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第1861回例会
平成22年6月17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。
　今月はロータリー親睦活動月間となっておりますが、先週12日に
は、還暦（上垣香世子会員、日崎清二会員）、古希（山田倫一郎会
員）、喜寿（川上哲平会員）、米寿（宮野　永会員）のお祝いの会
が盛大に開かれ、参加者全員で親睦を深めながら、お祝いしたとこ
ろでありますが、その日のゴルフでは川上哲平会員がスコア76で8
度目のエージシュートを見事達成されました。ほんとにすごいと思
います。あらためておめでとうございました。
　そして最終例会ではスポーツ大会がありますが、大いに会員相互
の親睦を深めて頂いて、今年度最後を飾り、そして次年度に向けて
鋭気を養ってほしいと思いますので、どうか多くの参加をよろしく
お願いします。
　古希・還暦祝いの日と同じ日に、帯広ローターアクトクラブの創
立35周年式典に西クラブから7名で参加してきました。式典の中で
提唱ロータリークラブとして感謝状を頂いてきました事をご報告さ
せて頂きます。
　それから新入会員の3名の入会異議がありませんでしたので、川
田章博会員推薦の谷脇正人さん、平田利器会員推薦の河西智子さ
ん、神田龍一会員推薦の田中耕吾さんの入会の手続きをさせて頂き
ます。入会は7月の第一例会からということになります。貴重な新入
会員ですので、皆様には歓迎の気持ちを忘れないで、取り扱いに充
分注意して、気遣いをよろしくお願いしたいと思います。
　本日は、会長、副会長、幹事そして役員の退任挨拶となっており
ますので、よろしくお願いします。
　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。

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

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

17日

24日

6／3
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66名

57名

34名

17名

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

出席計算に
用いた会員数
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6／17
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【 プログラム「会長・副会長・幹事退任挨拶」 】【 プログラム「会長・副会長・幹事退任挨拶」 】



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（我等の生業）	 北川勝啓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
②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）
③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
④帯広東RC、6月29日（火）は、休会と致します。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
深澤　知博会員　一年間本当にありがとうございま

した。
大友　広明会員　本年度対外奉仕担当副会長の大役

仰せつかり会員皆さんの暖かいご
支援とご協力をいただき、何とか
一年終わることが出来ました。本
当にありがとうございました。

田中　利昭会員　一年間お世話になりました。
山本　範之会員　一年間ありがとうございました。
古田　敦則会員　副幹事として一年お世話になりま

した。来年のことを思うとちょっ
とブルーです。

本田美喜男会員　一年間会計の役ありがとうござい
ました。皆様方のご協力を頂き無
事に終了しそうです。ありがとう
ございました。

佐藤　　聡会員　クラブ奉仕理事として一年間お世
話になりました。

北川　勝啓会員　一年間会場監督委員長をさせてい
ただきました。会員皆様に協力い
ただきなんとか務めることが出来
ました。ありがとうございました。

佐々木嘉晃会員　一年間ありがとうございました。
内海　仁司会員　一年間社会奉仕担当理事ありがと

うございます。
飯田　正行会員　先日の古希、還暦お祝いコンペで

優勝させていただきました。40.35
の素晴らしいスコアでした。最終
スポーツ大会も優勝を目指します。

山田倫一郎会員　古希の祝いあわせてブービー賞あ
りがとうございました。

川上　哲平会員　西クラブの古希還暦祝いコンペで
76で8回目のエイジシュ―トをし
ました。10回目までがんばります。

プログラム	 理事会

会長・副会長・幹事退任挨拶

閉会宣言	 北川勝啓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。

　次週プログラム予定
　6月24日（木）  親睦活動委員会

「スポーツ大会・年度末最終例会」

お知らせ
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