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第1830回例会
平成21年10月15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

　みなさんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　また今週に入り一段と寒くなりましたが、みなさんお身体を大切に
して頂きたいと思います。
　今月は職業奉仕・米山月間となっています。後ほど米山記念奨学会
運営委員会の委員であります、帯広ロータリークラブの渡辺喜代美さ
んから米山について卓話がありますので、米山について理解を深めて
頂きたいと思います。
　職業奉仕の方ですが、これまでに多くの先達者がロータリー運動の
根幹は職業奉仕にあると説いていますが、今年度、山本ガバナーの地
区目標の一番に掲げているのは「本業に一意専心」であり、公式訪問
の時にも、このきびしい経済状況の時こそ職業人の集まりであるロー
タリーにとって、職業がすべての土台であり、その上に立ってのロー
タリー活動であるべきと言っておられましたが、私も職業を離れての
ロータリー活動はあり得ないと思っています。
　104年前、人心の荒れすさんだシカゴの地に、ポールハリス他３人
の職業人が事業の存続と親睦を求めて集まったのがロータリーの発祥
であり、そういった意味からも職業奉仕をもっと深く私たちは理解す
べきではないかと思いますし、自分の職業を通じての奉仕をどう実戦
していくかが大切なことではないかと思います。是非、自分の仕事に
置き換えて奉仕を考えることがこの月間の意味だと思います。
　最後に今月の理事会の報告をさせて頂きます。
　今年度も次年度会長エレクト選出の時期になりましたが、西ロータ
リーの定款・細則には明記されていませんが、今日の例会において、
次年度会長エレクトの立候補者を募ります。我と思う方は山本幹事ま
で申し出てください。この募集の締め切りは10月21日とします。立候
補がいない場合は、速やかに指名委員会を立ち上げ10月22日の例会で
もって委員の発表をさせて頂きます。指名委員会の委員は、西ロータ
リーの慣例によって、現会長を含め6代前までの6人の会長経験者とし
ます。次年度会長エレクトの会長年度は40周年の時でもありますので
名誉ある会長にぜひ立候補をお願いします。
　以上で会長報告とさせて頂きます。
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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
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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

RI第2500地区米山記念奨学運営委員会
渡辺喜代美様（帯広RC）

（会食）
会長挨拶

会務報告
①帯広北RC、移動例会開催のご案内
　（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
②帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　　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）
③帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　　日　時　平成21年10月23日（金）午後6時30分
　　場　所　弁慶九丁目店
④帯広東RC、移動例会開催のご案内
　　日　時　平成21年10月27日（火）午後0時30分
　　場　所　帯広トヨペットマイカーランド
　　　　　　ツイング（西22条南1丁目）
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　（帯広ローターアクト合同例会）
　　日　時　平成21年10月29日（木）
　　　　　　午後6時30分〜午後8時
　　場　所　北海道ホテル
⑥帯広北RC、10月30日（金）の例会は休会といたし
　ます。

委員会報告（ニコニコ献金）	 親睦活動委員会
佐々木嘉晃会員	 本日は米山奨学会
　　　　　　　	の担当例会です。
　　　　　　　	 	米山の寄付をお願
　　　　　　　	 	いしますので宜し
　　　　　　　　くお願いします。
佐藤　　聡会員	 前回の西ロータリーゴルフ同好会
　　　　　　　　で珍しく真中賞でした。
茨木　雅敏会員	 報告が遅れましたが、十月一日の
　　　　　　　　足寄クラブで、山本ガバナーのク
　　　　　　　　ラブ公式訪問、第六分区の日程を
　　　　　　　　無事終了いたしました。

プログラム	 米山記念奨学委員会

ゲスト卓話

「心つないで、世界へ」
〜ロータリー米山記念奨学会の学友たち〜

RI第2500地区米山記念奨学会運営委員会
　2500地区昨年度の寄付金状況は、
個人平均寄付額7,104円、全国第33
位（34地区中）でした。全国平均が
15,758円と若干上向いております
が、こちらは第2760地区名古屋名
東RC会員からの1億円寄付収入にて、前年度より
4,200万円アップしたためとの報告です。そんな中、
帯広西クラブの昨年の一人当たりの平均寄付金額は、
7,871円でした。来年度の柴田ガバナー年度に合わ
せて、西クラブ会員様のご協力いただければ幸いで
す。事業内容の理解を深めるために、このグラフに
記された数字が表になって皆様の目に映ることが多
くなるかと思います。今から次年度のためご協力よ
ろしくお願いします。
　㈶ロータリー米山記念奨学会は、全国のRC会員の
皆様によるご寄附で運営されている国内における民
間最大の奨学事業です。その歴史は、東京RC創設者
である米山梅吉翁の遺功をたたえ東京クラブが1952
年に米山基金構想をまとめ、1954年タイより第1号
奨学生ソムチャード君が来日。1957年、1クラブ事
業から国内全クラブの合同事業へと発展、1967年財
団法人ロータリー米山記念奨学会として文部省（当
時）より許可を得ました。また、2007年には多地区
合同奉仕活動事業としての手続きを完了し、40年の
歴史をもってRIにそのプログラムを認められたのが
現状でございます。
　奨学生は1年または2年の奨学期間を終えますと、
学友として母国でそれぞれの活躍をされています。
そんな学友たちの活動を通して、この奨学事業を紹
介したDVD「心つないで、世界へ」〜ロータリー米山
記念奨学会の学友たち〜が今年度制作されました。
西クラブさんには、今年度帯広畜産大学博士課程の
マルコさん（ペルー）の世話クラブ、そして横田会員
にカウンセラーをお願いしています。この米山記念
奨学事業として、ホームカミング制度がございます。
4月から3月の一年間お世話いただき、奨学生が帰国
されましたら、この制度を活用して息の長い交流を
積み重ねていただければと願っています。どうぞ、
本日例会にて皆様と一緒にDVD鑑賞いただき、米山
記念奨学事業理解を深めることができましたことに
感謝申し上げます。本日は、貴重なお時間をいただ
きましてありがとうございます。ご清聴ありがとう
ございました。

閉会宣言	 北川勝啓SAA
点鐘	 深澤知博会長

10月はRI指定の「職業奉仕・米山月間」です。
理事会
　・次年度会長エレクトの立候補者を、募ります（幹
　　事山本迄、10月21日締切り）。立候補者がいな
　　い場合は、速やかに指名委員会を立ち上げます。
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22日（木） 会員増強委員会
　　　「世代別に於ける退会防止のあり方」

お	知	ら	せ
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渡辺喜代美委員


