
地域を育み、大陸をつなぐ

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

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!
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■会長報告
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　いよいよ新年度が始まります。1年間、よろしくお
願いいたします。まずは「会長報告」で、ご挨拶は
後ほどさせていただきます。
　まず申し上げたいことは、先日亡くなられた宮野
永会員へのお礼と感謝です。チャーターメンバーと
して長きに亘り、西クラブを築き、発展させ、多くの会員の心の支
えであり続けた宮野大先輩に、吏心から「ありがとうございまし
た」「お疲れさまでした」と申し上げます。実は今日からの1年間
は、例会のとき、そこのセンターテーブルに座っていただこうと考
えておりました。「今日は50点だった」とか、「もう少しロータ
リーを勉強しろ」とか指導を頂き、たまには褒めていただくことを
楽しみにもしておりました。それが叶わぬことが、誠に残念です。
　さらに残念なことは、宮野さんが長年に亘って念願してこられた
「西クラブからガバナーを送り出すこと」、それが実現しながら、
その年度を目前にして、ご自身がおられなくなったということで
す。私たちは帯広西クラブのチャーターメンバーにして、大黒柱で
あった宮野さんの意志と情熱を継ぎ、ガバナー年度を西クラブらし
く取り運び、来る10月の地区大会も成功させなければなりません。
みなさんには、西クラブ会員としての英知を持ってご尽力いただ
き、宮野さんの霊前に報告ができますよう、心からお願いを申し上
げます。
　次に、嬉しいお話です。新年度のスタートと同時に、新入会員を
迎えました。『田中耕吾さん』『河西智子さん』『谷脇正人さん』
の3氏です。新しい仲間が新しい風を吹き込んでくれることを期待
し、また先輩諸氏は、ロータリーとは何かについて日常的に、親切
なご指導をお願いいたします。
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会長　  鈴木　　享

■今月の主な行事
誕生・結婚祝　三役就任挨拶
決算・監査・予算  役員理事就任挨拶
委員長就任挨拶
ゲスト卓話
夜間移動例会  新入会員歓迎会
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■出席状況報告
月／日
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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

6／17
1861回

64名

56名

41名

11名

92.8％

6／10
1860回

64名

56名

41名

11名

92.8％

6／24
1862回

64名

56名

44名

9名

94.6％

92.4％



点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 渡部省一副SAA
国家斉唱	 渡部省一副SAA
たいまつ宣言唱和	 渡部省一副SAA
ロータリーソング（四つのテスト）	 渡部省一副
SAA
ゲスト紹介	 鈴木　亨会長

米山記念奨学生
アメリア・チャイナ・サラスさん

ロータリー情報委員会より	 萱場誠一委員長
　本年度の新しい事業とし
て誕生日祝いに併せて会員
の誕生日の新聞を贈ります。

7月結婚祝	 親睦活動委員会　佐々木和彦委員長
　本田美喜雄会員
　1973年7月11日
　佐藤　　聡会員
　1956年7月14日 （誕生日）

7月誕生祝
 近藤　誠勝会員  1945年7月27日
 千葉　清孝会員  1946年7月19日
 佐藤　　聡会員  1956年7月14日
 北川　勝啓会員  1966年7月16日
	
バースデーソング
乾杯	 岡田武稔会員
　ご結婚祝い誕生祝いの6名
の方、おめでとうございます。

（会食）
会長報告	 鈴木		享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広東RC夜間移動例会
　　日　時　7月27日（火） 午後6時30分
　　場　所　北の屋台
②帯広西RC夜間移動例会 「新会員歓迎会」 
　　日　時　7月29日（木） 午後6時30分
　　場　所　シャレード

　　会　費　2000円
③新年度委員会編成一部変更の件
④定例理事会本日例会終了後、第1回定例理事会
⑤役員・理事・委員長ミーティング定例理事会
　前に月1回位各委員長含む
⑥7月のロータリーレート　1ドル：92円

新会員紹介	 古田敦則幹事
谷脇正人君
　　　　推薦者　川田章博会員		
　皆様方のご指導をどうぞよろ
しくお願いします。
河西智子君
　　　　推薦者　平田利器会員
　これからお世話になりますが
どうぞよろしくお願いします。
田中耕吾君
　　　　推薦者　神田龍一会員
　萱場会員からお誘い頂きまし
た、よろしくおねがいします。



委員会報告	 SAA　江口文隆副SAA
　予め例会を欠席する日がわかっている場合、
経費節減の為にも事前にご報告お願いします。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　小室陸雄会員
鈴木　亨会長　ニコニコ狂歌｢頼りなき　会長ゆ

えに　協力と　友情ひとえに　
願う今日の日｣

新年度役員就任
 副　　　会　　　長 土肥　孝紀会員
 副　　　会　　　長 斎藤　憲生会員
 幹　　　　　　　　事 古田　敦則会員
 会　計　委　員　長 小甲　哲士会員
 会　長　エ　レ　ク　ト 三野宮　功会員
 クラブ奉仕担当理事 平田　利器会員
 社 会 奉 仕 担 当 理 事 金尾　　剛会員
 出　席　委　員　長 横田　幸宏会員
 親 睦 活 動 委 員 長 佐々木和彦会員
 広　報　委　員　長 高田　晃一会員
 プ ロ グ ラ ム 委 員 長 石原　英樹会員
 健 康 増 進 委 員 長 久保　忠正会員
 米 山 奨 学 委 員 長 千葉　清孝会員
 長期計画特別委員長 深澤　知博会員
 新　　　会　　　員 田中　耕吾会員
 新　　　会　　　員 河西　智子会員
 新　　　会　　　員 谷脇　正人会員
 ロータリー情報委員長 萱場　誠一会員

