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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）
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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
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■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 9

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　先ほどガバナーエレクト事務所の修祓式が無事終えましたことをご報告
します。
　さて、先週、旭川での地区大会皆さん本当にご苦労さまでした。これ
で、柴田ガバナーノミニーがガバナーエレクトになり、帯広の地区大会開
催が正式に決まったわけですが、今回の地区大会に参加して思うところが
たくさんあるなと、私なりの感想を持ちましたが、参加した皆さんもいろ
いろな意見があると思いますので、これから開催に向けて議論をして、地
区の皆さんが来てよかったと思えるような開催要件の範囲内で、参加する
会員の事を考えながら、開催をしなければいけないなと思いました。本当
にホストクラブの旭川東ロータリークラブは大変だったと思います。改め
て9月28日のガバナー公式訪問のときに「ご苦労様でした」とお伝えした
いと思います。
　今月は「新世代のための月間」となっています。本日の例会は帯広ロー
ターアクトクラブの会長と地区代表ノミニーさんから、今年度の活動につ
いて話していただきますが、新世代について私から説明するより、今月の
ガバナー月信にいろいろな立場から新世代について載っていますので、ぜ
ひ読んでいただいて理解を深めて頂きたいと思います。それから地区の委
員長として三野宮会員も載っていますので、ぜひ読んでください。
　最後に今月の理事会の報告をさせていただきます。
　まず、八代信弘会員から休会届けが出てきていますので承認をさせてい
ただきました。それから、笹井祐三会員の出席免除の申請も承認させてい
ただきました。
　最後にガバナー会からの要請で山本ガバナーより、ロータリー会員を含
む多数の方が被災されました、兵庫県西北部豪雨と台湾台風の両災害被災
者への義援金の協力依頼がきましたので、これも承認させていただきまし
た。後ほど募金箱を回しますので、ご協力をお願いします。
　私からのお願いで、例会欠席の多い会員への出席するよう、役員・理事
にフォローを依頼しましたが、皆さんも声掛けをしていただけたらありが
たいです。
　今月末で星屋さんが退職ということになりました。37年間、本当にご
苦労さまでした。後ほど星屋さんからご挨拶をいただきますので、よろし
くお願いします。
　以上で会長報告とさせていただきます。
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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

■今月の主な行事
家族野遊会（9月3日の繰り下げ）

誕生・結婚祝

ガバナー公式訪問（9月24日の繰り下げ）
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■出席状況報告
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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（奉仕の理想）	 北川勝啓SAA
ゲスト紹介	 深澤知博会長
帯広ローターアクトクラブ会　長　岡崎早智様
　　　　　　〃　　　　　副会長　外山史教様　
（会食）
会長報告

会務報告
①帯広南RC、9月21日（月）
　は祝日のため休会致します。
　帯広東RC、9月22日（火）
　は祝日のため休会致します。
　帯　広RC、9月23日（水）
　は祝日のため休会致します。
②帯広北RC、家族野遊会開催のお知らせ
　　日　時　平成21年9月27日（日）午前10時
　　場　所　御影の滝山女魚園
　※尚、9月25日（金）の繰下げ例会と致します。
③帯広RC、家族野遊会開催のお知らせ
　　日　時　平成21年9月27日（日）
　　場　所　十勝ヒルズ
　※尚、9月30日（水）の繰上げ例会と致します。
④帯広西RC、移動例会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年9月28日（月）午後0時30分
　　場　所　北海道ホテル
　※尚、9月24日（木）の繰下げ例会と致します。
⑤帯広南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9月28日（月）午後6時
　　場　所　北海道ホテル
花束贈呈
　事務局を退職される星屋千代子様へ花束贈呈

宮野永会員よりお礼の言葉
　「長い間お世話になりまし
た。知識の豊富さ、人柄の
良さ、熱意のある方です。誠
に残念ですがこれからは十分
に体に気をつけて頂き、た
まには例会に顔を見せて下
さい」
星屋様より
　「西RC様には48年の1月か
らお世話になりました。その

間大変お世話になりました。西RC様の益々の発
展と会員皆様のご健勝を心から御祈念申し上げま
す」
スポンサーピンバッジ贈呈

堀　修司会員　太田万也会員
出席率100%表彰者記念品贈呈

　30年表彰 斉藤允雄様　25年表彰 岡田武稔様 
　20年表彰 太田万也様　15年表彰 茨城雅敏様  
　05年表彰 近藤誠勝様  内海仁司様
委員会報告
　18日午後、各部会長副部
会長役員のみなさまにて旭
川地区大会での感想・意見
等の話し合いを行います。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
柴田和明ガバナーエレクト
　修祓式無事終了させてい
ただきました。今後共会員
皆様のご指導をよろしくお
願い申し上げます。
深澤知博会長　旭川地区大会、多くの参加ありが

