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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 10

　皆さんこんばんは。会長報告を申し上げます。
今日は最高気温8度で明日は18度と寒暖の差が非常に激しいです
が、併せて世の中の経済温度もぐっと冷え込んで、更に追い打ちを
かけ、寒さが身にしみる感じが致しますが皆さんの業界はいかがで
しょうか？
　今日の日経新聞に法人申告所得減少率最大と言う見出しがあり、
景気の悪化によって黒字の会社が30％を割ったという記事が載っ
ていました。100社のうち70社は赤字ということになりますが、
減少額・率ともに集計可能な年以降で最大ということです。
　申告法人全体の30％の黒字とありますが実際にはもっと悪いよ
うな気がします。しかし記事の最後に今年度決算の申告について
は、「景気は最悪期を脱し、企業の売上は回復していく」とありま
すが果たして本当でしょうか？当たれば良いのですが、いずれにし
ても大変な経済状況になったなと思います。
　私達の印刷業界でも用紙の値上げを機に、大手も含めて一気に、
しかも急激に売上は落ちました。印刷用紙の出荷率は前年に比べて
30％落ちです。このままではいけないと言うことで各社印刷とい
う範囲でなく新しい分野を模索している状況です。ほんとに今、生
き残りをかけたサバイバル状況です。
　非常に重苦しい話になりましたけれども、皆さんが集まるこの例
会だけは心が安まって、そしてお互いの気持ちが温かくなって、元
気が出たらありがたいと思います。たかがロータリーされどロータ
リーだと思います。
　本日はローターアクトクラブとの合同例会となっております。
短い時間ではありますがローターアクトの皆さんと交流を深めてい
ただければと思い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

9／6
1825回

69名

7名

1名

61名

36名

20名

91.8％
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■今月の主な行事
※休会

誕生・結婚祝

夜間例会　アクト合同例会
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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（それでこそロータリー）
	 	 北川勝啓SAA

（会食）

会長挨拶	 深澤知博会長

会務報告	 山本範之幹事
①	帯広北RC、10月30日（金）
　の例会は休会といたします。
②	帯広東RC、11月3日（火）
　は祝日のため休会いたし
　ます。
③	帯広南RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　11月16日（月）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
④	帯広南RC、11月23日（月）は祝日のため休会
いたします。
⑤	帯広西RC、夜間移動例会開催のお知らせ
　　日　時　11月26日（木）午後6時30分
　　場　所　シャレード

閉会宣言	 北川勝啓SAA

点鐘	 深澤知博会長

帯広ローターアクトクラブ
第845回例会

会長挨拶	
ローターアクトクラブ会長
　みなさんこんばんは。
　本日は帯広西ロータリー
クラブとの合同例会です。
　この合同例会は昨年度から始まりました。
　初年度はローターアクトクラブの例会を知っ
て頂くために、例会をまるごとRCの例会プログ
ラムとして行いましたが、2年目にあたる今年度
はプログラムのみ行います。
　ロータリークラブのプログラム時間は通常30
分ですが、ローターアクトクラブのプログラム

時間は40分となっており、本日は約50分長く
なっております。RACのできれば40分はプログ
ラム時間を取りたいという希望を聞き入れて頂
きました。ロータリアンの皆さまどうもありが
とうございました。
　さて、ロータリアンの皆さまにもご報告して
おります通り、今年度は、ローターアクトクラ
ブの良さを感じて欲しいという願いから活動
テーマを「feeling」とし、きらめきという具体的
な活動指針を設けて活動をスタート致しました。
その中のひとつに、「基礎を学びアクトの魅力を
知ろう」という基本指針がございます。
　RACを楽しむためにもRACの特色や他の団体
との違いを知る必要があると考えております。
　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。
　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、合同例会という本日がまさにその機会だ
と考えておりますので、ぜひご指導頂ければと
思います。
　ローターアクトの皆さん。
　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
用して何度も言っておりますが、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下
さい。
　特に本日のようにロータリアンの皆さまと触
れ合える機会はそう多くはありません。ぜひ、
積極的にロータリークラブの活動などを聞いて
親睦を深めて下さい。
　最後になりますが、合同例会は、ロータリア
ンの皆さまにローターアクトクラブの例会を見
て頂くと同時に、交流を図るという目的もござ
います。

