
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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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）
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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 7

　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、
こんな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』
　詳しくは「活動計画書」をご覧いただきたいのですが、このテーマを実
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、微力を尽くして参ります。
　テーマの一つに「手作りの例会を楽しもう」というのがあります。可能
な限り、ゲスト卓話ではなく会員皆さんに卓話などをお願いしたいという
ことですが、今年度は会員卓話が終わった後、副会長が最後に感想やら
お礼を申し上げることにします。今年度の副会長は、大変忙しいことにな
りますが、よろしくお願いいたします。
　「西クラブの原点と楽しさ」といえば、やはり先輩会員諸氏が長年にわ
たって築き上げてきた「西クラブらしさ」がキーワードであり、今こそ、
その確認が大事だと思います。「西クラブらしさ」には、こんなことも大
事かと思います。
　　　■ 肝胆　相照らす … 心を打ち明けて親しく交わる　
　　　■ 肝胆を砕く　　 … 懸命になって、そのことに当たる　
　　　■ 肝胆をひらく　 … 心の内を率直に打ち明ける　
　お酒の飲み過ぎで、肝臓も胆嚢もいささかくたびれている方もいらっ
しゃるでしょうが、今日からはちょっと控えていただいて、肝臓、胆嚢を
元気にしてください。
　さて、何よりも、楽しいアットホームな例会を行いたいと思っておりま
す。従って、会長報告もロータリー、ロータリーではなく、気軽な、楽し
いものにしたいと思います。私が入会した時の会長は、川上哲平会員でし
た。川上会長のときの会長報告、というよりスピーチは、その時々の話題
や、医学についてのやさしい解説や、天文学のことなど、興味ある、しか
もユーモアに溢れた楽しいものでした。当時は、新入会員で毎例会、緊張
していましたが、川上会長のスピーチを聞くことが楽しみでした。それに
は及びもつかないことを承知の上で、大胆、無謀にも真似をしてみようと
思います。「目標　96年度　川上会長」で頑張ります。
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■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

7月 1日
8日
15日
22日
29日

6／3
1859回

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

6／17
1861回

64名

56名

41名

11名

92.8％
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6／24
1862回
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94.6％

92.4％



点鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 江口文隆SAA
ロータリーソング																																							
（それでこそロータリー）

（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帯広北RC夜間移動例会
　　日　時　7月30日（金） 午後6時30分
　　場　所　ジグザグ

出席100%会員表彰	 出席委員会
	 30年　  小室　陸雄会員
	 10年　  鈴木　　享会員
 　　　   本田美喜雄会員

5年	　  大友　広明会員
 　　　   飯田　正行会員
 　　　   大沢　　剛会員
 　　　   小甲　哲士会員
 　　　   柳沢　一元会員
 　　　   高田　晃一会員

永年在籍表彰
	 35年　  川上　哲平会員
	 30年　  小室　陸雄会員
	 10年　  本田美喜雄会員

5年	　  佐々木和彦会員
 　　　   山田倫一郎会員

地区大会実行委員会	 小室陸雄実行委員長
鈴木　享会長
　実行委員長は小室陸雄会員にお願いしました。
西RCのプライドをかけて全員で取り組みたいと思
います。急ピッチでの準備が必要となっておりま
すので、ご理解の上ご協力のほどお願い致します。

小室陸雄実行委員長
　西RCの皆様のお一人お一人の英
知を結集していただき、次の40周
年に引き継いでいくよう運営して
いきたいと思います。時間が差し迫っております
のでこれからの2ヶ月半は会議の連続となります
が、10月3日、終了したときにこの西RCのメンバー
で良かったという思いが残りますよう、西RCの名
誉を築き上げる為にも皆様のお力をここにお寄せ
下さいますようお願い致します。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会
鈴木　　享会員　ニコニコ狂歌
　　　　　　　  『西クラブ  夏の

涼風  吹かせじと  
思い定めて  十と
二ヶ月』

川上　哲平会員　九回目のエージ・シュート達成
致しました。

岡田　武稔会員　増強委員長、早くも3名の入会が
ありました。ありがとうござい
ました。

大沢　　剛会員　ロータリー財団委員長になりま
した。一年間よろしくお願いし
ます。

神田　龍一会員　道新に当社の ｢出前エコ講座 ｣が
掲載されました。また田中耕吾
君を歓迎して下さりありがとう
ございました。

佐々木嘉晃会員　国際奉仕委員長を仰せつかりま
した。一年間よろしくお願いし
ます。

山田倫一郎会員　職業奉仕委員長になりました。
一年間よろしくお願いします。

萱場　誠一会員　深澤会員のホールインワン記念
コンペで優勝させていただきま
した。

谷脇　正人会員　平原保存会会長に就任しました。
ご協力よろしくお願いします。

出席報告	 出席委員会　横田幸宏会員

プログラム	 奥　敏則副幹事

決算・監査・予算案報告

前年度会計	 本田美喜雄会員
　前年度決算報告がありました。

前年度会計監査	 河合健一会員
　全てに適正に処理されていること
を確認致しました。

今年度会計	 小甲哲士会員
　今年度予算案報告がありました。

閉会宣言	 江口文隆SAA
点鐘	 鈴木　享会長

天野清一会員

渡部省一会員


