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第1837回例会
平成21年12月3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,December

■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 12

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
1日、1日と確実に冬に近づき、寒さもこれから本番を迎えると思
いますが皆さんにおかれましては十分にお体をご自愛ください。
　早いもので、もう12月かと言った感じがします。経済状況も
リーマンショックの影響が落ち着いたかなと思ったら、今度はドバ
イショック、円の急騰と、この先どうなってしまうのだろうか、そ
して、この十勝・帯広もこのデフレ・スパイラルに企業が打ち勝つ
ことが出来るのだろうか、非常に不安になります。私の会社も今ま
で以上に経費を切り詰めながら、売上は維持しなければならない、
ほんとに大変な時代になってしまったと思います。
　さて、今月12月は家族月間となっています。ロータリー情報録
によりますと家族月間は2003年ジョナサン・マジィアベRI会長が
家族の重要性を強調し、家族をロータリーに参加させる理想的な時
期として、そして「奉仕の機会としての知り合いを広めること」と
いうロータリーの綱領の第一を強調するために12月を家族月間と
決めたということです。2006年、ウィリアム・ボイドRI会長は
「私は、ロータリー家族のすべての人に、等しく思いやりの心を持
つことを強調し、ロータリーの将来を健全に保つためには、青少年
交換、インターアクト、ローターアクトといった青少年プログラム
が不可欠であり、次世代に誠実さ、寛容、無我の精神を育み、ロー
タリー家族と配偶者を思いやることで、ロータリーの結束力は一層
増します。」と説いておられます。わがクラブでも、ボイド会長が
説く「思いやりの心」、この言葉についてもう一度考え、そして
「思いやりの心」を実践する重要性を、最近私は感じたところであ
ります。17日に年末家族会を親睦活動委員会、平田委員長を中心
に、皆さんに喜んでいただけるように企画していますので、家族
揃っての参加をよろしくお願いします。
　本日は年次総会となっております。年次総会は次次年度会長の選
任と次年度役員・理事の発表となっております。総会のご協力を皆
様にお願いしまして、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
誕生・結婚祝　年次総会

夜間例会　年末家族会

年末例会　年越しそば例会

※休会（年末）

11月 3日
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■出席状況報告

月／日
例 　 会
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ホームクラブ出席

メークアップ

出 席 率

月 平 均

出席計算に
用いた会員数

11／12
1834回

69名

61名

44名

8名

85.2％

11／26
1836回

69名

61名

36名

17名

86.8％

11／19
1835回

69名

61名

43名

11名

88.5％

88.4％

【年次総会】【年次総会】



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 横田幸宏SAA
国歌斉唱
ロータリーソング（四つのテスト）
たいまつ宣言唱和
米山記念奨学生	 アロアロ・マルコス・フォアン君
12月結婚祝	 親睦活動委員会
　江口文隆会員 1986.12.06
　熊切宏樹会員 1999.12.03
12月誕生祝
　金尾　剛会員 1947.12.02
　平田利器会員 1948.12.11
　齊藤憲生会員 1952.12.18　　越智孝佳会員 1953.12.31
　横田幸宏会員 1958.12.20　　天野清一会員 1960.12.25
バースデーソング
乾杯
　12月のご結婚祝い、誕生日祝いの方、「お
めでとうございます！」

（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告
①帯広西RC、移動例会開催のお知らせ
　日  時  12月10日（木）
　場  所  国際協力機構帯広国際センター
　　 　　（JICA帯広）（西20条南6丁目1-2）
②各クラブ年末家族会（夜間例会）のお知らせ
・帯広北ロータリークラブ
　日  時  12月11日（金）午後6時　場  所  インザスイート
・帯広南ロータリークラブ
　日  時  12月13日（日）午後5時　場  所  北海道ホテル
　※尚、12月14日（月）の繰上げ例会と致します。
・帯広東ロータリークラブ
　日  時  12月15日（火）午後6時30分　場  所  東急イン
・帯広ロータリークラブ
　日  時  12月16日（水）午後6時　場  所  北海道ホテル
・帯広西ロータリークラブ
　日  時  12月17日（木）午後6時30分　場  所  北海道ホテル
③帯広RC、12月23日（水）は祝日のため休会といたします。
　帯広東RC、12月29日（火）は休会と致します。
　帯広RC、12月30日（水）は休会と致します。
　帯広西RC、12月31日（木）は休会と致します。
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
川田章博会員　遅くなりましたが、皆さんの
　　　　　　　おかげでばんば祭り無事終
　　　　　　　了致しました。ご寄付ありが
　　　　　　　とうございました。
神田龍一会員　当社の取り組みが北海道グ
　　　　　　　リーンビズの「創意あふれる取り組」の『地球を
　　　　　　　守る心』部門に認定されました。
三野宮功会員　過日、高文連主催の英語弁論大会の審査員を
　　　　　　　努めました。管内の高校生の英語レベルは高
　　　　　　　いです。
斎藤憲生会員　11月26日で会員28周年でお祝いをいたしました。
帯広北RC細川吉博会員より、講演謝礼を頂きました。

