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第1860回例会
平成22年6月10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

2010, June

■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 6

　皆さんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　いよいよ今年度の最終例会まで2週間を切りました。
　そして本日次年度の2回目のクラブ協議会、そして今年度の最
終クラブ協議会が17日に開催されます。ほとんどの委員会が事
業を終え、最後の仕上げであります、活動報告書に取りかかって
いることと思います。私も報告書を書く時、反省することが多々
あるわけですが、もう少しああやっていれば良かったと思うわけ
です。ロータリーは毎年人事が変わり不連続ですが、ロータリー
の精神は連続と思って、今年度出来なかった事業は、次年度にそ
の思い伝え、継続してもらえるようにすることが必要ではないか
と思います。次年度におかれましては、会長はじめ、役員・理
事・委員長は緊張の中で準備をしていることと思いますが、いず
れにしましても今年度は次年度に向けて、スムーズに引継ぎ、抜
かりなくこの2週間で進めて頂きたいと思います。今年度、次年
度の役に就いている方はどうかよろしくお願いします。
　本日は、今年度委員長の退任挨拶となっております。プログラ
ムの限られた時間で一年間を振り返り、思いをどうか委員長さん
から挨拶をして頂きたいと思っています。この一年間委員長さん
に心より感謝を申し上げたいと思います。大変ご苦労様でした。
そしてありがとうございました。
　最後に理事会の報告をさせて頂きます。
　非常に残念ですが、井上昭次会員と中島久司会員の退会の承認
と2名の新入会員の承認をさせて頂きました。
　以上で会長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。
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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

理事・委員長退任挨拶

会長・副会長・幹事退任挨拶

スポーツ大会・年度最終夜間例会

6月 3日

10日
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66名

57名
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89.4％

■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
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6／24
1862回

64名

56名

44名

9名

94.6％
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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（奉仕の理想）	 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
6月結婚祝	 親睦活動委員会　佐々木和彦会員
  奥　　敏則会員（1959.6.23）  平田　利器会員 1973.6.10
  中島　久司会員 1975.6.13　 大友　広明会員 1979.6. 1
  茨木　雅敏会員 1979.6.10　 横田　幸宏会員 1984.6. 6
  三野宮　功会員 1985.6.28　 田中　利昭会員 2004.6.13

6月誕生祝
鈴木　　享会員 1942.6.22　横山　明美会員 1948.6.21
奥　　敏則会員 1959.6.23　奥田いづみ会員 1967.6.26

バースデーソング	 親睦活動委員会　平田利器委員長
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帯広西RC、次年度第2回クラブ協議会開催のお知らせ
　　日　時　6月10日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②帯広西RC、第5回クラブ協議会開催のお知らせ
　　日　時　6月17日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
③帯広西RC年度末最終例会開催のお知らせ
　　日　時　6月24日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
　・・・スポーツ大会・・・
　ゴルフスタート12：30
　　場　所　帯広国際CC
　パークゴルフスタート13：00
　　場　所　ちろっとの森
　　　　　　（幕別町百年記念館幕別町字千住180-1）
④各ロータリークラブ年度末最終例会開催のお知らせ
　・帯広東ロータリークラブ
　　日　時　6月22日（火） 午後6時30分
　　場　所　インザスィート
　・帯広北ロータリークラブ
　　日　時　6月25日（金） 午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド
　・帯広南ロータリークラブ
　　日　時　6月28日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
　・帯広ロータリークラブ
　　日　時　6月30日（水） 午後6時
　　場　所　ホテル日航ノースランド
⑤帯広東RC、6月29日（火）は、休会と致します。

出席報告	 出席委員会　大沢　剛会員
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　横田幸宏会員
茨木雅敏会員　IM無事終了いたしました。会員皆様のご協

力に感謝申し上げます。
堀修　司会員　IMありがとうございました。健康増進委員

長1年間ありがとうございました。
久保忠正会員　IMの接待委員会は皆様のご協力によりつつ

がなくご接待申し上げました。ありがとう
ございます。

渡部省一会員　出席委員会での活動にご協力1年間ありがと
うございました。

奥田頼昌会員　新世代奉仕委員長として皆様に大変お世話
になりました。1年間ありがとうございま
した。

太田　豊会員　職業奉仕委員長として1年間皆様には大変

お世話になりありがとうございました。
堂山啓太会員　1年間、広報委員会活動にご協力いただき

ましてありがとうございました。
平田利器会員　親睦活動にご理解頂き1年間ありがとうご

ざいます。
神田龍一会員　ロータリーの奉仕事業、保育所の植樹を今

年度は当社が代理いたしました。予算復活
よろしくおねがいします。

大友広明会員　移動例会にたくさんの会員の皆様に来て頂
いてありがとうございました。

プログラム	 理事会　古田敦則副幹事

理事・委員長退任挨拶

　以上11名の理事・委員長より退任のご挨拶をいただきま
した。

閉会宣言	 若林　剛SAA
点鐘	 深澤知博会長

　　　　　		6月はRI指定の「ロータリー親睦活動月間」です。
理事会　・ 6月のロータリーレートは、1ドル＝92円です。
SAA　			・6月の粗食例会は、17日を予定しています。
理事会　・ インドネシアとのマッチンググラントについて
　5月4日ロータリー財団から、正式にこのプロジェクト
に対する支払いが承認されました。インドネシア側に全
資金が振り込まれ、直ちに準備に入ったとのことです。
　第6分区全体で、12,500＄、地区DDFから1,000＄、イ
ンドネシア3,000＄、合計16,500＄のプロジェクトとな
り、中部ジャワのサラティガ、スマラン、プルウォクル
ト市の児童、学校を対象に実施されます。
　セレモニーは11月22日、現地にて開催予定となってい
ます。

　次週プログラム予定
　6月17日（木）  理事会  「会長・副会長・幹事退任挨拶」

お知らせ

親睦活動委員会
平田利器委員長

プログラム委員会
飯田正行委員長

クラブ奉仕担当
佐藤　聡理事

新世代奉仕担当理事
奥田頼昌委員長

出席委員会
渡部省一委員長

ロータリー情報委員会
天野清一委員長

職業奉仕担当理事
太田　豊委員長

広報委員会
堂山啓太委員長

健康増進委員会
堀　修司委員長

社会奉仕担当理事
内海仁司委員長

国際奉仕担当理事
奥　敏則委員長