とうございました。
井上昭次会員　旭川地区大会お世話になりました。
川上哲平会員　十勝CCグランドシニアチャンピオ

ンになりました。四年ぶり四度目
となります。

千葉清孝会員　地区大会パークゴルフ大会で準優
勝いたしました。

太田　豊会員　北の屋台での夜間例会たくさんの
出席を頂きありがとうございまし
た。また、今月の結婚祝いありが
とうございました。

北川勝啓会員　8月に行われたゴルフ同好会コン
ペで入会 3年目で初優勝する事が
出来ました。今後も優勝出来るよ
うがんばります。ありがとうござ
いました。

出席報告	 出席委員会

山本範之幹事

宮野　永会員

星屋千代子様

佐々木和彦会員

大沢　剛会員

深澤知博会長

次年度地区大会幹事
岡田武稔会員



プログラム	 新世代委員会

帯広ローターアクトクラブ

「ローターアクト今年度活動計画」他
　みなさん、こんにちは。今年度、帯広ローター
アクトクラブで会長を務めております、岡崎早智
です。本日はお招きいただきましてありがとうご
ざいます。
　本日の内容ですが、今年度最初の訪問となりま
すので、私からは、活動テーマや組織体制や状況
についてお話させて頂きまして、外山副会長より
今年度の活動報告をさせて頂きます。
　今年度、帯広ローターアクトクラブのクラブ
テーマを「Feeling」と致しました。長年在籍して
いる中で、RACで得るものや楽しいこと、辛いこ
とたくさんありますが、それらは他の誰とも同じ
ではありません。個々によって、変化していきま
す。そのような中で共通して言えることはないか
考えた時、ローターアクトクラブは「場」であると
考えるようになりました。「自己研鑽の場」「研修
の場」「友達作りの場」「楽しい場」、ひとりひと
りRACに求めること、得ることは変わりますが、

「場」であることには変わりないと思います。私は
提唱RCをはじめ、OB・OGの諸先輩方が築き上げ
てきたこの場を大切にし、さらに有効活用できる
ような環境作りをしていきたい。会員の皆さんに
はRACという「場」を最大限、活用してほしい。こ
のような思いから「Feeling」と致しました。
　そして、このFeelingというテーマに沿った活
動を行うために「きらめき」という基本指針を設け
ました。

き（基）…基礎を学びアクトの魅力を知ろう
　◦アクトについて学ぼう
　　〜他団体との違いや異業種理解、職業
　　　奉仕があるなど
　◦アクトの魅力を感じよう
　　〜同世代の仲間と出会える、実践しな
　　　がら学べるなど
ら（楽）…楽しく学びのびのびと活動しよう
　◦楽しい活動をしよう
　　〜メリハリをつけ楽しむときは思いっ
　　　きり楽しむなど
　◦のびのびとした活動をしよう
　　〜失敗を恐れず色々なことにチャレン
　　　ジするなど

め（芽）…芽を育もう
　◦自分の中にある芽を育てよう
　　〜色々なことにチャレンジし自己啓発
　　　に努めるなど
　◦お互いの芽を育てよう
　　〜時にはライバル意識を持つなど切磋
　　　琢磨しあうなど
き（絆）…絆を深めよう
　◦アクター、クラブ、ブロック間の絆を
　　深め連携をとろう
　◦他地区、他クラブとの交流を大事にし
　　よう
　◦ロータリアンとの親睦を図ろう

　続きまして、組織体制についてご報告致します。
今年度、会長は私、岡崎早智。副会長には本日参
加させて頂いております、外山史教。幹事には石
野雄一。副幹事は澤田俊一および高橋佳奈が務め
ます。
　今年度は、今後のことを考え、在籍年数が短い
会員や、若い年齢の会員を役員にしております。
その分、ロータリアンの皆様にはご迷惑をおかけ
することも多々あるかと思いますが、自分たちの
ためにもなりますので、お気づきの点はどうぞご
指摘頂けますようお願い致します。
　会員数につきましては、全年度7名の卒業生を
迎えましたが、7/1付け新入会員が8名おります
ので、25名で活動をスタート致しました。
　そして、Feelingというテーマのもと活動をは
じめて2カ月が経過致しました。
　現在のクラブの状況をご報告いたします。
　年度前から、各委員長に例会プログラムひとつ
ひとつに目的意識をしっかり持って作り上げるよ
うにお願いし、例会での会長挨拶などを利用して
会員みんなに、ただ参加するのではなく、ひとつ
でも持ち帰れるように、自分で目的を見つけたり
意識したりして参加して欲しいと呼び掛 けてお
ります。
　7/1に8名の新入会員を迎えましたが、前半は
ソフトボール大会など親睦をはかる機会が多いこ
と、今年度は外に出て行う例会や動きのある例会
も多くあることから、少しずつ会がまとまりはじ
め、また和気あいあいと笑顔あふれる会になって
おります。まずは、会員みんなが仲良くなること、
ひとつになることを目標としておりますので、順
調にすすんでいると感じております。
　今後は、研修などを行い、メリハリをつけた活
動が出来るようにしていきたいと考えております。
　そして、自分たちで調べて学ぶことも大事です
が、ロータリーの皆さまに教えて頂きたいことも
ございます。
　たとえば、私たちはロータリークラブの皆さま
を鏡とし、お手本として活動しておりますので、
四大奉仕にそった活動を行いたいと考えております。