岡崎早智会員



　短い時間ではございますが、皆さまと楽しい
ひとときをすごしながら様々な事を学ぶ機会に
なることを祈念致しまして、会長挨拶とさせて
いただきます。
　本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

プログラム	 新世代委員会

帯広ローターアクト合同例会
「昔あそびの夜」

合同例会報告書
≪目的≫
　メンコ、けん玉、竹馬、テレビゲーム…、年
代を問わず小さい頃は勉強だけでなく様々な「遊
び」と共に成長していきました。
　今回のプログラムでは小さい頃慣れ親しんで
きた遊びのことを「昔あそび」と題して
昭和から平成(現在)までを彩った遊び道具、当
時流行した「遊び」を1950年代から
現代まで遡って紹介していきます。
　今流行している遊びも数十年経てば立派な「昔
あそび」になります。
　ロータリアンの皆様方におかれましては、自
分の子供時代に親しんだ遊びを懐かしんで頂く
と共に、現代に至るまで子どもたちの間ではど
のような遊びが人気だったのか知る機会として、
逆に30歳という年齢制限があるローターアクト
クラブ会員にとっても合同例会の歓談で自分が
生まれる前の遊びを知ることのできる機会とな
るよう、お互いにとって有意義なプログラムを
目的としています。

≪流れ≫
　通常のローターアクトクラブの例会からは割
愛している部分が多々ありますが、会長の岡崎
早智の点鐘により例会が始まります。副会長の
外山史教が例会の司会進行を務め、副幹事の澤
田俊一が第845回例会の開会宣言をしました。
　会長からのご挨拶を終え、幹事の石野雄一よ
り会務報告を致しました。その後、副幹事の高
橋佳奈より出席報告を致しました。
　食事の時間を取り、クラブ奉仕委員会による
プログラム「昔あそびの夜」を開始しました。初
めにプログラム担当司会の竹内一人より本プロ
グラムの趣旨のご説明を簡単にさせて頂き、ク
ラブ奉仕委員の外山史教より前半はロータリア
ンの皆様が慣れ親しんだと思われる1950年代の
遊びやおもちゃを紹介させて頂きました。皆様
方とだるまさんが転んだをさせて頂いたところ

で、昔の遊びの紹介を終了させていただきまし
た。
　後半は1980年代から現代までの遊びの紹介を
クラブ奉仕委員長の乾晋也よりさせて頂きまし
た。現在まで流行した遊びを簡単に説明した後、
任天堂wiiをプロジェクターで大きく写しゲーム
を行いました。ロータリアンの方にも数名ゲー
ムを操作して頂き、全員が一つの物に集中して
いる時間帯はとても一体感を感じました。
　今回、このような場を与えて頂きありがとう
ございました。再び合同例会等の機会に私ども
の活動を報告出来れば幸いです。今後ともよろ
しくお願い致します。

ロータリアン総評	 田中利昭副会長
　こんばんは。今日はロー
ターアクトの方々に1時間に
わたりまして、「昔遊びの夜」
ということで、プログラム
を実施していただきました。
誰でも昔懐かしい遊びなどが紹介もされました
し、童心に帰って大変有意義な時間でありまし
た。またこのプログラムを通して、ローターア
クトの皆様が熱い思いでプログラムを実施され
ているのが伝わってきました。これからも是非、
地域社会やクラブ、そしてなにより自分の糧に
なるような活動を継続していただくことを期待
しております。本日はありがとうございました。



10月はRI指定の「職業奉仕・米山月間」です。
理事会
　・会長エレクト指名委員会が開催されました。

    次週プログラム予定
　 11月5日（木）  プログラム委員会
　　　　　　　　「会員卓話」

お	知	ら	せ

閉会宣言	 ローターアクト副幹事

点鐘	 ローターアクト会長


