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第1840回例会
平成21年12月24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。
　先週の年末家族例会には、会員ならびにご家族の皆様
の多数の参加を頂き、誠にありがとうございました。お
かげさまで盛況のうちに終えることが出来ました。改め
て心より感謝申し上げます。そして年末家族会を企画・
運営して頂きました、親睦活動委員会の平田委員長はじめ、委員の皆様に
はお世話になり本当にありがとうございました。また、社会奉仕委員会
が、当日会場で集めていただきました歳末助け合いの募金は、本日の午前
中に十勝毎日新聞社の方に届けてきました。後日記事が載るかと思いま
す。皆さんのご協力本当にありがとうございました。
　本日は今年最後の例会となりましたが、この一年を振り返って皆さんに
とって、どんな年だったでしょうか。いろいろと考えさせられたり、変化
が激しくて気を負ったりと、それぞれあると思いますが、気持ちだけは前
向きにしていきたいと思っています。来年はきっといい年に、という他人
本位な希望より、自分の力で変えてやる、させてみせるという力強い気持
ちと信念が必要ではないかと思います。この間テレビからのことで恐縮で
すが「神様は越えられない試練は与えない」と言っていましたが、この言
葉を信じ、越えたときの事を考え、あと半年ロータリー活動と会社を両立
してやっていきたいと思っています。
　この半年を省みたとき、決してクラブが順調にいっているとは、誰もが
思っていないと思います。クラブからの情報の発信が無いのに、他クラブ
から情報を聞いたりと、非常に理不尽な状況に陥っているのは確かである
と思います。
　これらを解決して、次年度に確実につながなくてはいけないと、胃が痛
くなるような思いです。残り半年、全力でやっていきたいと思いますので
皆様におかれましては今以上のご協力とご理解をよろしくお願いします。
　今日はこのあと恒例の年越しそば例会となっておりますので、残りの時
間をゆっくりお過ごし下さい。それでは良い年をお迎え下さい。
　ありがとうございました。

深澤　知博
田中　利昭
大友　広明
山本　範之
本田美喜男
北川　勝啓
堂山　啓太

会 　 長
副 会 長
副 会 長
幹 　 事
会 　 計
Ｓ Ａ Ａ
広報委員長

高田　晃一
日崎　清二
横山　明美
大須賀眞太郎
八代　信弘
小谷　典之
熊切　宏樹

広報副委員長
委 　 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

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）
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■出席状況報告
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【年末例会】【年末例会】



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 若林　剛SAA
ロータリーソング（それでこそロータリー）	 若林　剛SAA
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①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。
②帯広西RC、新年交礼会（夜間例会）開催のお知らせ
　　日　時　平成22年1月7日（木）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③各ロータリークラブ新年交礼会（夜間例会）開催のお知ら
　せ
　帯広東ロータリークラブ
　　日　時　平成22年1月5日（火）午後6時30分
　　場　所　ワシントンホテル
　帯広ロータリークラブ
　　日　時　平成22年1月6日（水）午後6時
　　場　所　東急イン
　帯広北ロータリークラブ
　　日　時　平成22年1月8日（金）午後6時30分
　　場　所　東急イン
　帯広南ロータリークラブ
　　日　時　平成22年1月18日（月）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル

出席報告	 出席委員会

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
深澤知博会員　年末家族会、多数の参加

ありがとうございました。
平田利器会員　年末家族会、大変お世話

になりました。
鈴木　享会員　次年度役員のご承認をい

ただきありがとうございました。
古田敦則会員　年次総会、理事役員のご承認ありがとうご

ざいました。
柴田和明会員　楽しいクリスマス会でした。
大沢　剛会員　年末家族会楽しいひとときでした。また、孫

にプレゼントをいただきました。
奥　敏則会員　12/10JICAでの移動例会に多くの方に出席

いただきありがとうございました。
三野宮功会員　イングリッシュヴィレッジの学習発表会が

十勝毎日新聞社に載りました。

退会のご挨拶
　皆様こんにちは。ついにこの日がきた
のかなと思っております。23年間ロー
タリークラブに大変お世話になりまし
た。23年間ずっといつ辞めるか、いつ
辞めるかと思っておりましたが、いざ辞めるとなりますと
やはり寂しい思いになってしまいます。皆様にはいろいろ
知恵をいただいたりして本当にありがとうございます。夜
の町を徘徊しておりますので町で会いましたら声をかけて
いただけたらと思っております。本当に皆様ありがとうご
ざいました。

ガバナー事務所より報告
　平成20年2月に柴田さんがガバナーノ
ミニーになりまして私に地区幹事の要請
を受けましたが、非常に悩みましたが皆
様の総意ということでお受け致しました。
　1年10ヶ月経ちましたがいろいろなことがございまし

て、11月4日に柴田さんに地区幹事の辞意の表明をさせて
いただきました。皆様のご協力をいただきましてやってき
たわけですが、なにせ80才のこの年、肉体的、精神的にも、
いろいろなことがありまして多少限界を感じましてこの職
を辞させてもらいました。これからが正念場でありますが、
これから後、茨木さんという形に決まりましたので西クラ
ブが地区大会を引き受けたのでありますから、ひとつ地区
幹事を中心に手落ちのないように盛り上げて頂きたいと思
います。

ガバナーエレクト
　みなさんこんにちは。ガバナーエレク
トとしての行動を逐一ご報告しなければ
ならなかったのでありますけれどなかな
かできておりませんでした。1年を振り
返ってみますと7回中央に行きました。いろいろな研修責
めにあいました。ロータリー研修も4回終わりました。こ
のようなことをご報告しねければならなかったのですが、
いろいろな資料が段ボールで届くものですから休む間もな
く一通り目を通さなければいけませんし、私の立場としま
しては全力でやってきました。年が明けて15日よりアメ
リカへ行って来ます。西クラブの名に恥じないようにがん
ばってきます。1週間の缶詰と聞いています。小室さんに
おかれましては健康上の理由と聞いております。今後とし
ましては健康に留意しご協力してもらえればと思っており
ます。

地区幹事
　お二方よりお話がございました。ガバ
ナー補佐の仕事も残っております。非常
に困惑しているところですけど、柴田ガ
バナーエレクトからもお話がありまし
た。来月17日から1週間アメリカサンディエゴに研修に行
かれます。その時にRI会長よりテーマ、活動方針が発表に
なります。2月には第2回ガバナー補佐会議もありますし、
休む間もなく1ヶ月おきに会議があります。皆様のご協力
なしには成り立ちませんのでどうか一つよろしくお願い申
し上げます。

プログラム	 親睦活動委員会　平田利器委員長

年末例会

　年末年越しそば例会となっております。フリートークと
なっております。

閉会宣言	 （SAA）
点鐘	 （会長）

12月はRI指定の「家族月間」です。
理事会
　・RI国際大会の特別コース（2010年6月20日モントリ
　　オール開催）
　※参加申込み受付中1月7日迄

　次週プログラム予定
　1月7日（木）  夜間例会  （親睦活動委員会）
　　　　「新年交礼会」(アルコールを用意しています)

お	知	ら	せ

佐々木和彦会員

太田万也会員

小室睦雄会員

柴田会員

茨木会員


