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第1820回例会
平成21年7月23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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　皆さんこんにちは。
　会長報告を申し上げます。はっきりしない天気が続き、十
勝の基盤産業である農業も作物全般で遅れが拡大していて非
常に心配していますが、その一方でこの天候不順でのトムラ
ウシと美瑛岳の悪天候による夏山遭難は日本山岳事故史上、例を見ない非常に
残念な事故になりました。この自然の威力を改めて恐れながら、亡くなった方
々のご冥福をお祈りしたいと思います。
　さて、先週17日にローターアクトの親睦ビールパーティー例会に新世代委員
会の奥田理事と出席してきました。私にとってローターアクトの例会に出席し
たのは恥ずかしいですけども2回目で、きちんとした例会セレモニーに感心し
たり、若い人向けのゲームに自分の記憶の無さに年を感じたり、開西病院の3
人の看護師がゲストで来ていたりと久々に若い人と楽しい時間を過ごさせてい
ただきました。
　特にアクトの会長はわがクラブ河合会員の社員岡崎早智さんであり、後から
河合会員に聞きましたら会社から3人アクトに出しているとのことでした。そ
して会場で見たことあるなと思っていたら金尾会員の社員で副幹事の高橋佳奈
さんであったりと、西クラブからもアクトに積極的に参加させていると改めて
感心をしました。ローターアクトの会員は自分の会社にアクトの活動を通じて
きっと職業奉仕をしていると例会に参加して感じました。
　しかし、アクトの会員数が非常に少なくなってきていますので、皆さんの今
以上の会員増強を私からもお願いします。
　それからやっとというかガバナーノミニーが決まったという報告を茨木ガバ
ナー補佐よりFAXがありました。旭川西ロータリークラブの増田一雄さん、お
医者さんで74歳という方で詳しいことは後日ガバナー月信で報告があると思い
ます。
　今日は今年度初めての粗食例会ということで、食事はいかがでしたでしょう
か? 心配した欠席者も少なく私もSAAもひと安心しています。
　本日の例会は会員増強ということで「めざせ80名」の達成を心からお願いし
まして、本日の会長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。

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
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広報委員長

高田　晃一
日崎　清二
横山　明美
大須賀眞太郎
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小谷　典之
熊切　宏樹

広報副委員長
委 　 員
委 員
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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!

会長　  深澤　知博



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 横田幸宏 SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）
（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	 ガバナー事務局　小室陸雄代表幹事
　ガバナーエレクトがいよいよ行動の年となりました。
　事務所に事務局長をおくことにしました。佐藤聡会員
にお願いしました。
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　上垣香世子会員
柳沢一元会員� �ガバナー補佐公式訪問で北ロータリーク

ラブに出席させて頂き、新鮮でとても勉
強になりました。

斉藤憲生会員� �連休に札幌ドームでサイモンとガーファ
ンクルのコンサートに行って来ました。
ガーファンクルの澄んだ声はなかったで
すが懐かしいひとときでした。

石原英樹会員� �ゴルフ同好会で準優勝でした。気が楽に
なりました。

熊切宏樹会員� �ゴルフ同好会初参加で真ん中賞頂きまし
た。

プログラム	 会員増強委員会　近藤誠勝委員長
「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

　先日、退会されました道東コマツ
の中島さんと個人的に会う機会があ

りました。いろいろ根ほり葉ほり聞いてきました。退会
という部分が増強に密着するのではないかなと感じまし
た。中島さんは幹事経験者で、その当時は常にマイクを
もっていたし慣れもあった。しかし、少しはなれてマイ
クをもつ機会が少なくなり、委員長となると今更ながら
非常に緊張したとのこと。また、例会出席があまりでき
なくなると心の中のうしろめたさ、また皆様の笑顔で出
席されるなかでハンデもついたように感じたとのことで
した。
　退会防止ということで我々にとって最低限できること
は何か?� 木曜日12:30に集合する意味は何か?� ロータ
リーの基本ではないかと感じます。
　経営者の皆様ですから孤独もあるでしょうし、仕事の
部分もあるでしょう。いろいろなつながりがあります。
常に楽しく、笑顔で迎えられるロータリーでなければな
りません。異業種であるから自分にもっていない何かが
あろうという期待感、人と人とのふれあいで何か学ぼう
となるわけです。
　このことが、退会防止の大きな基本になると思います。
楽しく、笑顔で迎えられるロータリーでなければいけま
せん。皆様、自分の仕事に対するプライドをおもちでしょ
うし、そういったことを我々だけで共有してよろしいの
でしょうか?�まだまだ、仕事のみに没頭している方が大
勢おります。非常にもったいないと思います。こういっ
たことをふまえて今日は職業分類に基づいて会員増強、
退会防止のグループミーティングをして下さい。

閉会宣言	 山本範之幹事
点鐘	 深澤知博会長

理事会
・�地区大会の追加、取消、変更の締切りは7月30日

(木)迄です。
・�ガバナーノミニーが旭川西RC増田一雄会員に決定

致しました。
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。

　次週プログラム予定
7月 30日（木）

　　「夜間例会」
　　「ガバナー補佐公式訪問」
　　RI第 2500地区第 6分区ガバナー補佐
	 茨　木　雅　敏　様　
　　「モンゴルについて」　（国際奉仕委員会）

お	知	ら	せ


