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第1821回例会
平成21年7月30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

月／日
例 　 会

会員総数

出席免除会員

ホームクラブ出席

メークアップ

出 席 率

月 平 均

出席計算に
用いた会員数

出席又は
メークアップ会員

6／11
1814回

70名

6名

64名

61名

51名

10名

95.3％

6／18
1815回

70名

6名

64名

60名

48名

12名

93.8％

6／25
1816回

70名

6名

64名

62名

49名

13名

96.9％

　皆さんこんばんは。会長報告を申し上げます。
　本日わがクラブの茨木ガバナー補佐がゲストとして第1
回目の公式訪問にいらっしゃっています。後ほどご挨拶を
いただく予定になっていますのでよろしくお願いします。
　茨木ガバナー補佐は7月13日南クラブを皮切りに、今日が第6分区11ク
ラブ最後のクラブ訪問です。これを年間4回繰り返し、のべ44回ガバナー
からの伝達をされます。クラブ会長報告と回数が同じくらいだと思います
が大変ご苦労様なことと思います。
　それとキャビネットの方も本当にご苦労様です。私も柴田ガバナー補佐
のときいろいろなクラブにお邪魔して思ったのですが、西クラブはやっぱ
り良いなと、いいクラブに入れてもらったと再認識したものです。
　茨木ガバナー補佐におかれましては、柴田ガバナー年度に向けて非常に
重責だと思いますが一年間職務を全うされますよう心から願っております。
　以前はガバナー補佐と言わず分区代理と言っていましたが8年前帯広ク
ラブの鈴木樹さんからガバナー補佐の呼び名に変わりました。過去西クラ
ブからは、山田薫さん、川田淳さん、宮野永会員、三浦悟さん、柴田和明
会員と茨木ガバナー補佐は6人目となります。
　ガバナー補佐は1996年RIで地区リーダーシッププランDLPが承認され、
このDLPを採択した地区は複数のガバナー補佐を任命できるようになりま
した。ガバナー補佐の役割は文字通り激務となるガバナーを補佐すること
でありますが、増え続けるガバナーの責務を分担することで、地区の運営
の再編成が今以上に可能になり、各クラブの管理面に付随する任務の多く
を補佐に委任でき、よりスムーズな地区運営ができるようになりました。
　次年度柴田ガバナーの年度、各分区からすばらしい補佐が輩出してくれ
ることを願いながら本日の会長報告とさせていただきます。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
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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!

会長　  深澤　知博



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 若林　剛SAA
ロータリーソング（手に手つないで）	 若林　剛SAA
ゲスト紹介	 深澤知博会長

RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　茨木　雅敏様
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①帯広北RC、7月31日（金）は休会と致
　します。
②帯広南RC、移動例会の開催のご案内
　（家族野遊会）
　　日　時　平成21年8月9日（日）
　　　　　　午前10時
　　場　所　西帯広公園
　※尚、8月10日（月）の繰上げ例会と致します。
③帯広RC、8月12日（水）は休会と致します。
　帯広西RC、8月13日（木）は休会と致します。
　帯広北RC、8月14日（金）は休会と致します。
　帯広南RC、8月15日（月）は休会と致します。
④帯広北RC、第3回クラブ協議会開催のご案内
　　日　時　平成21年8月18日（火）午後6時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
⑤帯広西RC、家族野遊会開催のご案内
　　日　時　平成21年9月6日（日）
　　　　　　午前10時〜午後2時30分
　　場　所　御影の滝　山女魚園（清水町御影南7線58）
　　電　話　0156−63−2533
　　集合場所　北海道ホテル
　　　　　　　午前9時正面入り口駐車場
　　出発時間　午前9時15分
　　　　　　　（山女魚園　午前10時現地着）
　　帰　　り　午後1時50分　山女魚園出発
　　　　　　　　〜　北海道ホテル着　午後2時30分
　　　　　　　到着後解散
　※尚、9月3日（木）の繰下げ例会と致します。
米山功労者感謝状贈呈	 山本範之幹事
   奥　敏則会員　　   奥田頼昌会員　　   越智孝佳会員

