していきます。2500地区のガバナー、リー
ダーへの挨拶回りがおわりました。今後の行動
予定は8月に評議委員会、9月にエレクトの全国
研修会、11月にロータリーの研修会、そして我々
の次年度行事に入って行かなければなりません。
小室地区幹事の方から連絡等あると思いますが、
宜しくお願いします。来年1月にはアメリカに
行ってきます。その後色々な会合、研修をへて
本大会に突入いたします。井上大会実行委員長
を中心に準備を進めていただきたいと思います。
最後に皆様方に全面的に個々のご協力をお願い
致します。

閉会宣言	 北川勝啓SAA
点鐘	 深澤知博会長

　次週プログラム予定 
7月23日（木）　会員増強委員会

　「職業別にての人材掘り起こしと、
　　　　　　　　　入会へのシナリオと実践」

グループミーティング

お	知	ら	せ
		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。


