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第1822回例会
平成21年8月6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

2009,AUGUST

■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 8

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　今日8月6日は広島に原爆が落ちて64年目の「原爆の日」
になっていますが、未だに原爆症で苦しんでいる方がいらっ
しゃいます。早く核の均衡での平和ではなく、核のない本当
の意味での永久的な平和を願いたいものです。
　8月は会員増強・拡大月間となっています。先月の例会で会員増強委員長
の近藤委員長から一年間の活動計画と会員増強の意義、退会防止の方針が発
表された例会でしたが非常に心強く聞かせて頂きました。私自身も「めざせ
80名」に向けて率先していかなくてはいけないと改めて強く思いました。
　2500地区では1997年3,308名をピークに昨年度末は2,399名と909名
ピーク時に比べ会員が少なくなって来ています。調べれば毎年3～4％確実
に減少していることはただ単に経済状況が悪いからと言う理由からではなく
ロータリー自体の何か解らないが他の減少の理由があるのではないかと思う
のです。
　ロータリーも100年が過ぎた今、100年に一度という経済危機に陥ってい
ますが100年前と同じ大恐慌の時にシカゴに初めてロータリークラブが出来
ましたが、その時と同じで仲間と職業奉仕が改めて大切ではないかと思います。
　ロータリーの財産は疑いもなく会員1人1人であって、この財産なくして
は多くのプログラムも奉仕も無意味になると思います。
　なぜ、毎年毎年新会員を求めるのでしょうか？
　新会員は私たちの未来であり、ロータリーの次世代を担う人だと思います。
　RI会長のテーマである「ロータリーの未来はあなたの手の中に」は会員増
強にも当てはまる言葉だと思いますので、会員皆さん1人1人がこの西クラ
ブの未来のための会員増強なのだと言うことをご理解お願いします。
　2500地区の増強目標は純増一名と言うことであります。
　そして、来年度の地区大会に向けて多くの仲間を集め、会員全員で地区大
会を成功させるためにも会員増強が必要であり、それが本年度にかかってい
ると思います。皆様のより一層のご協力をお願いして会長報告とさせて頂き
ます。

■今月の主な行事
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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
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■出席状況報告

月／日
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 萱場誠一SAA
国歌斉唱	 萱場誠一SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 萱場誠一SAA
たいまつ宣言唱和	 萱場誠一SAA
8月結婚祝	 親睦活動委員会　平田利器委員長
  大澤　剛会員（1935.8. 1）　萱場誠一 〃 1996.8. 8
8月誕生祝
  大澤　剛会員 1935.8.  1　堀　修司 〃　1946.8.26
  奥田頼昌 〃　1953.8.31　古田敦則 〃　1957.8.28
  小甲哲士 〃　1959.8.28
バースデーソング	 親睦活動委員会　平田利器委員長
乾杯	 千葉清孝会員

（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。
②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17日（月）は休会と致します。
③帯広RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年8月26日（水）午後6時〜午後7時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広西RC、夜間移動例会のご案内
　　日　時　平成21年8月27日（木）午後6時30分
　　場　所　北の屋台
⑤帯広東RC、家族野遊会開催のご案内
　　日　時　平成21年8月30日（日）
　　場　所　幕別町札内依田　焼肉ガーデン
　※尚、9月1日（火）の繰上げ例会と致します。
⑥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。
⑥例会終了後、定例理事会を開催致します。

委員会報告	 職業奉仕委員会　太田　豊委員長
　職業奉仕委員会　太田　豊委員長より平成21年8月
27日（木）の夜間例会の案内がありました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　小島清司会員
大沢　剛会員　二人目の孫が生まれ
　　　　　　　ました。これからが
　　　　　　　楽しみです。
奥　敏則会員　先週の担当例会、つ

　　　　　　　たない話で申し訳ありませんでした。
　　　　　　　テニスの国際女子オープン、何事もな
　　　　　　　く終了しました。強力いただきました
　　　　　　　会員の皆様ありがとうございました。
仲村　晋会員　（帯広南RC）熊切君をよろしくお願いい
　　　　　　　たします。
出席報告	 出席委員会　渡部省一委員長
6月末会員数  68名
7月入会会員数  1名
現在  計69名（女性会員数2名）
7月例会出席率（例会数5回）
94.3%
青少年交換派遣学生挨拶	新世代委員会　奥田頼昌委員長
　　　　　白樺学園高校1年　千葉ジョセフ君
　一年間USAカリフォルニア州へ留学予定。USAでの
語学、歴史、文化などを学び、自分の将来につなげたい。

プログラム	 飯田正行　プログラム委員長
「会員卓話」

1. 熊切宏樹会員
　年齢は現在41歳、家族は妻と小学
生3年と幼稚園の年中の息子が二人
です。
　帯広生まれの帯広育ち、札幌の大
学を卒業後、札幌の丸彦渡辺建設に
10年、現在父親の会社である有限会
社熊切設備工業所勤務。
　ロータリーに入会するきっかけは、
昨年の12月に越智前会長直々に会社にお越いただきま
して入会を勧められました。昨年まで10年間青年会議
所に籍をおき、ほとんど家にはいない生活を送ってお
りました。今後はこのロータリーや幼稚園や小学校の
役員で沢山の方々に出会い、活動することがこれから
の仕事であるとも考えております。人との出会いは本
当に40過ぎてこれから最大限に生かせる自分の財産で
あると思っておりますので、末永いお付き合いをお願
いいたします。

2. 小谷典之会員
　1962年稚内市に誕生後、天塩町、
岩手県久慈市、神奈川県横浜市と転
居し、札幌医大進学、医師になって
からの出張病院（釧路赤十字病院、
倶知安厚生病院、浦河赤十字病院、函館協会病院など）
の紹介、年収の推移、1996年帯広にて開院するまで
のエピソードをパワーポイントで紹介した。
閉会宣言	 萱場誠一SAA
点鐘	 深澤知博会長

8月はRI指定の「会員増強・拡大月間」です。
SAA
　・8月の粗食例会は20日を予定しています。

　次週プログラム予定
8月13日（木）「休　会」 
8月20日（木）「肩こりの原因と治療法」

 （健康増進委員会）
ゲスト　堀整形外科  理学療法士  堀　智貴様

お	知	ら	せ


