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第1849回例会
平成22年3月11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
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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 3

　皆さん、こんにちは。会長報告を申し上げます。
　バンクーバーオリンピックも終わり、何か空白感を感じるこ
のごろですが、来月には帯広市長選挙があります。なかなか雰
囲気は盛り上がっていませんが、帯広のリーダーを決める大切
な選挙になると思いますので、私から言うのもおかしい話では
ありますが、必ず投票には行っていただきたいと思います。
　昨日、帯広クラブの75周年記念例会があり、山本幹事と共
に出席してきました。75周年ということもあり、こじんまりし
た式典でした。茨木ガバナー補佐が山本ガバナーに代わって挨
拶をしておりました。
　あと、市内では4月23日に帯広南ロータリークラブの20周年
記念式典があります。
　今日の例会プログラムが変更になっていますが、今月末の夜
間例会で予定していました、会員増強委員会の例会が延期とな
ります。その例会の時にお願いする予定だったと思いますが、
まだ新入会員が1名しかいないということから、皆様には会員
増強を切にお願いします。ガバナー月信の1月の報告によりま
すと、帯広クラブ96名、北クラブ68名、東クラブ46名、南ク
ラブ68名、わがクラブは先月1名減ですので67名ということに
なります。適正な予算での円滑なクラブ運営のために、私も全
力で会員増強しますので、皆様には更なるご協力よろしくお願
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
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■出席状況報告

月／日
例 　 会

会員総数

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

12／10
1838回

69名

61名

52名

18名

85.2％

12／24
1840回

69名

61名

44名

10名

88.5％

12／17
1839回

69名

61名

49名

6名

90.1％

88.9％

【 ガバナーエレクト報告 】【 ガバナーエレクト報告 】



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
ビジター紹介	 深澤知博会長
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①帯広北RC・帯広東RC・音更RC合同夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　3月19日（金）  午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯広南RC、3月22日（月）は祝日のため休会と致します。
③帯広東RC、3月23日（火）は休会と致します。
④帯広西RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　3月25日（木）  午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑤帯広RC、3月31日（水）は休会と致します。

米山功労者感謝状贈呈	 理事会
　　米山功労者第1回　古田敦則会員
　　米山功労者第2回　マルチプル佐々木嘉章会員
　　米山功労者第7回　マルチプル柴田和明会員

出席報告	 出席委員会　渡部省一会員
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　横田幸宏会員
内海　仁司会員　矯正医療で感謝状を贈呈されました。ま
　　た、医療法人啓和会の都合によりくろさわ木野クリニッ
　　クを3月で閉院することとなりました。4月からは社会福
　　祉法人手稲ロータス会の介護老人保健施設あんじゅ音
　　更の施設長となります。土曜は帯広徳洲会病院で外来を
　　させて頂きます。来週は担当例会ではありますが神田会
　　員にお願いし、20年振りにハワイに行ってかみさん孝行
　　させていただきます。
斎藤　憲生会員　結婚のお祝いありがとうございます。明日
　　娘の卒業式で当別に行ってきます、6年間長かったです。
佐々木和彦会員　6日7日10日と全員3月生まれの我が家、4
　　人みんなでまた一つ年を重ねました。
堂山　啓太会員　結婚祝いありがとうございます。まさに今
　　日が十年目となります。
奥田　頼昌会員　結婚祝いありがとうございます。

プログラム		 R12500地区ガバナーエレクト　柴田和明様

ガバナーエレクト報告

　お時間を取って頂きましたので、現在までの報告をさせ
て頂きます。昨年のノミニー、エレクト、暮れには GETS
がありまして、ロータリー研究会と国内で一番長い4日間
の研究会がありました。GETSはエレクトが集まって講習
を受ける2日間の行程です。旭川の大会には体調を崩して
おりましたが何とか出席出来ました。その前にも少々体調
を崩しておりましたが、何とか回復してアメリカにも行く
ことが出来ました。サンディエゴに着いたその当日、夕方
から本会議は始まりまして、毎日朝6時に起きてだいたい
夜の8時くらいまで行います。これが1週間続きました。
ここでRI会長のテーマの発表になりました。会議の内容は
本会議が午前と午後の2回ありまして、その後にそれぞれ
午前午後と討論会があります。全般論と致しましては、ご
存知の通り決して押し付けたりする指導は一切ありませ
ん。一貫して皆さんの意見を聞いて、その上でどうあるべ
きかという指導です。ロータリークラブの自主性とはここ
からきているのかもしれません。各クラブが自主的に会長
を中心として運営していくのが、ロータリークラブの基本
的なあり方であるように、本会議におきましても同じよう
な進め方でした。目立ったことは、今年のRIの会長は4大
奉仕を非常に大切にしています。その中でも特に職業奉仕
を中心としたクラブ奉仕のあり方、職業奉仕と社会奉仕の

