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第1856回例会
平成22年5月6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 5

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　今日は、2週間ぶりの例会ですが、連休前の29日には雪が降っ
ていたにもかかわらず、ゴールデンウィークは良い天気に恵まれ
て、皆さん休みを堪能出来たのではないでしょうか。私も、毎日
どこに行くでもなく何をするでもなく、時間を持てあますくらい
充分に休ませていただきました。今日は連休明けで、まだ本調子
でない人もいると思いますが、私も早く調子を取り戻し、7月ま
で残り2ヶ月気を引き締めてがんばっていこうと思います。
　先月23日に帯広南ロータリークラブの創立20周年記念式典に
山本幹事と出席してきました。想像していた以上に盛大な式典で
した。初めて米沢新市長の祝辞を聞きました。
　それから臨時理事会の報告をさせていただきます。小島清司会
員から5月26日付けで退会が出ておりましたが、非常に残念です
が承認させていただきました。後ほど退会の挨拶があろうかと思
いますので、よろしくお願いします。
　本日の例会プログラムは5月30日のIMについて委員会別の打ち
合わせとなっています。残り3週間で準備をしなければいけませ
んが、会員の皆さんには事情を察して頂いて、どうかご協力をよ
ろしくお願いします。
　この後の打ち合わせに時間を多く使いたいと思いますので、こ
れで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

次年度委員会別運営会議

※休会

第6分区IM（5月27日繰り下げ）

5月 6日

13日

20日

30日

5／6
1856回
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89.6％

■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

5／13
1857回

67名
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5／30
1858回
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90.6％

【 次年度米山記念奨学生  アメリア・チャイナ・サラスさん 】【 次年度米山記念奨学生  アメリア・チャイナ・サラスさん 】



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 若林　剛SAA
国歌斉唱	 若林　剛SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 若林　剛SAA
たいまつ宣言唱和	 若林　剛SAA
米山記念奨学生	 アメリア・チャイナ・サラスさん
5月結婚祝	 親睦活動委員会　平田利器委員長
 宮野　　永会員（1923.5.2）　上垣香世子会員（1950.5.13）
 斉藤　允雄会員 1963.5. 3　山田倫一郎会員 1968.5.10
 千葉　清孝会員 1970.5.30　川田　章博会員 1976.5.29
 柳沢　一元会員 1986.5.31　内海　仁司会員 2007.5.10

5月誕生祝	 親睦活動委員会　平田利器委員長
 宮野　　永会員 1923.5. 2　酒井　忠之会員 1937.5.12
 土肥　孝紀会員 1940.5.31　上垣香世子会員 1950.5.13
 日崎　清二会員 1950.5.19　内海　仁司会員 1951.5.10
 深澤　知博会員 1956.5.30　飯田　正行会員 1956.5. 6
 堂山　啓太会員 1967.5.20

バースデーソング
乾杯	 神田龍一会員
　宮野さん87歳誕生日おめでとうご
ざいます。他の会員の皆様も誕生日
おめでとうございます。乾杯。

（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、移動例会開催のお知らせ
　　日　時　5月14日（金） 午後0時30分
　　場　所　おびひろ動物園
②帯広南RC、5月17日（月）は、休会と致します。
　帯広西RC、5月20日（木）は、休会と致します。
③帯広東RC・帯広北RC・音更RC、3RC合同植樹祭開催
　のお知らせ
　　日　時　5月23日（日） 午前10時
　　場　所　北海道立十勝エコロジーパーク
　※尚、帯広東RCは、5月18日（火）の繰下げ例会と
　　致します。
　　帯広北RCは、5月21日（金）の繰下げ例会と致し
　　ます。
④RI第2500地区第6分区IM開催のお知らせ
　　日　時　5月30日（日）

《タイムスケジュール》
登録受付　13：00〜
開  会  式　13：30〜14：20
特別講演　14：30〜15：40
講　　演　15：50〜16：50
閉  会  式　16：50〜17：20
友情の宴　17：30〜19：00

　　場　所　北海道ホテル
⑤例会終了後、定例理事会を開催します。

米山記念奨学生・カウンセラー紹介
	 	 次年度米山　千葉清隆委員長
　次年度米山記念奨学生ペルー出身のアメリア・チャ
イナ・サラスさんと米山カウンセラー堂山啓太会員
を紹介します。

次年度米山記念奨学生
	 	 アメリア・チャイナ・サラスさん
　帯広畜産大学2年生です。一年間よろしくお願いい
たします。

米山カウンセラー	 堂山啓太会員
　アメリア・チャイナ・サラスさんともども一年間よ
ろしくお願いいたします。

退会挨拶	 小島清司会員
　5月26日の帯広商工会議所総会で
退職することになり、当ロータリー
を退会させていただくことになりま
した。2年間という短い期間でした
が、お世話になりました。ありがとうございました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　尾藤輝幸会員
堀修　司会員　四月二十九日37回目の結婚記念日で

した。次男に長男が生まれたり、う
れしいことが続きます。IMもよろし
く。

堂山啓太会員　今年度の米山奨学生アメリアチャイ
ナサラスをどうぞよろしくお願いし
ます。

プログラム	 IM実行委員会　堀　修司会長
　5月30日（日）RI第2500地区第6分区IM開催にあた
り、特別講演2の演者として、北海道大学大学院医学
部形成外科学山本有平教授を招請しました。
　多数の方の参加お願いします。

	 	 ガバナー補佐　茨木雅敏会員
　皆さんのご協力よろしくお願いいたします。

IM打合せ

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 深澤知博会長

　　　　　　　		
理事会　・ 5月のロータリーレートは、1ドル＝92円です。
SAA　			・ 5月の粗食例会は、13日を予定しています。

　次週プログラム予定
　5月13日（木）  プログラム委員会

「次年度委員会別運営会議」

お	知	ら	せ