出席報告	 出席委員会
プログラム	 副幹事　奥敏則会員

三役就任挨拶

会長挨拶	 鈴木　享会長
　今日より、よちよち、ウロウロしながら歩き
始めます。まず何より、会員皆さまの協力をお
願いいたします。
　国際ロータリー、レイ・クリンギンスミス会
長の年度テーマは、「地域を育み、大陸をつなぐ」
ですが、私が最も印象に残るのは、「奉仕の精神」
についての考え方です。
　RI会長は、クラブ奉仕と職業奉仕を例にこう
述べております。

「クラブ奉仕と職業奉仕はどちらも人生を謳歌
し、善き市民となるよう私たちを導いてくれる
もの」

　つまり、奉仕とは、義務でも務めでもなく、“自
分自身の人生を豊かにするためのもの” というこ
とです。
　これは今、我々帯広西ロータリークラブにとっ
ても大事なことと思います。
　我々の2010−2011年度は、「人生を謳歌し（楽
しみ）、善き市民（心豊かな）であるため」に、
チャーターメンバー、多くの先輩会員が作り上
げてきた「西クラブらしさ」の原点に改めて思い
を馳せ、その伝統と結束を守り、「帯広西クラブ」
の価値観を共有し、いま目の前にある成すべき
ことに誠実に取り組み、RI2500地区に貢献する
ときであると考えます。
　西クラブの新たな歴史を刻む2010−2011年度
は、多くの先輩会員諸氏の情熱が築いた遺産の
上にあることを知り、これを尊重し、誰であろ
うとそれを否定したり、損ねたりしてはならな
い。利用しても食いつぶしてもならない。その
ことを心に刻む時と思います。
　今年度は、ガバナー輩出クラブであるという
こと、それが重要です。帯広西クラブの歴史と
誇りと多くの先輩会員の思いと願いを込めて、
ガバナーを送り出したのです。ガバナーにも、
我々にも共通してその認識と責務があるのです。
　92日後には地区大会があり、われわれがその
ホストクラブです。西クラブの力を結集して取
り組むよう、全会員のさらなる協調と協力をお
願いいたします。
　私は楽しく、心弾む西クラブの2010−2011年
度はどうあるべきかを考え、以下のテーマを考
えました。

帯広西ロータリークラブの
原点と楽しさを求めて

◦「西クラブらしさ」を再度、暖めよう
◦帯広西クラブの歴史を知り、学び、大切
　にしよう
◦地区大会を成功させよう
◦クラブの活性化を望むのではなく、自分
　が活性化させよう
◦手作りの例会を楽しもう

　これらのテーマを実現できるよう、副会長を
はじめ幹事、理事、委員長の皆さんの協力を得て、



S　	A	　A
　　　・今年度より予め例会を欠席する日が決まっていればご報告お願いします。
　　　（欠席の連絡は出欠表にご記入いただくか、SAAに直接ご連絡下さい）
出席委員会
　　　・本年度も出欠表を用意しております。例会出席の際にはご記入下さい。

    次週プログラム予定
　 　　　7月8日（木） 理事会 

「決算・監査・予算」「役員理事就任挨拶」

お	知	ら	せ

微力を尽くして参ります。
　私は、仰せつかった会長という立場を尊重し、
帯広西クラブ会員のみなさんにとって、有意義
な1年であるようにと努めて参ります。
　しかしまた、みなさんのご理解、ご協力、ご
指導も心からお願いいたします。
　私が敬愛する第35代アメリカ大統領ジョン・F・
ケネディは就任演説でこう述べました。

「国があなたに何をするかを問うな。あなたが国
に何をなし得るかを問うてほしい」

　この言葉を引用して、私の率直な気持を述べ
ます。

「西クラブがあなたに何をするかを問う前に、あ
なたが西クラブに何をするかを考えて頂きたい」

　新年度7月1日が例会、来年6月30日最終日も
例会、1年間フルに最初の日と最後の日が例会と
いうのも珍しいことと思います。
　つまり、365日フルに会長でいなければならな
いということです。
　長い1年になりそうですが、頑張ります。

クラブ奉仕担当副会長	 土肥孝紀会員
　一年間、皆様のご協力、ご指導を賜りながら
この重責を全うしていきたいと思います。会長
方針を実現する為に会長の補佐役として努力し
ていきます、会員の皆様どうぞよろしくお願い
致します。

対外奉仕担当副会長	 斎藤憲生会員
　一年間どうぞよろしくお願いします。私は入
会して 18年目になります、この先もずっと辞め
ずにこの西RCにいるつもりでおります、新会員
の方をはじめ皆様もこの先ずっと楽しく活動し
ていきましょう。

幹　事	 古田敦則会員
　会員の皆様がこの一年間
楽しかったと感じて頂ける
よう、足りない部分は皆様
に補って頂きながら努力し
て参ります。40周年目前に
控えた大切な一年です、自分の為にクラブの為
に力を合わせていきましょう。

閉会宣言	 渡部省一副SAA
点鐘	 鈴木　享会長