あり方、この関連性を崩すことは出来ない、と挨拶で唱っ
ていました。また、これと同時に今まではロータリアンに
向かっての呼びかけが多かったのですが、これからはロー
タリアン以外の方々に向かってロータリーの方向性を示し
ていかなければならない、ということがテーマに含まれて
いると思いました。RIの会長は職業奉仕を抜きにしてロー
タリーを語れないということで、今回は職業奉仕に関して
3名の方が登壇され講演しています。内容に関しては既に
ネット上にてご覧いただけると思いますし、3月号のロー
タリーの友にも掲載されておりますが、職業奉仕なくして
ロータリーの意義はないときっぱりと言っていました。RI
の会長のテーマは『地域を育み大陸をつなぐ』です。私自身
も日本を発つ前に、育むと地域という言葉をテーマに考え
ておりましたので、内心少々困ったと思いました。地域を
育むということですが、世界各地のそれぞれの会員がその
地域で活動し、社会に貢献してほしいとのことです。われ
われは地域をしっかり支えていく為にどうあるべきか、自
分たちだけではなく困っている人たちにも手を差し伸べよ
うという従来からの考え方であり、私の年度におきまして
も同じであります。また、財団が未来の夢計画で変わって
いきますし、現在プロジェクトがスタートしていますので
3年後には新しい方向で進んでいくと思います。と同時に
出来なくなってしまうことも出てきますが、この問題に関
しましては会長、幹事会、協議会と慎重に協議してお伝え
していきたいと思います。次に会員増強ですが、次世代の
ロータリアンに引き継いでいかなければなりませんし、退
会防止に関しても同時に大きな問題です。先日横浜で行わ
れた会員増強セミナーに参加してきましたが、原因は経済
状況という大きな問題もあります。これからはもっと若い
会員や女性会員にもどんどん入会してもらおうとの意見が
ありました。全国的にも女性会員が増えておりますし、我
がクラブにもすばらしい女性会員がいらっしゃいます。み
なさんで大切に育てていってもらいたいと思います。また
会員増強に関しましては地域での格差が大きく、2500地
区はかなり広域であり、これに関して周りの理解が薄いの
ですが、その中でも小さなクラブに対してどうあるべきか、
小さなクラブを大きなクラブがどのようにリードしていく
かという事が今後の大きな課題ではないかと考えていま
す。と同時に、小さなクラブを回っていますと小さなクラ
ブには素晴らしい人材がたくさん眠っているので、その
方々に何とか表舞台に出て頂き、立派なロータリアンの指
導者として将来育って頂ければと考えています。7月から
は地域の公式訪問が始まる予定ですので、各クラブを頑
張って回って行きたいと思います。10月の2日・3日には西
RCにとりましては大変大きな事業があります。これに関
しましては、私の失言や至らない面が多い為に皆様に大変
ご迷惑をおかけしました事を深くお詫び致します。10月
の大会では会員の皆さんの心に終生残るような大会になれ
ばと思っております。その為にも私は全力で出来るだけの
ことをしていくつもりでいます。本日は協議会の報告、お
詫び、また皆様にご協力のお願いという形ではありますが、
この大会が皆様にとっても将来の思い出になるような大会
にする為にも、どうか一つお力添えをよろしくお願い致し
ます。今日はお時間を頂きありがとうございました。

閉会宣言	 SAA
点鐘	 会長

　　　　　　　		3月はRI指定の「識字率向上月間」です。
理事会　・ 3月のロータリーレートは、1ドル＝90円です。
SAA　			・3月の粗食例会は、18日を予定しています。

　次週プログラム予定
　3月18日（木）  社会奉仕委員会

「天ぷら油から見えた世界」  神田龍一会員

お	知	ら	せ


