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第1829回例会
平成21年10月8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,October

■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 10

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　今日は久々の例会に感じますが、この一週間で季節の変わり
目を感じ、すっかり寒くなりましたが、皆様には健康に留意さ
れてお過ごし頂きたいと思います。
　先月28日にガバナー公式訪問例会と、役員理事・委員長には
クラブ協議会の出席ありがとうございました。無事に1つの峠を
越えたように思えます。
　山本ガバナーとの会長幹事懇談会では、ほんとにジャンルを
越えて、いろいろな話を聞かせて頂きましたが、少し気になっ
たのが新型インフルエンザのことで、今流行っている新型イン
フルエンザがタミフル・リレンザの治療薬の耐性を備えたウィ
ルスが出てきた時には、何十万人の死亡者が出ると言っておら
れました。
　今月から年末にかけてピークになると言っていましたので、
新型インフルエンザにかからないように自己防衛をぜひ皆さん
してください。
　ちなみに山本ガバナー曰く、マスクは余り効かないそうです
が、他にうつさないようにするためには有効だそうです。でも
しないよりはした方が精神的に安心かもしれませんが。
　近頃、あちらこちらで消毒用のアルコールがおいてあります
が、会社や自宅にも用意をした方がいいと思いますので、久保
会員の薬局でマスクと消毒用のアルコールと、うがい薬を早め
にお買い求めになったほうが良いかと思います。
　今月は職業奉仕と米山月間となっています。
　今月のプログラムもこの月間の理解が深まるような例会にな
ればいいなと思っていますので、担当委員会はよろしくお願い
します。
　以上で会長報告とします。
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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
※休会
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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	 横田幸宏SAA
国歌斉唱	 横田幸宏SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 横田幸宏SAA
たいまつ宣言唱和	 横田幸宏SAA
米山奨学生

10月結婚祝	 親睦活動委員会
井上　昭次会員　1950.10.03
小室　陸雄会員　1954.10.11
河合　健一会員　1960.10.22
岡田　武稔会員　1965.10.17
鈴木　　享会員　1971.10.24
近藤　誠勝会員　1974.10.20
林　　文昭会員　1976.10.21
越智　孝佳会員　1979.10.15
中山　廣雄会員　1984.10.10
奥田いづみ会員　1994.10.10
10月誕生祝
斉藤　允雄会員　1940.10.28
山田倫一郎会員　1941.10.09
本田美喜男会員　1948.10.09
佐々木嘉晃会員　1956.10.05
バースデーソング	 佐々木和彦親睦委員

乾杯

（会食）
会長報告

会務報告
①帯広南RC、10月12日（月）は
　祝日のため休会致します。
　帯広東RC、10月13日（火）は
　休会致します。
②帯広北RC、移動例会開催のお知らせ
　（北の杜育樹）
　　日　時　平成21年10月16日（金）
　　　　　　午後0時30分
　　場　所　北の杜

③帯広東RC、夜間移動例会開催のお知らせ
　　日　時　平成21年10月20日（火）
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　徳音（西3条南10丁目）
④例会終了後、定例理事会を開催致します。
	
ニコニコ献金	 親睦活動委員会
山本信男ガバナー
　9月28日の公式訪問クラブ協
　議会ありがとうございます。
深澤知博会長
　ガバナー公式訪問無事終わ
　りました。ご協力ありがとうございました。
大友広明会員	 ゴルフ同好会で久々に準優勝し
　　　　　　　ました。
柳沢一元会員	 9月28日山本ガバナー、大隅幹事、
　　　　　　　石崎様の3名が公式訪問後に店に
　　　　　　　来てくださいました。
神田龍一会員	 環境省の補助事業に認定されま
　　　　　　　した。

出席報告

プログラム	 ガバナーエレクト代表幹事

ガバナーエレクト事務所
「年間スケジュールと事業内容について」

	 	 ガバナーエレクト副幹事
　事務局からのお願いですが、
ガバナーエレクト事務所とし
て運営していくにあたっては、
今後は基本的には、西ロータ
リー会員全員で運営していく
ことをお願い致します。

　みなさん、一国一城の主で
す。どうかひとつ事業にたず
さわってもらうことを願いま
す。

山本範之幹事

深澤知博会長

三野宮功会員

渡部省一委員長

小室陸雄様

佐藤　聡様

宮野　永会員

佐々木和彦委員

アロアロ・マルコス・
フォアン君

上垣香世子委員



地区協議会
２０１０年４月１８日 帯広市民文化ホール・とかちプラザ

次年度ＲＩ会長テーマの解説

地区活動方針説明（詳細）

分科会での基礎研修（第１～第７分科会）

※地区委員会活動方針の報告

公式訪問の説明（第１分科会）

柴田ＤＧ年度の事業予定案（年間スケジュール）

ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）
２０１０年４月１７日 北海道ホテル

クラブ会長としての心得

ロータリー組織の理解

講演：ロータリークラブの会長としての心得

地区の現状説明（ＤＬＰ・ＣＬＰその他の説明）

ＲＩテーマ発表と地区活動方針発表

年間スケジュール発表

地区予算案説明（事前配布）

ロータリー財団・米山奨学会活動方針
WCS/マッチング・グラント等事業解説

全体スケジュール

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

旭川地区大会

ガバナー補佐会議

国際協議会

諮問委員会・ガバナー補佐会議
地区委員長会議（40名）

地区チーム研修セミナー（80
名）

PETS・地区協議会（700名）

第6分区 IM（500名）

ガバナー公式訪問
（66クラブ）

帯広地区大会
（1,200名）



閉会宣言	 横田幸宏SAA
点鐘	 深澤知博会長

10月はRI指定の「職業奉仕月間」です。
理事会
　・10月のロータリーレートは1ドル＝90円
　　です。
SAA
　・10月の粗食例会は22日を予定しています。

    次週プログラム予定
　 10月15日（木）  米山記念奨学委員会
　　「ゲスト卓話」
　　RI第2500地区米山記念奨学会運営委員会
　　　　　　 委員長　讃岐　武史 様

お	知	ら	せ

地区大会
２０１０年１０月２日～３日 帯広市民文化ホール・日航ノースランド帯広

【第２日目】

特別記念講演会

本会議

基調講演

並行プログラム（エクスカーション）※観光

並行プログラム（米山記念奨学委員会）

大会記念懇親会

【第３日目】

本会議（RI会長代理の総評etc）

IM インターシティ ミーティング
２０１０年５月 北海道ホテル

参加者 第6分区 全ロータリアン

記念講演 講師は他地区パストガバナー等

フォーラム ロータリの抱える課題等

懇親会 アトラクションを含む

運 営 実行委員会組織にて対応

地区大会参加者一覧

RI会長代理ご夫妻

歴代パストガバナーご夫妻

姉妹地区（韓国）ガバナーご夫妻

友好地区（タイ・マレーシア）ガバナーご夫妻

他地区ガバナー及びロータリアン

ローターアクト・インターアクト

交換留学生・米山記念奨学生

GSEメンバー

地区内ロータリアン及び夫人やご家族

記念講演講師・基調講演講師

地区大会
２０１０年１０月１日 北海道ホテル・ゴルフ場

【第１日目】

ゴルフ大会・パークゴルフ大会

地区指導者育成セミナー

地区諮問委員会

ガバナー補佐会議

会長・幹事会

地区委員長合同会議
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

姉妹地区（友好地区）歓迎晩餐会

※韓国・タイ・インドネシア