奥田頼昌委員長

岡崎早智会長



　しかし、四大奉仕の中のひとつである職業奉仕、
こちらにつきましてはピンとこない会員や、どの
ようなものなのか理解できない会員がおります。
さまざまなとらえ方があるとお聞きしております
が、ぜひどのように考えているのか教えて頂けま
すようお願いいたします。
　また、社会人としてまだまだ発展途上にある私
たちですので、些細なことでもかまいません。お
気づきの点は、ぜひご指導頂きたいと思います。
そのような機会はなかなかないのかもしれません
が、合同例会という機会がございますので、その
時にはぜひ、色々ご指導頂ければと思います。
　この合同例会は、前年度からスタート致しました。
　本日のように、昼の例会訪問がだんだん難しく
なってきており、役員全員が参加することはほぼ
不可能となってきていること、時期によってはひ
とりも参加出来ないことがあることから、できる
だけ夜間にして頂きたいとお願いさせて頂きまし
た。
　私たちが参加しやすいように、夜間に例会を行
うこと、そしてできるだけ多くのアクターが参加
して私たちの活動を見て頂く機会を設けるという
目的から、この合同例会を行うことになりました。
　昨年度は、例会プログラムの中で、RACの例会
をそのまま行い、私たちが行っている例会と内容
を見て頂きました。今年度は、プログラム重視で
行う予定です。
　その際に、親睦が図れるような企画を考える予
定ですので、色々なお話をして相互理解を深めた
いと考えております。
　最後になりますが、今年度は、創立35周年を
迎える節目の年度でもございますので、会員一丸
となって取り組むのはもちろん、楽しく伸び伸び
活動し、切磋琢磨しあいながら共に成長していけ
るように頑張ってまいります。
　1年間、テーマにそった活動をしていきますの
で、どうぞよろしくお願い致します。

帯広ローターアクトクラブ

〜外山史教副会長から報告〜
○ソフトボール大会の報告
　8/23に行いました第14回リサイクル・ふれあ
い12時間ソフトボール大会には、奥田新世代委
員会委員長に応援に来て頂き、北川ロータリアン、
堂山ロータリアンにおかれましてはお子様ととも
に試合に参加して頂くなど、提唱ロータリークラ
ブの皆さまにお越しいただき、助っ人に入って頂
いたり、差し入れや応援を頂いたり致しました。
おかげさまで盛会に終えることが出来ました。ど
うもありがとうございました。

　今回は7試合を行い、参加チームから65名、ロー
タリアン、他クラブ、OBOGから28名、帯広RAC
から21名が参加しました。回収したリサイクル
品はリングプル5,733g、古切手970g、エコキャッ
プ25,791g、テレホンカード3,630gになりました
ので、ご報告いたします。
　回収したリサイクル品につきましては、年間を
通して集めたものを、年度末にまとめて各業者へ
送る予定となっております。引き続き、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

○例会の報告
　例会報告書を読み上げる
　※イカダ下りの時に追加
　長雨の影響で川が増水し、一度、延期となりま
したが、増水したままだったため中止となりまし
た。例会プログラムとして行っておりましたが、
作成と片付けの2日間をもって例会プログラムと
させて頂きました。

○今後の予定
　クリスマスパーティと世界RAデーの宣伝

○創立35周年
　日　　　程：平成22年6月12日（日）
　メイン会場：とかちプラザレインボーホール
　会長・幹事、RA委員長をはじめ多数のロータ
リアンに参加して欲しい。

閉会宣言	 北川勝啓SAA
点鐘	 深澤知博会長

9月はRI指定の「新世代のための月間」です。
GSE
　・9月21日から26日インドネシアから5名、第6
　　分区で受入れを致します。
　・GSEのホームスティ先を募集しています。
　・2010年度第6分区からインドネシアへの派遣団
　　員を募集致します。
理事会
　・兵庫県西北部豪雨・台湾台風両災害被災者への
　　義援金のご協力をお願い致します。
　・9月28日（月）11：00
　　第4回クラブ協議会（ガバナー公式訪問）を開催
　　致します。
　・9月28日（月）12：15
　　例会前に山本ガバナーと全員で「記念写真」を撮
　　影致します。
　　会員は12：10まで例会場に来て頂きますよう
　　お願い致します。

    次週プログラム予定
　 9月28日（月）   「ガバナー公式訪問」（理事会）

お	知	ら	せ

外山史教副会長