プログラム「年次総会」	 議長　深澤知博会長
定足数の確認	 出席委員会　渡辺省一会員

会員総数69名　本日出席会員49名　委任会員13名
合計62名により本総会は成立いたします。

次次年度会長選出の件
指名委員会　　　　　　　斎藤允雄委員長
　2011年2012年度の会長に三野宮功会員
が拍手をもって承認されました。

次次年度会長予定者　　　三野宮　功会員
　自分自身はまだまだ力不足で勉強不足を
充分承知しておりますが、皆さんの西ロータ
リーに対する強い熱意に打たれましたのでお
引き受けする事にいたしました。ロータリーは会員一人一人の力
で動かしていくと考えております。皆さんのご協力をお願いして会

長エレクトを承認頂きましたお礼と挨拶の言葉とさせて頂きます。

次年度役員・理事
副会長（クラブ奉仕担当）　　土肥孝紀会員
　会長をサポートしながら微力ではあります
が一生懸命頑張って参ります。ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

副会長（対外奉仕担当）　　　斎藤憲生会員
　100%出席出来るようにと考えておりま
す。来年の 7月から 1年間よろしくお願い
します。

幹事　　　　　　　　　　　古田敦則会員
　来年は鈴木会長の思いが成就するように、
また当クラブにとって大切な一年を迎えま
す。一年終わった時「よかったね」と言えるよ
うな一年になりますようにどうかお力をお貸し下さい。よろしくお
願いします。

会計　　　　　　　　　　　小甲哲士会員
　これから現、本田会計のもと、学習してい
くつもりでおります。クラブの金銭面です。
皆さんにご迷惑のかからないように管理して
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

クラブ奉仕担当理事　　　　平田利器会員
　鈴木会長や、委員会の邪魔にならないよ
う一生懸命努めて参るつもりでおります。ど
うぞよろしくお願いします。

職業奉仕担当理事　　　　山田倫一郎会員
　ロータリーの方も職業の方も頑張りたい
と思いますのでどうぞよろしくお願いします。

新世代奉仕担当理事　　　上垣香世子会員
　古田さんの笑顔に負けてお引き受けしてし
まいました。ロータリーに入って日も浅く何
もわかりませんが、皆さんのご指導を得なが
ら頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

国際奉仕担当理事　　　　佐々木嘉晃会員
　今年度に続きまたご寄付をお願いします
が、どうぞよろしくお願いします。

会場監督	 若林　剛会員
社会奉仕担当理事	 金尾　剛会員

次年度会長　　　　　　　　鈴木　亨会員
　来年度の理事のご承認を頂きありがとうご
ざいます。今回、嬉しい事が二つありました。
次年度役員に役員をお願いした所、全員の方
に二つ返事でご了解いただきましたこと、もう一つ、来年度の鈴木、
古田コンビを現、深澤、山本さんが気を配って下さり様々な事を
教えてくださいました。今後私は今年度の深澤会長と次次年度の
三野宮会長の架け橋となって、不足の所を皆さんに補って頂きな
がら努めて参りたいと思います。いろいろとご心配もあるでしょう
が、ご意見等も含めてご協力のほどよろしくお願いいたします。
閉会宣言	 横田幸宏SAA
点鐘	 深澤知博会長

12月はRI指定の「家族月間」です。
理事会		・12月のロータリーレートは、1ドル＝90円です。
SAA					・12月の粗食例会は１０日を予定しています。

　次週プログラム予定
12月10日（木） 国際奉仕委員会 「移動例会」
　 　国際協力機構帯広国際センター（JICA帯広）

お	知	ら	せ

上垣香世子会員

堀　修司会員

山本範之会員

尾藤輝幸会員