会葬お礼	 奥田頼昌会員
　一言お礼を申し上げます。先日父の葬儀に際しまして
たくさんの方のお参りいただきまして大変ありがとうご
ざいました。
委員会報告	 親睦活動委員会　平田利器委員長
　本年度の家族野遊会を9月6日（日）
10：00〜14：30までの予定ですすめた
いとおもいます。
　皆様の予定に入れておいていただ
き、多数参加をお願いいたします。北
海道ホテルの前からバスを用意いたしますのでご利用願
います。行き先は、御影の山女魚園で魚釣りをしたり散
策したりしてバーベキューを楽しもうという企画です。
基本的にはバスでの移動ですが、どうしても自家用でと
いうかたは親睦委員会の尾藤委員の方へ連絡をお願いし
ます。有料で手打ちそばがありますが、30食くらいしか
作れないので事前予約ということになっております。山
女釣りは2時間1000円で行います。皆様の参加をお願い
いたします。
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　横田幸宏会員
茨木雅敏会員　RI第2500地区第6分区ガバナー補佐お祝
　　　　　　　い。

堂山啓太会員　いつもゴルフではBBが
　　　　　　　定位置でしたが、先日
　　　　　　　土曜日の国際のコンペ
　　　　　　　で後半36のパープレー
　　　　　　　で上がることができま
　　　　　　　した。まぐれといわれないよう同好会で
　　　　　　　もがんばります。
若林　剛会員　本日初SAA担当です。よろしくおねがいし
　　　　　　　ます。
酒井忠之会員　ゴルフ同好会で優勝しました。
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
　3週間ほど西クラブの例会に出席し
ていないのですが、とりあえず第6分
区は11クラブありまして水曜日、木曜
日というのが例会日というクラブが3
カ所ずつあって訪問するのに3週間か
かってしまいます。今日は第6分区の最後のクラブ訪問で
当西クラブであります。各クラブともいろいろ工夫をしな
がら例会をやっていますが、市内のクラブは恵まれている
と思います。メイキャップ料もさまざまで高いところは
1,500円、上士幌は500円の弁当なのでいりませんとのこ
とでした。例会も20〜30人のクラブですと15人いればよ
いほうです。そのような中でプログラムをつくるのは大変
なようでした。小さい町ではプログラムに関してゲストを
呼ぶのは難しいですし、お金もかけられませんので、これ
からのロータリークラブの活動では一番大変になってくる
のではないでしょうか。
　それと延びておりましたガバナーノミニーの件ですが旭
川、釧路から各1名の立候補が立ちましたが選挙で旭川西
ロータリークラブの増田一雄さんに決まりました。1935
年生まれの増田クリニック理事長で旭川医師会会長です。
　それと、今年度のRI会長のテーマなのですが、「ロータ
リーの未来はあなたの手の中に」ですがこれをわかりやす
く話しますとロータリーの歴史はロータリアンの理念に基
づいたものでありますが、その中で我々のことを光りの輪
にたとえています。この輪がとけることなく強固なもので
なければいけない。そういったことでロータリーの未来へ
の鎖をきたえあげることが我々の使命である。進路を決め
るのは私たちの日頃の行動であり決定であるということで
あります。
プログラム	 国際奉仕委員会　奥　敏則委員長

「モンゴルについて」
　西ロータリーがなぜモンゴルなのかと理事会で言われ
たのですが、モンゴルを支援するようになってから4年
目になっています。時の国際奉仕委員長の川田さんが「現
在のモンゴルは資本主義経済の民主化後、貧富の差が激
しくなってきており大都市と少し離れた町ではより大き
くなっています」とおっしゃっております。帯広、十勝に
はモンゴル通がかなりおりますし、帯広畜産大学に留学
生もたくさん来ていますし、意外と知らないところでモ
ンゴルと接点があるようです。そのモンゴル通に仲立ち
をお願いすれば我々の好意が途中で消えることなく、我々
の些細な好意が国際貢献となりうるのではないでしょう
か。ということでモンゴルを支援させて頂きます。今年
度は当クラブの予算がきびしいということで前年度から
の支援金を半分にさせてもらいました。なんかの折りに
支援箱をもうけて皆様の協力を仰ぎたいとおもっており
ますので宜しくお願いいたします。（その後、パワーポイ
ント等でモンゴルについてお話がありました。）
閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 深澤知博会長

　次週プログラム予定
8月6日（木） 「会員卓話」（プログラム委員会）


